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太宰府観光協会 会長

「古都消費」モニターツアー
～ふるさと納税「THE REIWA」プロジェクト先行商品～
ふるさと納税「THE
REIWA」プロジェクトの
先行的な取り組みとし
て、太宰府らしさを味
わっていただく二つの
旅コース「古都消費」
が９月からスタートし、
食事のようす
初回開催に先駆け、８
月27日㈫に地元メディ
ア向けのモニターツ
アーを実施しました。
「古都消費」は、ふ
るさと納税の返礼品と
して、令和にゆかりの
ある場所や「ブラタモ
歌碑の解説をする職員
リ」で紹介された市内
各所を、本市の専門職員がご案内して市内を巡るも
のです。
当日はあいにくの天候でしたが、福岡の全テレビ局
６社などが参加し、
「古都太宰府」の悠久の歴史の奥
深さを体感していただきました。また、実際の「令和
コース」で提供される梅花の宴で出された「饗宴の
膳」をイメージした昼食では、あわび、エビ、当時のデ
ザートなど1300年前の食文化も紹介されました。
コ

ふるさと納税大商談会

ト

きょう え ん

9月3日㈫にプラム・カルコア太宰府でふるさと納税
返礼品提供事業者大商談会を実施しました。
商談会では、楠田市長が７月の定例記者会見で発
表した「THE REIWA」プロジェクトについて説明し、今
後のふるさと納税返礼品について、新元号令和発祥
の地としての新たな価値を付与した返礼品の提案な
どを呼びかけました。
当日は市内外問わずたくさんの事業者が参加し、
質問タイムや個別相談の時間には実際の返礼品の提
案も含め、さまざまなご意見をいただきました。

ふ ろう

特 集

やす まさ

不老 安正 氏
新元号が「令和」に決まり、ゆかりの地である
「太宰府」が現在、大きな話題となっております。
以前にまして全国から多くの観光客に来ていた
だいておりますが、まだまだ滞留型観光とは言え
ず、通過型観光となっております。現状では、多くのインバウンドの方々
も来られ、この機会にぜひとも「令和」にちなんだ、回遊性のある新た
な観光ルート（太宰府天満宮、九州国立博物館、竈門神社、大宰府政
庁跡、坂本八幡宮など）の設定や、おもてなしの茶屋（休憩所）の設置、
「令和」関連の歴史・文化・自然を生かした体感・体験型のイベントの
開催など、観光客のニーズにしっかりと対応し、さらなる「満足」と「お
もてなし」を提供したいと思っております。
これからの「太宰府観光」を考えると、SNSを活用した情報発信やグ
ローバル化への対応にも積極的に取り組む必要があります。
時代に対応した方法で太宰府の魅力を若年層にも強くアピールし、
新しい感動とときめきのある「観光都市太宰府」ブランドの確立を、推
し進めていきたいと思っております。
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筑紫女学園大学 准教授

武雄市への災害支援

大西
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もり と

株式会社JTB福岡支店 副支店長

うめもと
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株式会社グッデイ 代表取締役社長

やな せ

株式会社チェンジ 代表取締役

ふくどめ

株式会社誠心 代表取締役

よしまつ

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部 部長 松澤 尚史

梅本 雄一
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まちづくり屋さん 代表

しょうた

池田 昌太

株式会社西日本新聞社編集局文化部 記者

お がわ

しょうへい

小川 祥平

九州電力総連 事務局長

かめざき

SOCIAL総合司法書士事務所 代表司法書士

まる た

福岡県宅地建物取引業協会筑紫支部 支部長

あおやま

太宰府市教育委員会 委員

みんなで楽しく！後期シニアスポーツ
教室を開催します！
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太宰府市自治協議会 会長

10月1日から税務証明の取り扱いを
変更します ……………………… 8
〈税務課・納税課〉

りょう

まつざわ

株式会社THINK ZERO 代表取締役

本市では、本年７月に締結した「災害時相互応援
に関する協定」に基づき、８月の豪雨災害で被災した
佐賀県武雄市に支援を行っています。８月28日㈬に
太宰府市職員がトラックなどで支援物資（飲料水と
食料）を届けるとともに、９月５日㈭から当分の期間、
24時間体制で常時太宰府市職員１人が避難所の運
営支援にあたっています。

高齢者インフルエンザ予防接種の
手続き方法が変わります ……… 7
〈元気づくり課〉

大分県中津市と友好都市を結んで
５周年を迎えます …………………9
〈国際・交流課〉

ただ し

積水ハウス株式会社福岡マンション事業部 次長 竹下 盛人

大規模災害時には、行政で対応できることには限
度があります。このため、平常時から協力企業などと
各種協定を結び、災害時の速やかな応急対策活動・
支援協力体制を構築しています。
今回は、大規模災害発生時に、支援物資の受け入
れや仕分け・配送などを迅速かつ的確に対応するこ
とによって被災者の生活の安定を図るため、災害協
定をヤマト運輸株式会社と締結しました。
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九州大学持続可能な社会のための決断科学センター 准教授 高尾 忠志

ヤマト運輸㈱と災害協定を締結

住み慣れた地域で安心して生活を送る
ことができるようなまちづくり
…………………………………2～3
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ひろあき

青山 博秋
や ひろ

しげ お

八尋 茂雄
く さ か べ ひろゆき

遠方の委員と意見を交わすようす

７月29日㈪に市役所で
「第
1 回太宰府市総合戦略推
進委員会（まちづくりビジョ
ン会議）
」
を開催しました。
本会議は、来年度以降の
「第２期総合戦略」の策定を
目的としており、
「産官学金
労言士民」のさまざまな分
野から選抜した委員で構成
されています。遠方の委員
もいるため、本市初の試み
であるテレビ会議も導入し
ました。
本会議は月１回のペース
で来年３月まで開催する予
定です。
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