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観光PRや、まちの賑わい創出を目的とし、2019年1月に結成（FCVB 主催）
殺陣や演舞、ガイドツアーなどで福岡のまちを盛り上げます！

撮影場所：福岡城跡

名島門

【特集レポート】

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の
飲食店経営・利用のあり方
福岡市飲食店安全安心アドバイザーの栗田真二郎さん（フードハッカソンジャパン代表／株式会社キッチン代表取締役）より、
飲食業界を取り巻く現状と、今後の飲食店経営・利用に関する分析・提案に関するレポートをご寄稿いただきました。

異業種交流コミュニティ
『フードハッカソンジャパン』の設立
『フードハッカソンジャパン』は、飲食店の経営やコンサ
ルタントに携わる森智範さんと共同代表となり、今年4月
下旬に設立した任意団体です。

来店されるお客様に守っていただいたり、心がけていただ
いたりする事項を盛り込んだことです。店側と客側の両輪
が揃ってはじめて飲食店の安心・安全が達成されると考え
たからです。
特色の2つ目は、
「 必須」
「目標」
「 推奨」
というように、店

4月7日に福岡県に緊急事態宣言が発令され、飲食店の

側・客側双方が守るべき指針を3段階に分けて提示したこ

営業自粛を余儀なくされた時期に、旧知の森さんと話す

とです。飲食店の業種・業態や店舗面積などの違いを踏ま

機会があり、
「いま何か手を打たなければ、飲食業界の未

え、
より実践的で効果的な内容を目指しました。

来はないのではないか」
という共通認識を抱きました。

特色の3つ目は、版権フリーにしたことです。ポスターデ

そこで、お客様の立場になる方々の意見や他業界の知

ザインやロゴ・アイコンの利用権を無料としたことで、各

見と経験を反映させることで、飲食店を取り巻く環境変化

地より引き合いがあり、いまでは、
この福岡発の取組が岡

に対応した、新たな食文化を構築することができないだろ

山、宮城、石川、和歌山、東京など、全国に広がっています。

うかと考え、Facebookグループを立ち上げ、有志の協力
者を募りました。

飲食店利用者の志向の変化

そうしたところ、飲食業界以外からも多種多様な業種の

7月からは、
『 フードハッカソンジャパン』が福岡市の

方々が名乗りを上げていただき、異業種交流コミュニティ

安全安心アドバイザー事業を担当して、飲食店への助

としての『フードハッカソンジャパン』が誕生しました。現在

言を行っていますが、経営者の皆様から一番多く聞か

（2020年9月末時点）
では、その参加者は350名に達して

れるのは
「どうやったらお客さんが戻ってくるのか」
とい

います。

う悩みです。
その課題解決には、飲食店利用者の志向の変化を踏ま

店側・客側双方で取り組む指針として誕生した
「飲食店イートイン安全ガイドライン福岡」
『フードハッカソンジャパン』の活動として最初に取り組
んだのが、飲食店の安全ガイドラインの策定でした。

その1つ目は、飲食店の安全・安心対策への関心です。
いまや安全・安心対策は、おしぼりやお冷を出すのと同
じように飲食店にとって必須のサービスであり、店主の皆

当時すでに香港の飲食店が取り入れていた対策指針を

様には、
「 無対策のお店にはお客さんは来ない」
と思って

モデルとして、IT事業者がIT技術とデジタルコンテンツの

いただきたいです。その一方で、対策を行っていることを

活用アイデアを提案し、
フードライターが飲食店の課題や

店の内外に明示することは、集客対策としての効果が見

意向を取りまとめ、医師が感染症の専門家からの情報・意

込めますので、積極的に行っていただきたいと思います。

見の集約を行うなどして、
メンバー全員で議論を重ねて内
容を練り上げ、呼びかけから10日ほどで
「飲食店イートイ
ン安全ガイドライン福岡」
が完成しました。
このガイドラインの特色の1つ目は、飲食店だけでなく、
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える必要があると考えています。
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2つ目は、混雑や密を避ける傾向です。
「大勢で集まって、飲んでしゃべる」
ことが敬遠され、
「美
味しいご飯や飲み物を少人数または一人で味わう」
ことを
好む人が増えており、店側にはメニューや配席の工夫が

求められます。
3つ目は、食事形態の多様化です。

店のファンは確実に増えていくと思います。
最後に、
これからの飲食店は、
「ソーシャルグッド」
を考え

この半年を振り返ってみると、飲食業界において、外食・

ないと生き残れない、
ということを強調したいと思いま

中食
（なかしょく）
・内食
（うちしょく）
の垣根が取り払われた

す。
「うちの店だけよければいい」
という考え方は通用しな

ような気がしています。すなわち、飲食店が単なる外食の

いということです。

場にとどまらず、飲食店の料理を持ち帰ったり宅配で取り

「飲食店イートイン安全ガイドライン福岡」
には、店側の

寄せたりして自宅で楽しんだり
（中食）、飲食店がプロ

対応として【地域の最新情報や対策を毎日確認し、周りと

デュースした調味料を使った家庭料理を楽しんだり
（内

共有する】
ことを推奨項目として掲げています。

食）
する人が一気に増えました。

地域の同業者と連携しながら、愛される店づくりを目指

4つ目は、飲食店の位置づけが変わったことです。

すということですが、従来から飲食店同士の良好なコミュ

宅配・通販市場が一気に拡大し、
自宅での食事の楽しみ

ニティが形成されている福岡・博多においては、それほど

方が多様化したため、
「内食」
の志向が強まった一方で、
自

難しいことではないと思いますし、そこがこの土地の強み

宅でも職場でもない
「自分をリセットする場所／英気を養

だと思います。

う場所」
としてのいわゆる
「サードプレイス」
として飲食店

新型コロナは甚大な影響をもたらしましたが、私自身

をとらえる人が増えています。これからは、
「サードプレイ

は、飲食店を経営する者の一人として、飲食業界にようや

ス」
としての店か、いわゆる
「ファーストフード」
を提供する

く21世紀が訪れた、新しい時代の幕開けが訪れた、
と前向

店か、
という外食選択の二極化が進むと思われます。

きにとらえています。

地域に愛され、地域と連携した店づくり

「飲食店イートイン安全ガイドライン福岡」

そして、5つ目として、自宅から徒歩圏内の飲食店の利
用が進んだ点が挙げられます。
実際に、情報を集めてみると、地域住民に愛され、地域
外からも多くのお客さんが訪れる
「地域一番店」
は客離れ
が少なく、客戻りが早い、
という傾向が見られ、売り上げの
減少幅も小さい、
という実態が明らかになってきました。
また、大手チェーン店や大型店が閉店する動きや、都心
に集中していた飲食店が放射線状に市内各地に分散する
動きが顕著になっています。
こうした状況を踏まえると、
これからの飲食店が目指す
べきは、一見客ではなく馴染み客を増やすこと。別の言い
方をすると、単なるお客さんではなくファンを増やすこと
ではないかと考えています。
その一つの手段としてIT技術を活用することは大変効
果的です。
例えば、自社のホームページを強化して、
メニューや営
業時間だけでなく、思いやこだわりを伝えるとか、IT化に
よって注文・会計・予約受付などの手間が省かれた分、個々
のお客さんのニーズに応じた、きめ細かな接客を行うと
か、オンラインとオフラインをうまく使い分けることで、お

※「ふくおかニューノーマル」でインターネット検索を
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アイランドシティ＆大濠公園に新たな MICE施設が OPEN！
福岡アイランドシティ フォーラム

（福岡市東区香椎照葉6-6-6）

2020年3月、福岡市東区香椎照葉の複合施設 island eye
（アイランドアイ）
に開館。新しいMICEの形でホテルや劇場、
さらにグルメ・ショッピ
ングなども隣接。広さ1,440㎡、天井高7.5mのグレード感があるメインホール
（2分割可能）
は、国際会議や学術会議はもとより、展示会・レセ
プション等の会場として利用することができます。また、使用用途はそれでだけでなく音楽イベント、E-Sportsやモータショー、
スポーツイベン
トなど幅広い活用が可能となっています。広さ460㎡、天井高6mのカンファレンス
（2分割・3分割可能）
は、
セミナーやミーティング等の会場
として活用することができます。

福岡アイランドシティフォーラム外観

メインホール

カンファレンス

ホワイエ

福岡市総合体育館【照葉積水ハウスアリーナ】（福岡市東区香椎照葉6-1-1）
2018年12月に開館。メインア
リーナ、サブアリーナ、武道場、弓
道場、研修・会議室などを備え、
ス
ポーツレクリエーション以外の利
用も可能です。
（使用料金体系は
異なります。）

外観

メインアリーナ

大濠テラス 八女茶と日本庭園と。

弓道場

（福岡市中央区大濠公園1-9）

2020年9月、福岡市中央区大濠公園に池や緑の景観を眺めながらくつろげる空間として誕生。
1階は開放感のあるナチュラルなカフェ・ショップスペース。八女茶を中心に福岡・九州各地域から届
けられる旬の食材を使った多彩なメニューを楽しむことができ、
レンタル着物店も併設しています。
2階はキッチンを備えた広さ約46㎡の客席兼レンタルスペース。大濠公園に面したガラス
窓は開閉可能で、木のぬくもりにあふれた空間を時間単位で貸切利用することができます。

2階 客席兼レンタルスペース

福岡市美術館

1階 カフェ・ショップ

カフェの八女茶ドリンク

外観

（福岡市中央区大濠公園1-6）

2019年3月にリニューアルオープン。
文化芸術・学術に関する催しなどで、
客席数180席のミュージアムホール
のほか、アートスタジオやレクチャー
ルーム、館内ロビーや屋外空間を利
用することができます。
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1階 アプローチ広場

アートスタジオ

2階 エスプラナード

新型コロナ感染防止に配慮した安全対策のもと
『フランス - 福岡（九州）経済フォーラム 2020』を開催

日程

2020年9月23日（水）

場所

電気ビル共創館カンファレンス

6回目となる
『フランス-福岡(九州) 経済フォーラム』
（主催：在日フランス商工会議所）
が
開催され、
「withコロナ時代における持続可能な社会と革新技術」
をテーマに、5人の講師
によるプレゼンテーションと出展企業・団体とのビジネスマッチングを目的とした交流会が
行われました。
九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センターの岡田昌治氏による講演
「ポスト
コロナに向けてー社会問題（SDGsを含む）
を解決するためのビジネスとは」
においては、
ソーシャル・ビジネスの第一人者として知られる経済学者のムハマド・ユヌス氏による
「No
Going Back
（もう後戻りはできない）
」
と題するビデオメッセージが紹介されました。
さらに、
ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン(株)による、企業の環境・社会問題・ 在日フランス商工会議所ニコラ・ボナルデル事務局長による主催者挨拶
企業ガバナンスに関するいわゆるESG情報の開示についてのサポート事例、(株)YOUIに
よる、福岡の企業のSDGs実践事例、
ヴェオリア・ジャパン(株)による上下水道事業におけ
るデジタルソリューションの取組事例、姫島エコツーリズム推進協議会による、超小型EV
(電気自動車)を活用した交通の低炭素化と地域活性化を目指した取組事例が紹介され、
各分野におけるSDGsの意義や可能性が示されました。
質疑応答の時間には、大学生の参加者より
「私たちのような若い世代へのメッセージを」
と
いった質問が寄せられ、講師の皆さんからは異口同音に、
「既存の社会システムに組み込まれる
ことなく、自分たちのものさしで未来社会を作っ
ていってほしい」
とのメッセージが送られました。

ムハメド・ユヌス氏によるビデオメッセージ

同フォーラムは例年5月に行われていましたが、新型コロナの状況を鑑み、9月に順延となり、定員数
を従来の3分の１の60名に減員して開催。入場の際に参加者全員の消毒・検温を行い、新型コロナウイ
ルス接触確認アプリ
（COCOA)のダウンロードや名刺交換の際のビニール手袋着用などを徹底するな
ど、万全の安全対策がとられ、参加者からは
「対面による講義や交流の意義を再確認した」
といった感想
COCOAダウンロードの案内と検温機が設置された入口 が数多く聞かれました。

開始

学術大会

終了

大会・会議の名称

開催会場

事務局・問合せ先

☎

福岡国際会議場

(一社 )日本能率協会産業振興センター
03-3434-1410
ものことづくり革新事業系

1,500

アクロス福岡及び
WEB会場における同時開催

運営事務局 :
092-437-4188
㈱コンベンションリンケージ

全国

1,000

福岡市民会館及び
WEB会場における同時開催

(一社 )日本内科学会

全国

300

福岡国際会議場及び
WEB会場における同時開催

運営事務局 :
06-4964-8869
㈱JTBコミュニケーションデザイン

福岡国際会議場及び
WEB会場における同時開催

運営事務局 :
092-751-3244
㈱JTBコミュニケーションデザイン

11月5日 11月5日

第16回第一線監督者の集い：福岡

西日本

300

11月5日 11月7日

第90回日本感染症学会西日本地方会
第63回日本感染症学会中日本地方会
第68回日本化学療法学会西日本支部総会

西日本

11月22日 11月22日 第48回内科学の展望
11月27日 11月29日 第59回日本網膜硝子体学会総会

03-3813-5991

12月3日 12月5日

第41回日本臨床薬理学会学術総会

全国

2,500

12月5日 12月6日

第3回日本眼科アレルギー学会学術集会

全国

350

JR博多シティ

運営事務局 :
㈱コングレ九州支社

第5回日本糖尿病・生活習慣病
ヒューマンデータ学会年次学術集会

全国
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九州大学 百年講堂

大会事務局 :九州大学病院
メディカル・インフォメーションセンター 092-642-5881

福岡

300

ナースプラザ福岡

福岡県看護協会

092-631-1170

福岡国際会議場

運営事務局 :
㈱コングレ九州支社

092-716-7116

運営事務局 :
㈱コングレ九州支社

092-716-7116

12月11日 12月12日

12月12日 12月12日 第20回福岡県看護学会

展示会

参加地区 参加人数

1 1月 1月
▼

コ ン ベ ン ション カ レ ン ダ ー

092-716-7116
41jscpt@jtbcom.co.jp

1月23日 1月23日

第13回日本ロボット外科学会学術集会

全国

500

1月24日 1月24日

AI技術が切り拓く新たなリウマチ学に向けた
教育シンポジウム 2020年度福岡大会

全国

100 アクロス福岡

1月27日 1月29日

JANOG47 ミーティング

全国

1,500

福岡国際会議場

運営事務局：㈱イーサイド 03-6435-8789

全国

ー

マリンメッセ福岡

FOOD STYLE 実行委員会 03-6812-9423

11月11日 11月12日 FOOD STYLE 2020 in Fukuoka

※今般の新型コロナウィルス感染拡大防止のため、やむを得ず中止・延期・WEB会議などに変更となる場合がございますのでご了承ください。詳しくは各事務局へお問い合わせください。
※賛助会員の方は、上記記載以外及び11月以降のスケジュールも当財団のホームページで閲覧いただけます。上記スケジュールは、
9月末日時点のものです。
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福岡 “ 深 ” 発見！ マイクロツーリズム
〜福岡市内おすすめスポット〜

東区

三日月山

住 所：福岡市東区香椎402-1
問合せ：092（645）
1037
（東区企画振興課）
交 通：西鉄バス「下原」下車→登山口Ⓐ

城南区

山頂まで30分〜1時間半程度（ルートにより異なる）で登る

友泉亭

住 所：福岡市城南区友泉亭1-46
T E L ：092（711）0415
開園時間：9:00~17:00
休園日：毎週月曜（月曜が休日の場合はその翌日）

もと黒田家六代藩主継高公が宝暦４年（１７５４年＝江戸時代

ことができる手軽さで人気の三日月山（標高272メートル）。

中期）に別館（別荘）として設けた由緒ある
「友泉亭」を、福

低山でありながらアイランドシティ、志賀島、能古島、そして、

岡市で初めての池泉回遊式日本庭園として整備したもの。

その先には糸島半島を収める壮大で美しい眺望が望めます。

3000坪の広い敷地にカエデ約150本が美しく紅葉します。
大広間の縁側に座り、紅葉した木々を眺めながらお抹茶を楽
しむこともできます。

山頂からの夜景や初日の出も美しい

南区

元祖

博多温泉

博多温泉は、西鉄大橋駅や井尻駅から
徒歩10分の、那珂川沿いの静かな住宅地
にあります。
45度以上の高温と無色透明のさらりと

旅館

した肌触りのナトリウム塩化物の泉質が特
徴で、豊かな湯量のため源泉かけ流しのお湯が自慢です。いわゆる塩湯のため入浴
後いつまでもぽかぽかと全身を温めてくれます。
日帰り湯治の小さな温泉『元祖 元湯』と宿泊可能な
『旅館 富士の苑』があります。

「さわらの秋」 スタンプラリーを開催

早良区のお食事、カフェ・喫茶店、パンにスイーツ、ショッピングなど、早良区の「おすすめ
の６３店舗」を巡るスタンプラリーを開催します。対象店舗で５００円以上のお食事・お買い物を
してスタンプをもらい、アンケートに記入の上、応募すると抽選で素敵な賞品をプレゼントしま
す
（お一人につき１回まで）。
スタンプ１つから応募でき、スタンプの数（上限３つまで）が増えるほど抽
選に当たる確率がアップしますよ。
【さわらの秋スタンプリー期間】令和２年10月15日（木）〜11月20日（金）
まで
詳しくはさわらの秋ホームページか、パンフレットをご覧ください。

「さわらの秋」検索サイト

【パンフレット配布場所】早良区役所、福岡市役所１Ｆ情報プラザ、観光案内所、各区役所等
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600円
500円
400円 /1時間

富士の苑

福岡市南区三宅3-19-7
℡ 092（551）4126
入浴料：１時間 大人500円
２時間 大人700円

福岡市内のおすすめイベント
早良区

元湯

福岡市南区横手3-6-18
℡ 092（591）6713
定 休 日：木曜日
営業時間：13:00~18:00
入 浴 料：13:00~16:00
15:00~17:00
16:00~18:00

小人400円
小人600円

博多のスピリットをオンライン配信中！
「今週の博多にわか」で日常に潤いを。
新型コロナが猛威を振るい、日本全土に緊急事態宣言が発出される直前の
2020年4月。イベントや外出が大幅に制限される中
「今週の博多にわか」
の配
信はひっそりとスタートしました。
当初は新型コロナの影響で撮影スケジュールも大きく変更することを余儀
なくされ、不定期での配信となりましたが、状況が落ち着くにつれて、本来の週
一回ペースの配信を目標に、皆さんの日常に潤いをお届けしています。
毎回テーマがあり、掛け合いにわかやひと口にわかなどを博多仁和加振興会
の皆さんが披露しています。
当財団Youtubeチャンネルで配信するほか、配信した動画はFacebookや
Twitterでもシェアしていますので、ぜひフォローしてご覧くださいね♪

Youtube チャンネル

Twitter

https://www.youtube.com/welcomefukuoka/

https://twitter.com/welcomefukuoka

Facebook ページ

博多仁和加振興会

https://www.facebook.com/welcomefukuoka

https://www.welcome-fukuoka.or.jp/about/90.html

●1人で演じる
「一口にわか」
。戦後に流行して、今では博多にわかの主流

●2人で演じる漫才のようなやり取りが面白い
「掛合いにわか」
。1人の時

になっており、
なじみのあるにわかの形式です。

とはまた違う、演者の演技や表情、博多弁にも注目です。

「福岡市観光案内ボランティア」が案内する
「福岡・博多 “ 深 ” 発見」まち歩き動画配信中！
「福岡市観光案内ボランティア」
は、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止の観点から、
ガイドラインを作成し、感染拡大防止に努めながら
段階的に活動を再開しています。
活動休止中は、三密を回避しながら“まち歩き動画”の制作に取り組み
ました。なかなか外出できない中、お家にいながらまち歩きをお楽しみ
いただきたいと、櫛田神社や福岡城跡などをご案内しています。今後も、
福岡市の魅力をたくさんの方にお伝えできるよう、通常の案内活動はも
ちろん、動画配信でも
「おもてなしの心」
をもってご案内いたします。
動画はフェイスブックでご覧いただけます。
（https://www.facebook.com/fukuokaguide/）
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインは、福岡市観光案内ボランティアのホームページでご確認いただけます。
（https://www.welcome-fukuoka.or.jp/kankouannai/3145.html）
Oceanʼs Fukuoka
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『Ｇo Ｔo トラベル 地域共通クーポン』
加盟店登録が開始されました
7月22日に、国が旅行代金の最大35％を補助する

■ 登録申請 ■

「Go To トラベルキャンペーン」
が開始となり、10月1日
からは、旅行目的地・宿泊地の都道府県およびその隣接
都道府県の土産店や飲食店、交通機関などで使える、旅
行代金の15％相当額の
「地域共通クーポン」
も利用開始
となりました。

Go To トラベル 事業者向けサイト（登録申請）

「地域共通クーポン」
を旅行者が旅行先の店舗で利用

https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/

するためには、あらかじめ取扱店舗の登録を行う必要が
あります。登録がお済みでない事業者の方は是非ご登

■ Go To トラベル事業者向けサイト（トップ）

録をお願い致します。

https://biz.goto.jata-net.or.jp/
■ Go To トラベルコールセンター

※飲食店が地域共通クーポンの加盟店に登録する為に

TEL : 0570-017-345

は、あらかじめGo To Eatの加盟店登録が必要です。

■ Go To Eat 福岡事務局ホームページ

年中無休）※ナビダイヤル

TEL : 03-6747-3986

https://gotoeat-fukuoka.jp

（受付時間：10 時〜 19 時

年中無休）

﹁オーシャンズ・フクオカ﹂

（受付時間：10 時〜 19 時

発行・編集／〠８１０・００４１ 福岡市中央区大名２丁目５番 号︵福岡市交通局庁舎４階︶ ☎０９２
︵７３３︶
５０５０
︵公財︶
福岡観光コ ン ベン ション ビューロー
URL https://www.welcome-fukuoka.or.jp 印 刷 ／ 西 日 本 ビ ジネ ス 印 刷 株 式 会 社
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新賛助会員 様 ご 紹 介

（順不同・敬称略）
新たにご入会いただきました。

問合せ先：☎092
（733）5050
会費

年間1口 2万円から

（株）ＨＯＮＯＫＡ

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 8番1号 JRJP博多ビル3階 ☎092-686-8799

「どこへ行きたいかでは無く、なにを経験したいか」を大切に、旅のご提案をさせて頂い
ております。福岡の魅力を想い出とともに、国内外のお客様にお届けできればと思ってお
ります。打合せ、申込み、契約、決済までオンライン環境を整えており対応も可能です。
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皆様のご入会をお待ちしております

（株）iNTO

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-11 廣瀬ビル 3 階 ☎03-5544-8674

日本の「旅」と「食」を中心に国内外のマーケットへ発信する観光マーケティングの専門
家として、日本全国の自治体及び企業のブランディング・マーケティングに関する課題の
解決に取り組んでいる。

