2016 年度けやきテラスプロジェクト
活動報告書

主催：「つながる絆！八幡」実行委員会

■ けやきテラスプロジェクトとは
活 動舞台は、北九州市八幡東区にある JR 八幡駅周辺

の街である。かつて全国初の官営八幡製鐵所が設立され
たことにより、工業都市として急激な発展を遂げ、全国
から多くの人が、職を求めて集まった。また、その後も
再開発が行われるなど、今日における八幡駅周辺の街は
多様な人たちが生活している。また、商業施設や住居、
職場など、生活するうえで欠かせない多くの機能が駅を
中心に集中している。
しかし、八幡駅周辺の街は、まだこの多様性、多機能といっ
た強みを活かしきれていない。人口減少などといった社
会問題から生じる地域間競争から、街が生き残っていく
ためには、この街で生活する人や企業、施設等が連携し
合うことがさらに重要になると思われる。
そこで、けやきテラスプロジェクトは、八幡駅周辺の人
や企業、施設等が連携できるような仕組みや場を作り、
八幡駅周辺の街で生活している人が居心地が良いと感じ
てもらえるような街を目指している。

八幡駅周辺を上空から撮影した様子。

けやきテラスプロジェクトのビジョン
居心地の良い街へ
地域のネットワーク ( 幹 ) 的存在へ
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■ 事業内容：八幡駅前イルミネーション事業

八幡駅前イルミネーションは、2016 年度で第 6 回目を迎えた。八幡駅周辺の街の店舗や企業、多様なコミュニティ
が集う、マチの文化祭として機能している。2016 年度の点灯式は初の屋内開催 ( JICA 九州 ) で開催したり、子供
たちを対象とした「提灯づくり工作体験」を実施したりするなど、新たなチャレンジをした年となった。当日は、
600 人を越える方にご来場いただいた。

地 域のために、自分たちの力で

【八幡駅前イルミネーション点灯式】日時：2016 年 11 月 11 日 ( 金 )17 時 30 分〜 20 時 00 分、場所：JICA 九州
【点灯場所】八幡駅前の国際通りの街路樹・皿倉山山頂・福岡ひびき信用金庫本店前・北九州市立八幡病院・九州国際大学
【点灯期間】2016 年 11 月 11 日〜 2017 年 1 月 13 日

地 域コミュニティの発表の場へ

イルミネーションを設置！

一部のイルミネーションは、地元の方に協
力をいただき、設置している。
地域のために、自分たちの力で設置するこ
とにより、八幡駅周辺の地域のことを「自
分たちの街」と考える機会へとつなげるこ
とができた。

皿倉山山頂のイルミネーションは、
地元電気工事業工業組合青年部の
皆様にボランティアで設置いただ
いている。

地域内で活動しているコミュニティを知っ
てもらえる場、練習している成果を発表で
きる場として点灯式は機能している。
2016 年度は、地域内の小学校や市民セン
ターで地道に活動されているブラスバンド、
フラダンスなどのコミュニティに会場を盛
地域で活動されている団体の出演
り上げていただいた。
の様子。

イベントを一過性のものにしない

企 業間連携の強化

周辺店舗と協力した「グルメガイド」を作
成した。イルミネーション点灯期間の約
2 ヶ月間においては、限定でお得なサービ
スを受けることができるようにした。点灯
式を集客装置とし、周辺の飲食店の利用を
促した。

2016 年度は、地域内の多くの企業等と連
携を強化した。
・駅から会場間での無料バスの手配（タク
シー会社）
・点灯式カウントダウンの映像協力（ヒュー
マン財団）
・ワインのサーブ（地元銀行）
・ロボットの貸し出し（地元 IT 企業）
・会場の提供（JICA 九州）
など

グルメガイドは、九州国際大学の
学生に作っていただいた。初めて
の試みにも関わらず 20 店舗からの
協力をいただいた。

子供たちが楽しめる空間づくり
これまでの点灯式は、子供たちが楽しめる
空間がほとんどなかった。
そのため、2016 年度の点灯式では、子供
たちが楽しめる場を作るため、初の「提灯
づくり工作体験」を実施した。
予想人数を上回り、多くの親子連れに参加
していただき、子供たちが楽しめる空間を
作り出すことができた。

テラス＝「イルミネーション事業」
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提灯づくり工作体験の様子。会場
内では、提灯を持って走り回って
いる子供たちが多数いた。

店舗

点灯式当日は、会場内にプロジェ
クターで映像を流し、屋内点灯式
ならではの演出を行った。

大学
地域
団体

イルミネーション事業をきっかけに、
企業や大学、店舗などと つながり 、
連携することができた。
特に今年は、子供に来てもらうため
の仕掛け作りや店舗との連携を強め
ることができた。

きっかけ

の場作り

■ 事業内容：けやきテラス ( 歩道利活用事業 )

平成 28 年 5 月から、月に 1 回のペースで机やイス、パラソル等を設置し、「憩いの空間」を創出したり、近隣飲
食店から商品をテイクアウトし飲食できるといった「オープンカフェ」を実施した。これまでは、ただ通るためだ
けの歩道が、休憩したり、ランチを楽しめたりする新たな空間へと変貌した。
歩道といったオープンな場所で何かを行うことにより、人と人が交流できる きっかけ 、コミュニティや活動を
知る きっかけ 、人が成長できる きっかけ などとなるような場作りを目指す。

近 隣店舗との連携

清 掃活動の実施

歩道沿いにある飲食店と連携し、テイクアウトした商品をテラ
スで飲食できるようにした。地域の方々との交流も生まれた。
【実施日】2016 年 5 月 2 日、5 月 19 日、7 月 21 日、8 月 18 日、9 月 15 日、
10 月 20 日、11 月 17 日（計 7 回）
【実施時間】11 時 00 分〜 17 時 00 分

地域住民の方々にご来場いただき、天気が
良いなかでランチを楽しんでいただいた。

協力飲食店は、店舗前に看板を設置してい
ただいた。

けやきテラス実施日には、毎回通りの清掃を実施した。また、
これまでに 2 回、本実行委員会メンバーで地域内のゴミ拾いな
どの清掃活動を行い、八幡駅周辺の美化に努めた。
【実施日】2016 年 9 月 15 日、10 月 4 日
【実施時間】17 時 00 分〜 21 時 00 分

地域内にある企業と一緒に八幡駅周辺の清掃
活動を行った。

夜 のオープンカフェ
平成 28 年 9 月より、歩道の一部区画にて、夜もオープンカフェ
を実施した。仕事帰りのサラリーマンたちが、ふらっと立ち寄っ
てお酒を飲んだり、地域の ママ友 たちが集ったりと、地域
コミュニティが気軽に立ち寄れる空間を作り出すことができた。
12 月よりテントを設置し、おでんも提供した。

本実行委員会メンバーでの清掃活動後の様子。

企業
家族

大学

【実施日時】不定期、17 時 00 分〜 21 時 00 分
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テラス＝「けやきテラス ( 歩道利活用事業）」

普段通り過ぎるだけの歩道が、滞在でき、楽
しめる場所へと変貌。

仕事終わりにフラッと立ち寄れる空間を創出。

けやきテラスをきっかけに、行政や大学、
店舗などと つながり 、連携することができた。
特に今年は、行政との連携を強化することができた。

八幡駅周辺のマチにおける

授業づくり

■ 事業内容：「学び場」事業

八幡病院とさわらびガーデンモール八幡一番街から協力をいただき、「健康」をテーマとした「学び場」事業が平
成 28 年 11 月からスタートし、平成 29 年 3 月末までに 10 回以上行った。今後は「健康」以外のテーマにも分
野を広げ、八幡駅周辺地域で生活される方々の興味・好奇心を育み、様々なテーマを持ったコミュニティをつくる。

■

無 料で専門家からレクチャー
八幡病院から 6 つの担当科に講座を開催し
ていただいた。日常生活で気にしているこ
とや、緊急時になったときの対応などを教
えてもらった。八幡病院の職員ということ
で、話を聞きに来られた方も安心して質問
や相談をしている様子も見られた。

商 業施設のにぎわいづくりに貢献
10 回の全ての講座は、スーパーや 100 円
ショップが入店している、「さわらびガー
デンモール八幡一番街」の休憩スペースに
て開催される。講座の開始時間である 15
時は、ちょうど休憩している人が少ない時
間帯であり、その時間帯で講座を開催する
ことにより、商業施設内でのにぎわい作り
にも貢献した。

クリスマス前の講座の様子。講座で話を聴い
た後に、買い物に行く方もいた。

テラス＝「学び場事業」
今年は、「健康」といったテーマで、
学び場事業をきっかけに、地域の住民
や店舗、病院などと つながり 、
連携することができた。
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講座後、先生に地域の方が質問・相談をし
ている様子。

病院

2016 年度講座一覧

■

日付

担当科

テーマ

11 / 2

感染制御室

11 / 15

整形外科

ひざの痛み、胃の痛みについて

12 / 7

薬剤課

知って得するお薬の話

12 / 21

看護部

1/5

臨床検査技術課

1 / 17

整形外科

ひざの痛み、肩の痛みについて

2/1

看護部

誰でも簡単！肺炎予防！

2 / 15

臨床検査技術課

検査技師によるわかりやすい
“動脈硬化の検査” の講話

3/1

救急看護認定看護師

3 / 15

看護部

あなたの手洗い度をチェックしましょう
〜正しい手洗いとマスクのつけ方〜

もちが詰まった、さてどうしますか？
〜異物誤飲したときの対処法〜
病院の検査その１
血液検査から何が判るの？

災害への備え
〜普段から準備しておくことはなに？〜
認定看護師によるわかりやすい
“脳卒中の予防” の講話

■ 組織体制、協力・協賛団体・企業・個人
（主催）「つながる絆！八幡」実行委員会
【構成団体】さわらび国際通りまちづくり期成会、前田第五自治区会、尾倉第二自治区会、
尾倉第二自治区会西本町二丁目町会、八幡東田まちづくり連絡会、JR 八幡駅、JICA 九州、
九州国際大学、皿倉登山鉄道株式会社、帆柱タクシー株式会社、株式会社光タクシー、
株式会社スピナ、八幡東区役所、八幡駅前開発株式会社
※順不同、敬称略

（2016 年度協力、協賛団体・企業・個人）
アクティブ応援館かめ sun、麻生宗平、株式会社エリアサービス、加村幸弘、香田龍二、
北九州銀行八幡中央支店、北九州商工会議所、北九州工業高等専門学校、中尾秀壽、
北九州市立八幡病院、牛角八幡駅前店、九州国際大学経済学部経済学科地域づくりコース、
九州電力株式会社 ( 八幡 )、公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター、
ジョブサポートセンター八幡、株式会社全日警北九州支社、株式会社タカミヤ、一般財団
法人西日本産業衛生会八幡検診プラザ北九州産業衛生診療所、西日本シティ銀行八幡駅前
支店、西本町二丁目、日鉄住金環境株式会社、BAGZY 八幡店、波多野安彦、焼肉 神田亭、
有限会社ビジネスホテル帆柱、ひまわり社会保険労務士事務所、美容室 PePeco.、
福岡銀行八幡支店、福岡電気工事業工業組合八幡支部青年部、福岡ひびき信用金庫、
福山千恵美、藤嶋茶道教室、藤嶋泰行、ホワイトバレー、前田第五自治区会、有限会社山
興商産、YK STORES 株式会社、株式会社ダイケングループ、アクア・ヴィータ、
グリル＆ワイン ITCH、カレーの鬼、くしかつ酒房 一期屋、八幡のチャンポン、
MONKEY MONKEY、お好み焼き・鉄板焼き くろがね、魚料理処 鳥勝、釜めし たもん、
皿倉山展望台レストラン カフェマウンテン、スペイン食堂 八幡バル 8、居酒屋 無限、
スタミナ焼 盛々、西本町くわんかや、JICAFe、千草ホテル ダイニングカフェ chigusa、
ハンバーグレストラン ルル、寛家キッチン、朝日屋 つやちゃん
※順不同、敬称略
ロゴデザイン作成：九州工業大学建築デザイン研究室
作成日：平成 29 年 3 月 22 日
作成者：( 事務局 ) 八幡駅前開発株式会社

