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<九州ロゴマーク>

「九州の連携」を象徴し、
「九州はひとつ」を表現
しています

新年あけましておめでとうございます
２０２０年の福岡は、新型コロナウイルス感染症、豪雨災害、鳥インフルエンザという
３つの災害に見舞われました。
２０２１年はこうした災いをバネにして、新たな発展を目指す年にしたいと思います。
今号では、新たな一年の幕開けに際して、今年の主な取組みを中心にご紹介します。

２０２１年はスポーツが熱い！


オリンピック聖火リレーを２０市町村で実施

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期となっていた東京2020オリンピック聖火リレーの開催日程
等が決定しました。
県内では、５月１１日（火）・１２日（水）の２日間、オリンピック聖火が２０市町村を巡ります。
また、聖火の到着を祝う「セレブレーション」が、各日の最終到着地で開催される予定で、地域色豊かな
ステージプログラムや聖火を聖火皿に灯すセレモニーなどが行われます。
◆



聖火リレーの日程と実施市町村
日程

実施市町村

セレブレーション会場

５月１１日
（火）

大牟田市 → 筑後市 → 糸島市 → 久留米市 → 春日市
→ 朝倉市 → 東峰村 → 太宰府市 → 志免町 → 福岡市

平和台陸上競技場

５月１２日
（水）

→

築上町 → 田川市 → 添田町 → 飯塚市 → 桂川町
宮若市 → 宗像市 → 中間市 → 福津市 → 北九州市

天皇杯・皇后杯 第３７回飯塚国際車いすテニス大会

（福岡市中央区）

関門海峡ミュージアム
（北九州市門司区）

開催日程が決定

４月２０日（火）から２５日（日）の6日間、飯塚市で「飯塚国際車いすテニス
大会」が開催されます。
今年で3７回目を数える本大会は、脊髄損傷者のリハビリとして車いすテニスが
導入されたことをきっかけに始まり、現在では世界四大大会（グランドスラム）に
次ぐスーパーシリーズに格付けされる、アジア最高峰の大会となっています。
２０２０年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となってしまいま
したが、今年こそ熱戦が繰り広げられることを期待しています。




第３５回大会の様子

２０２１世界体操・新体操が北九州市で開催

今年１０月、体操及び新体操の世界選手権がともに北九州
市で開催されます。
体操、新体操の２つの世界選手権が、同時期に同じ都市で
開催されるのは史上初めてのことです。
選手の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、
県を挙げて両大会を盛り上げてまいります。




開催が予定される会場

（写真左から）北九州市立総合体育館、西日本総合展示場新館

目指せ！ホークスＶ５ ＆ アビスパ福岡Ｊ１昇格

昨年の日本シリーズでセ・リーグの覇者・読売ジャイアンツを相手に４連勝し、見事
日本一を成し遂げた福岡ソフトバンクホークスが、前人未到の5連覇を目指します。
Ｊリーグでは、アビスパ福岡がＪ２首位の徳島ヴォルティス、３位のＶ・ファーレン
長崎との三つ巴となった昇格争いを制し、５年ぶりのＪ１昇格を果たしました。
両チームの活躍を大いに期待しております。

１

日本有数の酒どころ・福岡


「喜多屋 スパークリング クリスタル」ＩＷＣ ＳＡＫＥ部門で受賞

世界最大規模、最高権威に評価されるＩＷＣ(インターナショナル・
ワイン・チャレンジ) 2020 SAKE部門にて、「喜多屋 スパークリン
グ クリスタル」が「スパークリング」のカテゴリーで最上位の「トロ
フィー」に選ばれました。
「喜多屋 スパークリング クリスタル」は、原料米に糸島産の山田錦
が100%使用されており、エキゾティックで華やかな香りと、芳醇で優
雅な味わい、クリアできめ細かい泡立ちが特長のスパークリング日本酒
です。
「平成28年度福岡県ものづくり中小企業新製品開発支援補助金」の
支援を受け、瓶内二次発酵後の瓶内に残る酵母の澱を完全に除去する為
の設備などを導入し、シャンパンと同様の澱引き技術を確立したことに
より、透明性の高いクリアなスパークリング日本酒を実現しました。
今回の受賞は2013年の『チャンピオン・サケ（※）』に続く２回目
の快挙となりました。福岡のお酒が国内外の一人でも多くの方に親しま
れ、愛されるよう、県としても支援してまいります。
※ ９つのカテゴリー（普通酒、本醸造酒、純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、
吟醸酒、大吟醸酒、古酒、スパークリング）の「トロフィー」受賞出品酒の中から、
その頂点として、「チャンピオン・サケ」が選ばれる。



受賞報告の様子

（写真左から）桐明県議会議員、㈱喜多屋 木下社長、
小川知事、福岡県酒造組合 江﨑会長、板橋顧問

PICK
UP! 「福岡の地酒・焼酎オンラインショップ」開設中！

アプリも
配信中！

福岡県酒造協同組合では、全商品送料無料で「県産酒応援セッ
ト」が購入できる「福岡の地酒・焼酎オンラインショップ」を開設
しています。

今すぐダウンロード

Android

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている県内の酒蔵の
応援を引き続きお願いいたします！
オンラインショップはこちら：https://shop.fukusake-navi.jp/
（QRコード読取）

iPhone

県内産業振興の基盤がさらに強化されます


福岡バイオイノベーションセンター

４月オープン

県では、久留米地域を中心にバイオ関連企業や研究機関を集積し、
企業の研究開発促進やベンチャー企業の育成等を推進する「福岡バイ
オバレープロジェクト」を久留米市と連携して進めています。
バイオテクノロジーの目覚ましい進展により、高度な技術を活用し
た産業創出の重要性が高まっていることを受け、「福岡バイオイノ
ベーションセンター」の整備に着手し、４月に開設予定です。
今後センターを拠点として、先進的なバイオテクノロジー企業の集
積を目指し、「福岡バイオバレープロジェクト」のさらなる進展を図
ります。




完成イメージ

「福岡バイオバレープロジェクト」詳細はこちら：
https://www.fbv.fukuoka.jp/

県内各地の基幹道路が供用開始 より便利に

県民の皆様の生活の利便性や安全性の向上、渋滞緩和、経済活動のさら
なる円滑化を図るため、県内各地で道路整備が着々と進められています。
今年春には福岡都市高速道路６号線（アイランドシティ線）のほか、新
北九州空港線空港IC入口交差点の立体交差化、有明海沿岸道路（大川東
IC～大野島IC）が供用開始される予定です。
このほか、東九州自動車道や国道２０１号八木山バイパスの４車線化な
ど、早期に実現するよう引き続き取り組んでまいります。

２



新北九州空港線

工事の様子

ふくおか

アンテナレストラン「福扇華」から県内地域の魅力を発信
１月は「京築」２月は「福津」３月は「遠賀・中間」フェア開催



アンテナレストラン「福扇華」では、「博多和牛」や「はかた地どり」などの
県産食材を使った料理のほか、日本有数の酒どころが誇る県産酒が楽しめます。
１月には京築フェア、２月には福津フェア、３月には遠賀・中間フェアを開催
し、地域食材を使った限定メニューの提供や特産品の販売など、首都圏から各地
域の魅力をお届けします。
この機会に是非、「福扇華」にお越しください。
◆

開催日程（予定）

１月２５日（月）～２月 ５日（金）
２月１２日（金）～２月２６日（金）
３月 ８日（月）～３月１９日（金）

京築フェア
福津フェア
遠賀・中間フェア

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更となる場合があります。

福岡の「うまかもん」が首都圏で味わえます


「かごの屋」で福岡フェアを開催
和食レストラン「和食しゃぶしゃぶ かごの屋」で「福岡フェア」が開催中です。

「博多万能ねぎ」や「若松潮風®キャベツ」等を使った特別メニューをお楽しみ
いただけます。
期間：～３月９日（火）まで
店舗：かごの屋 全８４店舗
（首都圏：２５店舗、関西圏：５７店舗、東海圏：２店舗）


「大地の贈り物」であまおうフェアを開催

和食ビュッフェレストラン「大地の贈り物」で、「あまおう」を贅沢に使用した
スイーツが楽しめる「あまおうフェア」が６年連続で開催されます。
期間：１月２０日（水）～２月２８日（日）まで
店舗：大地の贈り物（東京都台東区上野１－20－11


鈴乃屋ビル４F）

ペストリーショップ「ドーレ」で「あまおう」を使用したケーキが販売

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ内のペストリーショップ「ドーレ」で、
「あまおう」を使用した「極上ストロベリーショートケーキ」が販売中です。
期間：１月１日（金）～１月３１日（日）まで
店舗：ペストリーショップ「ドーレ」
（神奈川県横浜市西区北幸１－３－２３ 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ内）

PICK
UP!

福岡県６次化商品ＰＲ販売会 東京・丸の内で開催
こだわりのグローサリーショップ「えん」で、福岡県内の６次化商品をPR
する販売会を開催します。
「あまおう」や「はかた地どり」、「八女茶」など、福岡のおいしい食材の
数々をよりおいしく食べられるよう、丁寧に手を加えた商品が並びます。
この機会に是非、たくさんの「うまかもん（おいしいもの）」に会いに来て
ください！
期間：１月１２日（火）～１８日（月）１１：００～２１：００
※１７日（日）は休業
場所：日本の御馳走 えん（東京都千代田区丸の内１－５－１ 新丸ビルＢ１F）
出展店舗：JAふくおか八女、㈱庄分酢、浦野醤油醸造元など １１店舗
※「６次化」とは…
１次産業（生産者）と２次産業（加工）、３次産業（流通・販売）それぞれの産業を
融合し、新たな販路や産業を生み出す取組みのこと。

３

◆

TOPICS

◆

カゴメ「野菜生活100 Smoothie あまおうスムージーMix」発売


カゴメ株式会社から「野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ
Ｍｉｘラズベリー入り」が発売されました。

あまおうスムージー



「あまおう」の特長である甘味と酸味を活かした、濃厚な味わいをお楽しみい
ただけます。



１本に１食分の野菜（１２０ｇ）が使用されており、不足しがちな食物繊維と
ポリフェノールを手軽に摂取することができます。



忙しい朝や、家事や仕事の合間に手軽に小腹を満たしたい時などにぴったりの
１本です。

アサヒ「特産『三ツ矢』あまおう」発売


アサヒ飲料株式会社から「特産『三ツ矢』福岡県産あまおう」が期間限定
で販売中です。



「特産『三ツ矢』福岡県産あまおう」は「あまおう」の果汁を使用し、
「特産『三ツ矢』」シリーズとしては初めての、いちごフレーバーの炭酸
飲料です。



ろ過を重ねた“磨かれた水”“果実などから集めた香り”を用い、熱を抑
えて仕上げることで、果実本来のおいしさを閉じ込める「三ツ矢」ブラン
ドこだわりの「フルーツクオリティ製法」で、「あまおう」をほおばった
ような、ジューシーな味わいを実現しています。

ローソン「ふくやの明太子 金しゃりおにぎり」発売


ローソン関東地区（約５，０００店舗※）で「ふくやの明太子
金しゃりおにぎり」が販売中です（～１月１８日（月）まで）。



株式会社ふくやの明太子をたっぷりと使用した、食べ応えのある
おにぎりです。



是非お近くのローソンで、お手に取ってみてください。

※関東・甲信越（新潟除く）・静岡一部（東部エリア）のローソン、
ナチュラルローソンにて販売（一部取り扱いのない店舗もございます）。

2021年は
こんな年



高等学校（県立）
遠賀高等学校 創立110周年
香椎高等学校 創立100周年
嘉穂高等学校 創立120周年
福岡農業高等学校（専攻科） 創立70周年



高等学校（私立）
柳川高等学校 創立80周年
祐誠高等学校 創立60周年
福智高等学校 創立50周年



歴史
伊藤伝右衛門 生誕160年
川上音次郎 没後110年
山本作兵衛炭坑記録画 世界記憶遺産登録10年



産業
官営八幡製鉄所 操業開始120周年
㈱ブリヂストン 設立90周年
ロイヤルホスト1号店（※） オープンから50年
※１号店（青山店）は現在閉店しています。

編集事務局
福岡県東京事務所 総務課
＜担当者＞

時安・福本・杉本

＜連絡先＞ (電話) 03-3261-9861

〒102-0083 東京都千代田区麹町１－１２－１ 住友不動産ふくおか半蔵門ビル２階
編集協力

総務部県民情報広報課

(FAX) 03-3263-7474

(e-mail) toukyou-o@pref.fukuoka.lg.jp

(URL) https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/0203200
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