
関連プロジェクト事業一覧

お申し出のあった関連プロジェクト事業を紹介します。
※一覧に掲載されている事業は、案もあるため、今後実施されない可能性もあります。
また、関連プロジェクトの認証を受けていない事業も含まれております。

2021年1月末時点

①アスリートファーストの競技環境の追求

# 事業名 主体
ｵﾌｨｼｬﾙ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｻﾎﾟｰﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

概要 実施時期（予定）

1 ラブアース・クリーンアップ 福岡市環境局 〇 海岸漂着物に着目したごみ拾い協力（ラブアース・クリーンアップ） 2021年度

2 大会関係施設への消防立入検査及び自衛消防隊に対する訓練指導 福岡市消防局 〇
大会関係施設において、消防法令等の適合状況確認のために消防立入検査、自衛消防隊等の職員に対して、発災時
の対応について指導等の実施。

大会開催直前

3 大会開催に伴う消防警備体制の確立 福岡市消防局 〇
大会開催期間中において、福岡県警察本部、福岡市等の関係機関と連携した対応が図れるよう、特別に強化した災
害対応体制、救急搬送体制を確立。

大会開催中

②テクノロジーによる新たなスタンダードの創出

# 事業名 主体
ｵﾌｨｼｬﾙ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｻﾎﾟｰﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

概要 実施時期（予定）

1 サウンディング型市場調査（対話）の実施 福岡大会組織委員会 〇
大会会場を含めた様々なフィールドにて、実証または実装したいテクノロジーを活用したアイデアについて、民間事
業者から優れたノウハウや提案を幅広く募集し、意見を伺う。

～2021年5月

2 公民連携ワンストップ窓口「mirai@」／実証実験フルサポート事業 福岡市総務企画局 〇
民間企業の持つアイデアやノウハウ、AIやIoTなどの先端技術を活用した実証実験や共働事業などの民間提案の支
援。

通年

③福岡大会ならではの魅力の発信

# 事業名 主体
ｵﾌｨｼｬﾙ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｻﾎﾟｰﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

概要 実施時期（予定）

1 マリンメッセ福岡B館整備事業 福岡市経済観光文化局 〇 マリンメッセ福岡B館整備事業で、工事仮囲いに世界水泳のPRシートを掲出し、世界水泳への気運醸成を図る。
2019年12月～
2020年12月

2 地下鉄天神駅に接続する民間ビル建替え等 福岡市住宅都市局、交通局 〇
天神地区では民間事業者により耐震性の高い先進的なビルへの建替えが行われており、地下鉄天神駅に接続するビ
ル建替え等において、駅コンコース等の工事仮囲いに世界水泳のPRシートを掲出し、世界水泳の気運醸成を図る。

2020年7月～

3 下水道事業 福岡市道路下水道局 〇 下水道工事で、北原中公園，中央体育館等の立坑仮囲いに世界水泳のPRシートを掲出。 2020年12月～

4 博多区新庁舎整備等事業 福岡市市民局 〇 博多区新庁舎整備等事業で、工事仮囲いに世界水泳のPRシートを掲出し、世界水泳の気運醸成を図る。 2021年1月～

5 早良南地域交流センター整備事業 福岡市市民局 〇 早良南地域交流センター整備事業で、工事仮囲いに世界水泳のPRシートを掲出し、世界水泳の気運醸成を図る。 2021年2月～6月

6 福岡マラソン関連イベントにおける広報協力 福岡市市民局 〇 福岡マラソンに関連する各種イベントにおける広報協力。 2021年8月～11月

7 福岡市図書館マンス2021／分館での図書展示 福岡市教育委員会 〇
毎年10月開催の「福岡市図書館マンス」のイベントで、グッズやチラシ等広報資料を配布。各分館で世界水泳のPRも
合わせて、水泳や大会に関連する図書と同時に広報ツール（ポスター、チラシ等）を展示。

2021年10月～

8 国際交流イベントでの広報協力 福岡市総務企画局 〇 姉妹都市で開催されるイベントや、市内高校生対象の英語スピーチコンテストを活用した広報。 2021年度

9 地下鉄昇降機増設事業 福岡市交通局 〇
更なるバリアフリー経路の充実に向けて、地下鉄天神駅東口エレベーター、博多駅筑紫口エレベーター、博多駅筑紫
口エスカレーターを設置。

2021年度

10 海外向けプロモーション事業 福岡市経済観光文化局 〇 海外向けのプロモーション事業において連携を図る。 2021年度

11 スポーツ施設における大会PR・水泳教室等連携事業 福岡市市民局 〇 施設利用者への広報PR、市民プールが企画する教室事業との連携。 2021年度

12 博多駅筑紫口駅前広場再整備事業 福岡市道路下水道局 〇
「玄関口に相応しい広がりを感じられる筑紫口駅前広場の形成」や、「広域観光の起点となる交通結節機能の強化」を
基本的な方針とし、市民や来街者にとって、さらに安全で使いやすい駅前広場にリニューアルする。
リニューアルの際に設置する工事仮囲いを活用し、「世界水泳2022福岡大会」をPRする予定。

2021年度

13 総合図書館での関連図書の展示 福岡市教育委員会 〇
世界水泳選手権、世界マスターズ水泳選手権の開催期間を中心に、水泳の各種目や参加国、その他の話題について
の図書等を総合図書館で展示する。

2021年度～開催中

14 記念乗車券等の発売・地下鉄車内での大会広報 福岡市交通局 〇
来場者・来福者向けに、大会の記念となるような乗車券（1日乗車券等）を製作する。また、大会の案内を地下鉄車内
の自動放送と、一部車両に搭載されている液晶モニタで実施。

2021年度～開催中

15 おもてなし店舗と安全・安心情報の発信 福岡市経済観光文化局 〇 外国語対応とキャッシュレス対応したおもてなし店舗と安全・安心情報の発信。 2021年度～開催中

16 外国語表記等掲示標変更事業 福岡市交通局 〇
インバウンド対策として、外国からのお客様の利便性向上を図るため、地下鉄駅案内サインの外国語表記の見直しや
地図の更新等を行う。

～2022年度



17 ボートレース世界水泳記念レースの開催 福岡市経済観光文化局 〇
冠レースとして「第19回FINA世界水泳選手権福岡大会開催記念レース（仮称）」を開催。BR福岡のPRを兼ねたノベ
ルティ―の制作・配布。

2022年4月

18 ミュージアム３館連携企画展 福岡市経済観光文化局 〇
ミュージアム３館（福岡市美術館・福岡アジア美術館・福岡市博物館）の企画展を、世界水泳選手権と関連付けた一体
的なテーマでPRし、市民や同時期に福岡を訪れる国内外の来訪者に向けた文化芸術の魅力発信を行う。

2022年4月～6月

19 博多どんたく港まつり 福岡市経済観光文化局 〇 博多どんたく港まつりとの連携を図る。 大会開催直前

20 大会中の臨時列車の運行 福岡市交通局 〇 大会中の多客時に対応し、必要に応じて地下鉄の臨時列車を運行。 大会開催直前・開催中

21 クルーズ船寄港時の観光バス受入環境の改善 福岡市経済観光文化局 〇
クルーズ船寄港時に、多くの観光バスが福岡タワーを訪問、近隣駐車場を活用した観光バスのオペレーションを実施
しているため、大会期間中には運用方法等の調整を行う。

大会開催直前・開催中

22 企画展「アジア、海と島の物語(仮称)」／コレクション展「アジア、水物語(仮称)」 福岡市経済観光文化局 〇
福岡アジア美術館での、世界水泳選手権2022福岡大会を記念した、アジア美術の魅力を伝える企画展「アジア、海
と島の物語（仮称）」及び、「水」を巡る多彩な物語を紹介するコレクション展「アジア、水物語（仮称）」。

大会開催直前・開催中

23 まちかどドレッシング 福岡市経済観光文化局 〇
世界水泳開催期間中、来福される国内外からの観戦客をお迎えするため、商店街や観光案内所等において装飾を行
い、世界水泳への機運醸成・おもてなしの向上を図る。

大会開催直前・開催中

24 大会会場等での伝統工芸品の展示、販売、小物等制作体験 福岡市経済観光文化局 〇
大会会場やプロモーションブース等での伝統工芸品の展示、販売、博多織小物制作体験、博多人形・博多張子等の絵
付け体験の実施。レセプション会場、VIPルーム等での伝統工芸品の展示、体験の実施

大会開催直前・開催中

25 博多旧市街ガイドツアー等おもてなし 福岡市経済観光文化局 〇
民間と共働した、多言語による博多旧市街ガイドツアーの充実、音声ARを活用した博多旧市街多言語音声案内の実
施、博多旧市街エリアにおけるキャッシュレス対応の促進、おもてなし雰囲気の醸成等。

大会開催直前・開催中

26 クルーズ船誘致事業 福岡市経済観光文化局 〇
大会期間中にクルーズ船にて福岡を訪れる観光客を対象とした観戦ツアーを船社・旅行会社と協力して造成し、福岡
市・博多港の多様な魅力を発信することにより、更なる誘客につなげる。

大会開催中

27 史跡等文化財を活用した文化体験プログラム 福岡市経済観光文化局 〇
観戦のために来日するツーリストを対象とし、史跡、文化財建造物等の文化財を活用し、福岡の伝統文化を体験でき
る催事の開催。

大会開催中

28 各区役所での各種イベント、広報媒体での広報協力 福岡市各区役所 〇 各区役所庁舎の広報媒体、どんたく、各種スポーツ大会、各種文化祭等イベントでの広報。 通年

29 都心循環BRTによる交通ネットワーク強化の検討　※都心循環BRTの形成 福岡市住宅都市局 〇
連節バスの導入、バス路線・走行環境の改善、鉄道等との乗継強化などを行い、天神・渡辺通地区、博多駅周辺、WF
地区の道路交通混雑の緩和や都心拠点間の交通ネットワークの強化を図る。

通年

30 空き缶等散乱防止及び再資源化促進事業 福岡市環境局 〇
世界水泳の主要な会場等へポイ捨て禁止啓発看板の提供について協力。また、会場周辺清掃を実施する団体に対し
清掃用具（トングやごみ袋）の提供・貸出の協力。

通年

31 一人一花運動 福岡市住宅都市局 〇 市民や企業との共働により、会場周辺や都心部などまちを花で彩り、おもてなしの景観づくりを実施。 通年

32 博多旧市街プロジェクトにおける道路整備事業 福岡市道路下水道局 〇
価値ある観光資源等をストーリーとまちなみでつなぎ、市民や観光客の方々が認知し楽しんでもらえる環境を整え、
魅力を高める「博多旧市街プロジェクト」の一環として、歴史・文化に配慮した趣のある道路に再整備する。

通年

④クオリティオブライフの向上への貢献

# 事業名 主体
ｵﾌｨｼｬﾙ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｻﾎﾟｰﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

概要 実施時期（予定）

1
博多湾の環境保全創造事業（福岡市博多湾ブルーカーボン・オフセット制度の
運用）

福岡市港湾空港局 〇
博多湾の藻場が吸収・貯留した二酸化炭素を企業等が購入する「福岡市博多湾ブルーカーボン・オフセット制度」を運
用し、多様な主体と連携した藻場の維持管理・創出、及び、博多湾における生物多様性の保全・気候変動対策・海との
触れ合いの同時推進を目指す。

2020年10月～

2 スポーツ施設における大会PR・水泳教室等連携事業【再掲】 福岡市市民局 〇 施設利用者への広報PR、市民プールが企画する教室事業との連携。 2021年度

3 大会会場等での伝統工芸品の展示、販売、小物等制作体験【再掲】 福岡市経済観光文化局 〇
大会会場やプロモーションブース等での伝統工芸品の展示、販売、博多織小物制作体験、博多人形・博多張子等の絵
付け体験の実施。レセプション会場、VIPルーム等での伝統工芸品の展示、体験の実施

大会開催直前・開催中


