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街の目標像
◦ 上質に洗練され、いつも賑わいがある「歩いて楽しいまち」

◦ 環境にやさしく安全安心、だから誰もが「心地よく快適に過ごせるまち」

◦ 変化に対応し、アジアの中で「持続的に発展するまち」

会　員　数 130会員

会　　　長 楢㟢　慶司

会 員 構 成

❶ 地区会員（36会員）
　  エリア内の建物の地権者・管理者、大規模商業事業者・賃貸者、地域

団体など

❷ 一般会員（86会員）
　  地区会員と共に、本会の活動を推進する企業、団体、非営利団体、個人

など

❸ 特別会員（８会員）
　  地区会員、一般会員と共に本会の活動を推進する行政機関、公的機関、

教育・研究機関など

趣 意

福岡・天神エリアの企業、団体、住民、行政など多様な活動主体で構成
するエリアマネジメント団体。安全安心で快適な環境の形成、地区の価値・
集客力の向上、地方経済の活性化、及び生活文化の創造などを目的として

“まちづくり”を推進。
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01 賑わいづくり

❶ きらめき通り歩行者天国「FUKUOKA STREET PARTY」

　福岡市の国家戦略道路占用事業として2014年より開催している事業で、賑わいのある道路空間を創出す
ることで「歩いて楽しいまち」を目指す取り組み。
　〈2017年度の実績〉
　　•Music Avenue（８月）　•Dance Avenue（11月）　•Fashion Avenue（３月）

　FUKUOKA STREET PARTY ～ Music Avenue ～（８月）
　９月の毎週末に福岡で開催される「Fukuoka Music Month（以下FMM）※８ページ参照」のプレイベ
ントとして、FMMセレクトによる音楽ライブやストリートパフォーマンスを中心に多彩なコンテンツを
展開した。

 日　　時：2017年８月26日（土）、27日（日）　14:00～20:00
 場　　所：きらめき通り
 内　　容：•音楽ライブ
  •ストリートパフォーマンス
  •地域情報発信ステージ（テレビ特別番組生放送）
  •飲食の提供　　など
 主　　催：We Love 天神協議会
 共　　催：福岡市・福岡ミュージックマンス主催者会
 制作統括：RKB毎日放送
 来場者数：約134,000人
 ボランティアスタッフ：61名
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　FUKUOKA STREET PARTY ～ Dance Avenue ～（11 月）
　18回目を迎えた「ふくこいアジア祭り」とコラボレーションして、ふくこい演舞を中心とした多彩なプ
ログラムで賑わい空間を演出した。今回は初めて車道を使ったふくこい演舞を実施した。

 日　　時：2017年11月18日（土）、19日（日）　12:00～18:00
 場　　所：きらめき通り
 内　　容：•ふくこい演舞
  •音楽ライブ
  •ストリートパフォーマンス
  •地域情報発信ステージ（テレビ特別番組生放送）
  •飲食の提供　　など
 主　　催：We Love 天神協議会
 共　　催：福岡市
 制作統括：RKB毎日放送
 協　　力：ふくこいアジア祭り組織委員会
 来場者数：約121,000人
 ボランティアスタッフ：45名
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　FUKUOKA STREET PARTY ～ Fashion Avenue ～（３月）
　福岡アジアファッション拠点推進会議主催による「FASHION WEEK FUKUOKA」と連携し、ファッ
ションコンテンツをメインとした内容にて実施した。

 日　　時：2018年３月24日（土）、25日（日）　12:00～18:00
 場　　所：きらめき通り
 内　　容：•路上ファッションショー
  •音楽ライブ
  •ストリートパフォーマンス
  •地域情報発信ステージ（テレビ特別番組生放送）
  •飲食の提供　　など
 主　　催：We Love 天神協議会
 共　　催：福岡市
 制作統括：RKB毎日放送
 協　　力：福岡アジアファッション拠点推進会議
 来場者数：約125,000人
 ボランティアスタッフ：20名
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❷ 天神こどもまるごとワンダーランド

　子どもたちに天神地区での夏休みの思い出づくりを通して天神を好きになっていただくこと、そして将来
の天神のファンになっていただくことを目指して始めた、子ども・ファミリーをターゲットとした事業。
　〈事業概要〉
　　期　　間：2017年７月23日（日）～８月26日（土）　
　　事業内容：•天神涼園地　•夢かなう夏休み 天神ワーク体験　•天神キャンプ

　天神涼園地
　今回で６回目を迎える、子ども向けの水とミストの遊園地。
　　期　　間：2017年７月28日（金）～８月15日（火）　19日間
　　会　　場：福岡市役所西側ふれあい広場
　　入 園 料：500円　※１歳以上　※当日の再入園可
　　内　　容：水とミストで楽しめる14のアトラクションを設置。
　　　　　　　•メガスライダーダブル
　　　　　　　•ウェーブスライダー
　　　　　　　•ちびっこスライダー
　　　　　　　•ホワイトサンドプール（砂場）
　　　　　　　•ウォーターキャノン（水噴射機）　など
　　　　　　　　※休憩スペース完備、お子さま脱衣所完備
　　来場者数：23,699人／18日間
　　　　　　　※８月７日（月）は台風５号の接近により休園
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　夢かなう夏休み 天神ワーク体験
　We Love 天神協議会会員をはじめとする企業／施設の協力のもと、小学生を対象に実施する職業体
験プログラム。

　　期　　間：2017年７月23日（日）～８月26日（土）　計35日間
　　内　　容： 天神の各施設にて職業体験プログラムを実施。商業施設インフォメーション、ラジオDJ、イ

ベントスタッフなど
　　対　　象：小学生（３～６年生）
　　参加費用：1,000円　※体験終了後、お仕事の給与として地域通貨（1,000円分）を贈呈
	 ■ワーク体験枠数
　　　　　　　　75施設、118枠、634名
	 ■総応募者数
　　　　　　　　5,043名（のべ14,989名）
	 ■人気の体験プログラム
　　　　　　　　①P2イムズ店「ペットショップのお仕事体験」
　　　　　　　　　２枠合計６名のところ、886名の応募（147倍の競争率）

　　　　　　　　②ヴィドフランス地下街店「パン作り体験」
　　　　　　　　　１枠合計３名のところ、557名の応募（185倍の競争率）

　　　　　　　　③RKB「テレビ局体験」
　　　　　　　　　１枠合計20名のところ、560名の応募（28倍の競争率）

　　　　　　　　④FBS「テレビ局体験」
　　　　　　　　　１枠合計40名のところ、555名の応募（13倍の競争率）

　　　　　　　　⑤Hibiya Kadan Style「花束作り体験」
　　　　　　　　　１枠合計６名のところ、528名の応募（88倍の競争率）
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　天神キャンプ
　都心でキャンプをするという非日常空間の体験で「天神をより好きになっていただく」ことを目的とし
た取り組みとして、天神涼園地期間中に親子参加型のキャンプイベントを実施した。

　　期　　間：2017年８月５日（土）～６日（日）　一泊二日
　　会　　場：福岡市役所西側ふれあい広場（天神涼園地会場）
　　参加組数：19組60名　大人33名、子ども27名
　　参 加 費：大人 １人 5,000円、子ども １人 3,000円
　　内　　容：スイカ割り／夜の探検（水上バス体験）／天体観測／ラジオ体操／朝の散策／清掃活動／
　　　　　　　食事（夜、朝）
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❸ ミュージックシティ天神

　天神の活性化と福岡の音楽文化のさらなる向上を目指して2002年にスタートしたイベント。16回目を迎
える今回は延べ９会場で130組のアーティストによるライブを展開した。

 日　　程：2017年９月23日（土・祝）、24日（日）
 場　　所：福岡市中央区天神およびその周辺
 内　　容：１．STREET STAGE
  　　天神の各所にステージを設置し行われるフリーライブステージ
  ２．ORGANIZE EVENT　※９月18日（月・祝）開催
  　　運営委員会が、外部団体と共同で企画運営するプログラム
  ３．ROAD TO MCT
  　　次代の音楽シーンを担う人材を育てるコンテスト形式のプログラム
 主　　催：ミュージックシティ天神運営委員会
  （エフエム福岡、西鉄エージェンシー、西日本新聞社、西日本鉄道、ラブエフエム国際放送）
 協　　力：We Love 天神協議会
 来場者数：約 109,300人
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❹ 福岡ミュージックマンス

　2014年より、福岡の５つの音楽イベントが「Fukuoka Music Month」として、深町健二郎氏プロデュー
スのもと一つに集結し、共同PRを展開。
　“音楽産業都市・ふくおか”として全国・アジアに向けた情報発信を実施することで、広域集客などによる
さらなる街の賑わい創出、音楽産業の振興を目指した取り組み。

 タイトル：Fukuoka	Music	Month	2017
 主　　催：福岡ミュージックマンス主催者会
  •会長兼総合プロデューサー／深町 健二郎
  •サンセットライブ実行委員会代表／林 憲治
  •NAKASU JAZZ実行委員会代表／中岡 生公
  •九州ゴスペルフェスティバル2017in博多実行委員会代表／阿野 智道
  •FUKUOKA MUSIC FACTORY 実行委員会代表／田中 勉
  •ミュージックシティ天神運営委員会代表／松尾 伸也
 協　　力：福岡市、博多まちづくり推進協議会、We Love 天神協議会、九州TSUTAYA
 特別企画：プレイベント「FUKUOKA STREET PARTY 2017 ～Music Avenue～」
  チャリティ活動「ONE KYUSHU(九州はひとつ)」
  ※九州北部豪雨の被災地へ361,157円を寄付
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❺ All Tenjin Halloween（オール天神ハロウィン）

　ハロウィン時期の街のマナーアップを目指し、天神エリアでのマナー
を守ったハロウィンの楽しみ方を呼びかける取り組みとして実施した。
　〈事業内容〉
　●親子でハロウィンオープントップバス
　●仮装して天神の大きなビジョンに登場しよう！
　●ハロウィン当日の仮装清掃
　●特別クリーンデー

●親子でハロウィンオープントップバス
　親子で仮装してオープントップバスに乗車後、街中でノベルティを配布、
ビジョンのCM撮影会にご参加いただいた。

　•日　　程：2017年10月28日（土）、29日（日）14:30～16:30頃
　　　　　　　14:30～15:30　福岡オープントップバス乗車（博多街なかコース）
　　　　　　　15:30～16:00　ハロウィンノベルティ配布（ハロウィンゴミ袋、チョコ、マシュマロ）
　•参 加 者：親子23組68名（２日間合計）

●仮装して天神の大きなビジョンに登場しよう！
　仮装して天神に訪れた皆さんにハロウィンのマナーアップを呼びか
ける映像の撮影にご協力いただき、ハロウィン当日に街頭大型ビジョ
ンで放映した。

　•撮影日程：2017年10月28日（土）13:00～18:00頃
　•撮影会場：ライオン広場
　•参 加 者：30組
　•参加ノベルティ：連節バス型お菓子ボックス、ハロウィンゴミ袋等
　•放 映 日：10月31日（火）
　•放映場所：ソラリアビジョン、WLTフェイスブック

●ハロウィン当日の仮装清掃
　楽しいコスチュームに身を包んだWLT会員が、ハロウィンでに
ぎわう天神で自らゴミ拾いを行うことで、一般のハロウィン仮装
者にもマナーアップの意識を持っていただく取り組みを行った。

　•日　　程：2017年10月31日（火）20:00～
　•参加人数：75名
　•参 加 者：WLT会員、福岡市職員

●特別クリーンデー
　毎月第二木曜日に実施している、WLT会員による清掃活動を、
11月はハロウィンの翌日に変更して実施した。通常比で約1.5倍
のゴミが回収された。

　•日　　程：2017年11月１日（水）8:20～
　•参 加 者：WLT会員、福岡市職員
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❻ 天神のクリスマスへ行こう

　この時期ならではの空間演出やイベントを通じて、街全体でクリスマスのムードを盛り上げ、来街者をお
もてなしする取り組みとして2001年よりスタートした。集客の取り組みとしては１年の中でも最大の事業
である。
　〈事業概要〉
　　期　　間：2017年11月３日（金・祝）～2018年１月８日（月・祝）　67日間
　　事業内容：•天神クリスマスマーケット　•天神ヒカリスクエア　•街路樹イルミネーション

　天神クリスマスマーケット
　本場ヨーロッパさながらの本格的なクリスマスマーケットを開催。クリスマスならではの飲食メニュー
や賑やかなステージイベントなど、多くの来場者にお楽しみいただいた。

 会　　場：福岡市役所西側ふれあい広場
 期　　間：2017年11月30日（木）～12月25日（月）　26日間
 営業時間：平日 16:00～22:00、土日祝 12:00～22:00
 実施内容：•ホットワインをはじめとする飲食物の販売（14店舗）
  •オーナメントなどのクリスマス雑貨の販売（７店舗）
  •音楽ライブを中心としたステージイベント（約140ステージ）
 来場者数：約120万人／26日間
 期間中の共同開催イベント：
  •12月３日（日）　障がい者週間記念の集い
  •12月17日（日）　福岡献血クリスマスキャンペーン
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　天神ヒカリスクエア
　温かみのあるシャンパンゴールドのイルミネーションで
毎年ご好評いただいている警固公園「天神ヒカリスクエア」。
2017年は初の試みとなる、イルミネーションオブジェ「天
神クリスタルステーション」を中心部に設置し、連日多くの
方で賑わった。

 会　　場：警固公園
 期　　間：2017年11月22日（水）～2018年１月８日（月・祝）　48日間
 点灯時間：17:00～24:00
  ※12月31日の夜間は翌１月１日の朝7:00まで延長点灯
 展開内容：•イルミネーションオブジェ「天神クリスタルステーション」
  •イルミネーション列車　　•光の庭園、光の森　　•子どもの広場　など
 来場者数：約127万人／48日間

　街路樹イルミネーション
　渡辺通りやきらめき通りの街路樹を用いて展開する、煌びやかなシャンパンゴールドの光の装飾。

 実施施設・ビル名：
　　　　　　　イムズ／岩田屋／ヴィオロ／紙与ビル／ソラリアターミナルビル／大丸／天神コア／
　　　　　　　天神ツインビル／天神ビル／西日本新聞会館ビル／パルコ／福岡ビル／レソラ天神
 期　　間：2017年11月３日（金・祝）～2018年１月８日（月・祝）　67日間　17:00～24:00

01　賑わいづくり
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02 インバウンド施策

❶ 訪日外国人旅行者向け販促キャンペーン（ウェルカムキャンペーン）

　福岡市中心部及び近郊の商業施設が連携して、外国人旅行者向けに割引やプレゼントなどの特典を一
斉に提供する施策を国慶節・春節の時期に合わせて実施した。
　今年度は初めての取り組みとして、国慶節キャンペーン時に中国最大手OTA(Online Travel Agency)
であるCtrip社のグローバルショッピング部門と連携し、中国人観光客への情報発信を強化した。また、
春節キャンペーン時には、国内外で活躍するガールズロックバンドSCANDALとコラボし、ポスターや
リーフレットに起用し参加施設に掲出した。

　FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN 2017 国慶節
 正式名称：FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN AUTUMN 2017
 期　　間：2017年10月１日（日）～10月31日（火）　31日間
 主　　催：We Love 天神協議会、ラブエフエム国際放送株式会社
 協　　力：Ctrip、福岡市交通局、株式会社Liquid
 後　　援：福岡市

【実施内容】
①参加商業施設での特典提供
　期間中に来福した外国人に対し、割引や記念品プレゼントなど特典サービスを実施。
　• インフォメーションカウンターに当キャンペーン冊子を持参すると、割引クーポンがあたるくじ引

きに参加可能
　•参加施設内のある対象店舗で２点以上お買上げで、10％オフ　など
②各協賛施設のショッピングの魅力を記載した冊子（英語・簡体字表記）を配布
③14言語対応、専用の三者通話番号を期間中設置
　対応言語：韓国語、英語、中国語、タイ語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語
　　　　　　インドネシア語、ロシア語、イタリア語、ドイツ語、ネパール語、タガログ語

【参加施設】
岩田屋本店、福岡三越、大丸福岡天神、天神地下街、ソラリアプラザ、福岡パルコ、新天町、ヴィオロ、
イムズ、博多リバレインモール、ドン・キホーテ中洲店、キャナルシティ博多、JR博多シティ、博多阪急、
博多マルイ、マリノアシティ福岡
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　FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN 2018 春節
 正式名称：FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN SPRING 2018
 期　　間：2018年２月15日（木）～28日（水）　14日間
 主　　催：We Love 天神協議会、ラブエフエム国際放送株式会社
 後　　援：福岡市

【実施内容】
①参加商業施設での特典提供
　期間中に来福した外国人に対し、割引や記念品プレゼントなど特典サービスを実施。
　•インフォメーションカウンターにパスポートを提示すると、500円分お買い物券プレゼントなど
②参加商業施設周遊企画
　 対象施設にてパスポートまたはリーフレット提示でSCANDALグッズや日本らしいアイテムをプレゼ

ント。
③各協賛施設のショッピングの魅力を記載した冊子（英語・簡体字表記）を配布
④14言語対応、専用の三者通話番号を期間中設置
　対応言語：韓国語、英語、中国語、タイ語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語
　　　　　　インドネシア語、ロシア語、イタリア語、ドイツ語、ネパール語、タガログ語

【参加施設】
岩田屋本店、福岡三越、大丸福岡天神、天神地下街、ソラリアプラザ、ヴィオロ、博多リバレインモール、
ドン・キホーテ天神本店、ドン・キホーテ中洲店、キャナルシティ博多、JR博多シティ、博多阪急、
博多マルイ、マリノアシティ福岡

02　インバウンド施策
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02　インバウンド施策

❷ 福岡市観光案内所（天神）の運営

　年々増加する訪日外国人をはじめとした来福観光客向け案内所の運営をWe Love 天神協議会とラブエフ
エム国際放送の共同事業体で行っている。
　観光パンフレットは、福岡だけでなく九州一円のものを取りそろえており、観光客が自由に情報を検索で
きるタブレット端末も設置。
　営業時間中は、韓国語・英語対応のスタッフが常駐しており、通訳機を使って、英語、韓国語、中国語で
の観光や交通案内なども行っている。

【ベビーカー貸出】
　天神エリアを回遊できるベビーカーを貸し出している。
　　利用時間：10時～18時（１家族１台）
　　金　　額：無料（ただし、携帯をお持ちの方に限る／ローミングサービスOK）
　　住　　所：福岡市中央区天神2-1-1　ライオン広場内
　　Ｔ Ｅ Ｌ：092-751-6904
　　営業時間：9:30～19:00
　　定 休 日：12月31日～１月１日
　　対応言語：英語、韓国語、中国語

14
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03 天神交通戦略

❶ 歩行者向け施策

　歩行者専用道路化(ホコテン)社会実験の実施
　天神交通戦略の歩行者施策の一つとして、「歩いて楽しいまち」の実現に向け、天神来街者の増加が予
想されたハロウィンの時期にきらめき通りの歩行者専用道路化(ホコテン)社会実験を実施した。
　「FUKUOKA STREET PARTY」とは趣を異にする、歩行者が心地よく街を回遊していただくことに特
化したシンプルな内容で展開。

 日　　時：2017年10月29日（日）　12:00～17:00
 場　　所：きらめき通り（岩田屋本店 本館と新館の間）
 内　　容：テーブルやベンチの設置、岩田屋本店ショーウィンドウ内特設フォトスポットの設置、
  大道芸（ジャグリング）パフォーマンス、専門学校タイアップ企画（ネイルサービス等）、
  ケータリング（コーヒーなど）
 主　　催：We Love 天神協議会
 共　　催：福岡市
 制　　作：We Love 天神協議会、岩田屋三越
 制作協力：大村美容ファッション専門学校、福岡美容専門学校
 協　　力：福岡県中央警察署
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03　天神交通戦略

❷ 公共交通利用促進施策

　都心部の交通円滑化を図るためWe Love 天神協議会が主催する各イベントに合わせて、公共交通の利用
を促進させる施策を実施した。

　イベントと連携した公共交通利用促進施策の実施
　【「天神涼園地」開催時】
 期　　間：2017年7月28日(金)～8月15日(火)
 場　　所：福岡市役所西側ふれあい広場　受付
 内　　容：•受付場所に公共交通におけるお得なサービスを記載した看板を設置。
  • 入場の際に交通系ICカードや切符等の提示をすると公共交通ノベルティグッズ（ミニ水鉄

砲）をプレゼント。※１日先着100名

　【「福岡クリスマスマーケット」開催時】
 期　　間：12月のクリスマスマーケット期間中の土日祝日、計８日間
 場　　所：クリスマスマーケット会場（天神／博多）
 内　　容： 両会場内特設ブースにて、交通系ICカードや切符等を提示すると、両会場で使用できるホッ

トワイン、ホットクランベリージュースの200円割引チケットをプレゼント。さらに、チケッ
トを受け取った会場とは別の会場で割引チケットを使用するとさらに100円割引される。
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❸ 自転車向け施策

　自転車安全利用推進講習会
　福岡市市民局との連携により、自転車の交通ルールの遵守とマナーの向上を目的とし、WLTの幹事企
業を対象に生活安全課の安全指導員による講習会を今年度初の試みとして、出前形式で実施した。

講　　師：福岡市市民局生活安全課生活安全指導員（福岡県警察OB）
講習時間：１時間程度（DVD視聴20分含む）

【講座内容】
　福岡市の自転車事故発生状況
　福岡市の自転車事故の特徴
　事故を起こした場合の責任
　TSマークの自転車保険
　自転車の安全利用５則
　改正道路交通法について（自転車運転者講習制度）
　福岡市自転車の安全利用に関する条例

日　程 参加施設 実施場所 参加人数

１ ６月 ７日 NTT都市開発 NTT都市開発　会議室 19名

２ ６月20日 ソラリアステージ、ソラリアプラザ、天神コア ソラリアプラザ　会議室 10名

３ ８月24日 福岡地下街開発 福岡地下街開発　会議室 16名

03　天神交通戦略
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❹ 自動車向け施策

　フリンジパーキング社会実験の実施
　天神中心部では、駐車場への入庫待ち行列等により、道路交通混雑が発生しており、大気環境の悪化や、
来街者がまちを楽しむ時間の減少など、まちにとって大きな課題となっている。WLTでは道路交通混雑
緩和策の一つとして、フリンジパーキングの恒常化に向けた社会実験を実施することにより、フリンジ
パーキングのニーズの把握やデータ収集を行った。

【フリンジパーキングとは】
　都心部への「マイカー乗り入れ」を減らすため、都心周辺部に
駐車して、路線バス等で都心の目的地まで行くシステム。

※右の図はWLT「天神まちづくりガイドライン」
　将来の目標像
　「交通ネットワークのイメージ」

実施期間 日数 実施場所 収容台数 駐車料金 利用特典 駐車実績

１ 7/28（金）
～30（日） ３日間 福岡競艇場

第４駐車場 200台 １回
500円

乗車人数分の西鉄バス
片道乗車券を進呈

153台
天神涼園地利用者は
駐車料金を100円割引

２ 11/18（土）
～19（日） ２日間 タイムズ渡辺通・

タイムズ渡辺通第６ 59台 最大
500円

乗車人数分の西鉄バス
片道乗車券を進呈

94台
公共交通ノベルティ
グッズを進呈

03　天神交通戦略
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04 コンテンツづくり

　 ①	天神まち歩き事業
　2011年５月より、福岡歴史探訪ガイド等の協力のもと、天神の街角や路地に息づく歴史の足跡や隠
れたスポットなどを訪ね歩くツアーを実施している。2013年度より回数を増やし、2017年度は以下の
プログラムで実施した。季節ごとにリーフレットを発行し、参加者を募っている。

実施年/日 テ　ー　マ 参加者数

2017年 ５月13日（土） 正しい寺社参りマナーも伝授！「黒田家」の軌跡を天神で 19名
2017年 ６月 ３日（土） 天神→博多へ！初訪問の寺院も！寺町路地裏に初夏を感じて 28名
2017年 ６月17日（土） 第３弾！古地図でまち歩き！天神北を歩く時間旅行 38名
2017年 ７月 ７日（金） 七夕★は願いを込めて　女神「弁財尊天」詣で 21名
2017年 ７月28日（金） 夏休みの自由研究 第１弾「福岡市博物館」で体験！ 22名
2017年 ８月 ８日（火） 夏休みの自由研究 第２弾「鴻臚館展」の裏側に迫る！ 18名
2017年 ８月23日（水） 夏休みの自由研究 第３弾 １億円（模擬券）重量体験も!? 12名
2017年 ９月12日（火） 発見から100年！大人のための解説付き「鴻臚館展」ツアー 16名
2017年 ９月26日（火） 第４弾！古地図でまち歩き！今泉・薬院を歩く時間旅行 20名
2017年10月10日（火） 復活！デパ地下巡り第３弾「大丸」バイヤーおすすめツアー！ 27名
2017年10月24日（火） 歌で感じる秋の小路　万葉歌碑めぐりしっとり旅 7名
2017年11月 ２日（木） 超人気・限定ツアー「大相撲」九重部屋に潜入！ 29名
2017年11月22日（水） 新企画！新しい「六本松」へ「福岡市科学館」ツアー 32名
2017年12月 ７日（木） みんなの「地下街」「新天町」面白まちネタ深発見ツアー 21名
2017年12月22日（金） 恒例！今年の厄落としツアー冬至「かぼちゃ大祭」へ！ 30名
2018年 １月28日（日） 黒田藩ゆかりの寺で豆まきを！大好評！「節分会で招福」の巻。 46名
2018年 ２月 ３日（土） 平安の歌人から平成の女子たちへ！新企画！「平安・恋愛講座」の巻。 19名
2018年 ２月10日（土） 江戸時代の古地図で今泉・赤坂散歩！超人気！「古地図でまち歩き」の巻。 26名
2018年 ３月 ３日（土） 超人気インスタグラマーが直接指南！初！「インスタ映え！まち歩き」の巻。 11名
2018年 ３月16日（金） デパ地下の秘密を教えます！祝！「福岡三越」「開店20周年記念まち歩き」の巻。 20名
2017年度実績（計20回） 462名
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05 ホスピタリティ

　 ①	ママ・パパマップ
　お子さま連れでも安心して過ごせるよう
に、天神地区の商業施設や公共施設内に設置
されている授乳室やおむつ交換台、ベビー
チェア設置トイレ、ベビーカー貸出などを紹
介するマップを継続して配布している。

　 ②	ベビーカー無料貸し出し
　2009年10月にスタートしたサービス。来街者への共同サービスとして、天神地区で利用可能なベビー
カーの貸出サービスを継続して実施している。
　定期的なベビーカーのクリーニングや修理のほか、2017年度は老朽した８台について代替更新を行っ
た。

対　象　施　設 ベビーカー台数 貸出件数

イムズ（10:00～20:00） ３台 552件

ヴィオロ（11:00～21:00） ３台 969件

ソラリアプラザ（10:00～20:30） ３台 1,126件

天神コア（10:00～20:00） ３台 800件

福岡（天神）駅（8:00～19:00） ５台 571件

福岡市観光案内所（天神）（9:30～18:00） ３台 772件

2017年度実績（６施設） 計20台 4,790件
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　 ①	天神クリーンデー&10分フィットネス
　天神地区の清掃美化活動の日を毎月第二木曜日とし、NPO法人グリーンバード福岡のメンバーや天神
地区のWLT会員の方々が中心となり、毎回100名以上で、簡単なストレッチ体操と朝の一斉清掃を継続
実施している。
協　力：10分ランチフィットネス協会

　 ②	天神まちづくりカフェ
　会員企業の連携強化を目的としたコミュニティWGが中心となってまちづくりの人材が集う受け皿と
して「天神まちづくりカフェ」を設立し、企画・運営している。まちづくりカフェ開催時は、WLT会員及
び福岡テンジン大学へ参加を呼び掛けている。

実施日 テーマ 講　　師 参加人数

2018年１月31日（水） なぜ天神は発展したのか？ しばた洋傘店　柴田　嘉和 氏
西日本鉄道㈱ 総務広報部　池田　明子 氏 29名

2018年３月１日（木） 福岡が地方最強都市！
になった理由とは？

（社）エリア・イノベーション・アライアンス
代表理事　木下　斉 氏 29名

06 会員向け活動
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　 ③	天神コンシェルジュミーティング
　天神の商業施設インフォメーションや観光案内担当者、ホテル
のコンシェルジュなど様々な施設で案内サービスを行っている方
に集まっていただき、天神のおもてなし力を向上させることを目
的に情報交換を行った。

開催日 テーマ

2017年６月５日（月） インバウンド（観光）

2017年９月11日（月） インバウンド（観光）

2018年１月15日（月） 防災マニュアル・災害対策行動について

　 ④	天神打ち水大作戦
　2010年より継続実施している「天神打ち水大作戦」を今回は岩
田屋本店本館前広場でセレモニーを行い、リレー方式で各商業施
設を打ち水してまわった。

日　　時：2017年７月24日（月） 16:00～17:00
場　　所：岩田屋本店本館前広場（福岡市中央区天神２丁目）など
参 加 者：天神地区の商業施設12施設、企業・団体７社
　　　　　約100名
内　　容： 岩田屋本店本館前広場にて一斉に打ち水後、３班に分かれて実施。
主　　催：We Love 天神協議会
協　　力：岩田屋三越
ゲ ス ト：波田陽区（ワタナベエンターテインメント）

06　会員向け活動
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06　会員向け活動

　 ⑤	天神サンタ大作戦
　天神地区の商業施設と協力し、まちを回遊しキャンディなどを配布する、「天神サンタ大作戦」を実
施した。今回は回遊ルートを天神南まで伸ばし、より多くの来街者へのおもてなしを行った。「TENJIN 
HIKARI SQUARE」開催中の警固公園を起点とし、終点を「TENJIN Christmas Market」開催中の福岡
市役所西側ふれあい広場とした。会場では、サンタやトナカイに扮した参加者全員が舞台にあがり、ク
リスマスムードを更に盛り上げた。

日　　時：2017年12月１日（金）17:00～18:00
場　　所：警固公園「TENJIN HIKARI SQUARE」ほか12箇所
参 加 者：天神地区の商業施設10施設、企業・団体５社　約60名
内　　容： 商業施設を中心に回遊しながら、キャンディやチョコレート等お菓子を配布した。メリーク

リスマスの掛け声とともにクリスマスの雰囲気を楽しんでもらい天神への来街者へおもてな
しを行った。
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　 ⑥	会員交流会
　2017年度	第１回

　会員様同士の交流を促進することを目的として、今回で３回目となる会員交流会を開催した。
　講師にギンギラ太陽ʼs主宰大塚ムネト氏をお迎えし、「天神の発展　渡邉與八郎」をテーマに講演をいた
だいた。古地図などを多用され、天神の町を歴史や先人の思いとともに振り返った。

開  催  日  程：2017年６月21日（水）
スケジュール：交流会　①講演 16:00～17:00　②意見交換会 17:00～17:30
　　　　　　　懇親会　18:00～20:00
場　　　　所：平和楼本店
参 　 加 　 者：交流会 58名、懇親会 51名、34団体（事務局含む、他講師１名）
講  演  内  容：
　　　　【タイトル】 「天神の発展　渡邉與八郎」
　　　　【講　　師】 劇団 ギンギラ太陽ʼs　主宰　大塚 ムネト氏
  ギンギラ太陽ʼsで作・演出・かぶりモノ造型および出演を担当。劇は、地元

福岡を題材とし擬人化されたビルや乗り物が登場するのが特徴。「地元にこだ
わった地産地消の物語」をコンセプトに、福岡以外での全国ツアーを「地方公
演」として実施。第42回ギャラクシー賞ラジオ部門優秀賞、平成19年度福岡
県文化賞、平成22年度福岡市民文化活動功労賞を受賞している。

　参  加  団  体：
　　　　岩田屋三越、インキューブ西鉄、NTT都市開発 九州支店、紙与産業、ソラリアステージ商店会
　　　　天神西通り発展会、西日本新聞社、博多大丸、パルコ 福岡店、ピエトロ、福岡銀行、
　　　　福岡地下街開発、三菱地所リテールマネジメント イムズ、三菱UFJ信託銀行 天神ロフトビル、
　　　　綾杉不動産、class M、クレアプランニング、コカ・コーラウエスト、サエキジャパン、三広、
　　　　J・Links、タイムズ24 九州支店、都市再生機構 九州支社、西鉄エージェンシー、西鉄旅行、
　　　　西日本シティ銀行 天神支店、西日本鉄道、B&Vカラオケ館 天神本店、福岡市、
　　　　福岡テンジン大学、平和楼・天神サザン通り会、リコージャパン 九州事業本部

06　会員向け活動
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06　会員向け活動

　2017年度	第２回
　会員様同士の交流を促進することを目的として、４回目となる会員交流会を開催した。
　講師に福岡地域戦略推進協議会の石丸修平氏をお迎えし、「イノベーション都市福岡」をテーマに講演
をいただいた。

開  催  日  程：2018年２月13日（火）
スケジュール：交流会　①講演 16:00～17:00　②意見交換会 17:00～17:30
　　　　　　　懇親会　18:00～20:00
場　　　　所：平和楼本店
参 　 加 　 者：交流会 45名、懇親会 44名、25団体（事務局含む、他講師１名）
講  演  内  容：
　　　　【タイトル】 「イノベーション都市福岡」
　　　　【講　　師】 福岡地域戦略推進協議会（FDC）事務局長　石丸修平氏
  福岡県飯塚市出身。経済産業省に入省後、大臣官房政策評価広報課、中小企

業長官官房参事官室等を経て、2013年『福岡県地域戦略推進協議会』参画。
2015年から現職。アビスパ福岡アドバイザリーボード委員長、九州大学産学
連携センター客員准教授なども務める。

参  加  団  体：
　　　　RKB毎日放送、岩田屋三越、NTT都市開発 九州支店、class M、クレアプランニング、
　　　　コカ・コーラウエスト、新天町商店街商業協同組合、天神西通り発展会、
　　　　三菱UFJ信託銀行 天神ロフトビル、都市再生機構 九州支社、西鉄エージェンシー、
　　　　西日本シティ銀行 天神支店、西日本エルガーラビル、B&Vカラオケ館 天神本店、ピエトロ、
　　　　福岡銀行、福岡県住宅供給公社、福岡市、福岡地下街開発、パルコ 福岡店、
　　　　みずほ銀行 福岡営業部、ラブエフエム国際放送、リージョンワークス、リコージャパン、
　　　　福岡テンジン大学
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　 ⑦	他都市先進事例視察（タイ・シンガポール）
　他都市におけるまちづくり事例の視察を実施した。

渡　航　先：タイ・シンガポール
期　　　間：2018年１月20日（土）～24日（水）
視察テーマ：○多様な商業機能の集積（中心部およびリバーフロント）【バンコク】
　　　　　　○世界第２位の観光都市から学ぶインバウンド施策【バンコク】
　　　　　　○慢性的な交通渋滞／充実した公共交通機関【バンコク】
　　　　　　○近代的街並みと歴史的建築物の共存【バンコク・シンガポール】

No. 視察団役職 会社名 部署・役職 参加者氏名

１ 団長 （株）岩田屋三越 代表取締役社長執行役員 村　上　英　之

２ （株）岩田屋三越 総務部
総合企画担当長兼経理・庶務担当長 岡　村　浩　文

３ NTT都市開発（株）九州支店 支店長 福　村　　　剛

４ クレアプランニング（株） 開発事業部開発事業室　室長 戸　田　三喜郎

５ 西日本鉄道（株） 都市開発事業本部 SC事業部
エマックス・クルメ運営室　課長 宮　﨑　　　泰

６ 西日本鉄道（株） 都市開発事業本部 SC事業部
チャチャタウン小倉運営室　課長 荒　瀬　　　聡

７ 西日本鉄道（株） まちづくり推進本部
まちづくり・交通企画部　課長 緒　方　伸　州

８ （株）福岡銀行 公務金融法人部
地域金融グループ　部長代理 武　藤　一　雄

９ 福岡地下街開発（株） 総務企画部　次長 藤　田　　　茂

10 三菱地所リテール
マネジメント（株）

イムズ運営部シニアマネージャー
イムズテナント会事務局長 大　森　和香代

11 （株）ラスアソシエイツ 代表取締役 島　村　美由紀

12 ラブエフエム国際放送（株） コンテンツ部　係長 波多江　和　之

13 事務局長 西日本鉄道（株） 天神委員会　課長 藏　田　隆　秀

14 事務局 西日本鉄道（株） 天神委員会　係長 小　林　　　誠

15 事務局 We Love 天神協議会 事務局員 牛　島　静　子

16 事務局 We Love 天神協議会 事務局員 酒　見　翔　太

17 添乗員 西鉄旅行（株） 福岡第一支店 井　形　郁　子

06　会員向け活動
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　 ①	防犯パトロール参画
　毎月第４金曜日の夜間、天神・大名地区の防犯パトロールに参画している。

　 ②	大名地区落書き消し隊参画
　大名校区自治協議会、中央警察署、地域の方々と、毎月第１日曜日に定期的に参画している。

　 ③	街頭防犯カメラ運用
　犯罪のない、安心して暮らせる快適なまちになるよう、WLT会員施設の協力を得て現在６ヶ所、９台
の防犯カメラを設置している。

07 安全・安心に向けた取り組み
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　 ①	那珂川河畔オープンカフェ事業
　天神地区の憩いと賑わい空間創出を図るためにはじ
まった水辺の賑わいづくりの社会実験を引き継ぎ、2012
年４月より、那珂川の河川敷である水上公園でオープン
カフェ事業を実施している。オープンカフェスペースで
の売上金の一部を運営委託先事業者よりまちづくり活動
の協力金としてWLTへ拠出いただいている。

　 ②	まちづくり活動支援自動販売機の設置
　飲料メーカーと協働し、「まちづくり活動支援自動販売機」を設置。売上金の一部をまちづくり活動の
協力金としてWLTへ拠出いただいている。

協定締結日 設　置　箇　所

2016年４月 福岡市中央区天神2-11-1　福岡パルコ内

2017年４月 福岡市中央区大名1-3-28　アイショップ大名

2017年９月 福岡市中央区天神1-7-15　天神愛眼店頭左側

2017年９月 福岡市中央区天神1-7-15　天神愛眼店頭右側

　 ③	渡辺通りバナーフラッグ
　福岡市が渡辺通りに設置している街路灯のうち、約半分の47本を民間広告枠として2013年より販売
をスタート、広告収入の一部をWLTのまちづくり協力金として充当している。今年度は２件の広告掲出
があった。

契約期間 広　告　主

2017年９月13日（水）～2018年９月12日（水） ※予定 セブン-イレブン・ジャパン

2018年３月 １日（木）～2018年６月30日（土） ※予定 ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会

08 財源獲得
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　 ④	公開空地の利活用
　「都心部の更なる賑わい創出に向けた公開空地の利活用」事業を社会実験として約３年間運用してきた
ものが、2016年４月１日より「福岡市公開空地等を活用した賑わいづくり推進要綱」のもと、福岡市よ
り弊協議会が認定を受け本格運用に切り替わった。

本格運用に伴い対象とする公開空地
三越１Ｆライオン広場／ソラリアプラザ１Ｆゼファ／イムズスクエアＡ、Ｂ／ふくぎん本店広場／
岩田屋本館前広場※／岩田屋新館前広場※

※国家戦略道路占用事業イベント時に限る。

まちづくり協力金の受け取り及び活用の方針
　本計画に基づいて実施した公益性のあるイベントに付随して実施した飲食・物販サービスの提供によ
る売り上げについては、その一部をまちづくり協力金としてイベント主催者よりWe Love 天神協議会
が受け取り、まちづくり活動に係る経費に充填することとする。

実　施　日 イベント名（主催者） 場　所

2017年 ６月10日（土） 美と健康のチャリティイベント（P&Cプランニング（株）） ライオン広場

2017年 ８月26日（土）、27日（日） おもしろき国 山口フェア（一般社団法人 山口県観光連盟） ゼファ

2017年10月 ５日（木）～９日（月･祝） ご来福しよう　～福岡古代の旅～（福岡県商工観光局） ゼファ

2017年10月 ７日（土）、８日（日） ご来福しよう　～福岡古代の旅～（福岡県商工観光局） ライオン広場

2017年10月 ６日（金） くるめ耳納北麓フルーツ狩りキャンペーン（久留米市） ライオン広場

2017年10月 ８日（日） 大感謝祭（福岡銀行） ふくぎん本店広場

2017年10月28日（土） フクオカポッププロジェクト  カンパイフェスタ（イムズ） イムズスクエア

2017年11月18日（土）、19日（日） きくち観光物産絵巻 ゼファ

2017年11月22日（水） むなかたフェア（福岡銀行） ふくぎん本店広場

2017年11月23日（木） YAMEゆたっと茶屋（福岡県茶業青年の会） ふくぎん本店広場

2017年11月25日（土）、26日（日） ふくおかフラワーフェア（花あふれるふくおか推進協議会） ライオン広場

2017年12月 １日（金）、２日（土） いさはやWEEK in 福岡（ふくおかフィナンシャルグループ） ふくぎん本店広場

2017年12月 ２日（土）、３日（日） ラジオでほっこり♪ハッピークリスマス
（RKBラジオ＆MBCラジオ＆LOVE FM） ゼファ

2018年 ２月15日（木）～18日（日） 香蘭女子短期大学卒業・修了制作展 ゼファ

2018年 ２月16日（金） 椿×絣　春の久留米キャンペーン ライオン広場

2018年 ３月10日（土）、11日（日） 筑後のイチオシ物産展＆観光PR ライオン広場

2018年 ３月24日（土）、25日（日） ソラリアマルシェ ゼファ

08　財源獲得
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　 ①	TV番組を活用した情報発信
　TNCの情報バラエティ番組『天神now!』で、随時あらゆる天神情報の発信を行った（毎週土曜日12:30～
放送）。※2018年４月から毎週土曜日12：00～に変更
　「今すぐ天神に行きたくなる」がコンセプトの番組。MCは福岡の顔・中島浩二が担当。

　 ②	SNSを活用した情報発信
　ホームページやフェイスブック等、SNSを活用した情報発信を行った。
　2017年度よりインスタグラムのアカウントを立ち上げ、ビジュアル要素の強い情報発信も行っていく。

09 広　　報
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10 他団体との連携

❶ 全国エリアマネジメントネットワークへの参画

　財源確保や評価指標といった、協議会における主な課題を検討・解決するために、全国各都市のエリアマ
ネジメント団体で組織される「全国エリアマネジメントネットワーク」に参画し、情報共有や共通課題の共同
研究を行った。

実施日 会議体

2017年 ９月 ６日（水） 総会

2018年 ２月 ２日（金） 全国エリマネ会議

2017年 ６月13日（火） 第９回　幹事会

2017年 ８月 ９日（水） 第10回　幹事会

2017年 ８月24日（木） 第11回　幹事会

2017年10月 ６日（金） 第12回　幹事会

2017年12月 ４日（月） 第13回　幹事会

2018年 ２月 ２日（金） 第14回　幹事会

2017年 ８月 ８日（火） 第４回　大都市部会

2017年 ９月 ７日（木） 第５回　大都市部会

2017年12月11日（月） 第６回　大都市部会

2018年 ２月 １日（木） 第７回　大都市部会

❷ 博多まちづくり推進協議会との連携

　We Love 天神協議会の最大事業である「天神のクリスマスへ行こう」において、クリスマスマーケットタ
ブロイド紙にイルミネーション情報の連動掲載や、クリスマスマーケットにおける公共交通利用促進キャン
ペーンを連動して行った。

【会員数（2017年7月31日時点）】
種　　別 団体数

正会員 83

エリアマネジメント団体 36

法人 14

個人 33

一般賛助会員 14

オブザーバー 23

合　計 120
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❶ 福岡市役所西側ふれあい広場運営

　西日本新聞社、ラブエフエム国際放送、一般社団法人We 
Love 天神の３社で「We Love 共同事業体」として福岡市役
所西側ふれあい広場の借り受け事業を2013年から行ってい
る。

11 そ の 他
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We Love 天神協議会　会員一覧

●	地区会員
イオンストア九州㈱
㈱岩田屋三越
㈱インキューブ西鉄
NTT都市開発㈱ 九州支店
オーナーズ･ビル管理(有)
紙与産業㈱
九州電力㈱
新天町商店街商業協同組合
ソラリアステージ商店会
ソラリアプラザ商店会
㈱ダイショウ ノース天神
㈱電気ビル
天神コア名店会
天神サザン通り会
天神西通り発展会
天神二丁目第３区町内会
東京建物㈱ 九州支店
㈱西鉄シティホテル
㈱西鉄プラザ
㈱西日本エルガーラビル
㈱西日本新聞会館
㈱西日本新聞社
西日本鉄道㈱
西日本電信電話㈱
㈱博多大丸
㈱パルコ 福岡店
㈱ピエトロ
㈱ビックカメラ
ヒューリック㈱
㈱ファーストリテイリング ミーナ天神
㈱福岡銀行
福岡地所㈱
福岡地下街開発㈱
㈱ベスト電器
三菱地所リテールマネジメント㈱ イムズ
三菱UFJ信託銀行㈱ 天神ロフトビル
　計36会員

●	一般会員
RKB毎日放送㈱
㈱アカマ印刷
akippa㈱
アサヒビール㈱ 九州統括本部
綾杉不動産㈱
㈱アルカディア QUANTIC
NPO法人イデア九州・アジア

㈱駅前不動産
㈱エフエム福岡
九州朝日放送㈱
㈱九州インターメディア研究所
(一社)九州地域安全協会
㈱九州TSUTAYA
九州フリーペーパー協会
㈱協和ビル
キリンビール㈱
㈱グッデイ
㈱熊谷組 九州支店
㈱久米設計 九州支社
㈱class M
NPO法人グリーンバード福岡
㈱グルーヴノーツ
クレアプランニング㈱
㈱コアラ
コカ・コーラウエストベンディング㈱ 中央福岡支店
㈱サエキジャパン
㈱サンケイビジネス
㈱三広
㈱サン・ライフ
㈱JTB九州 天神店
㈱Ｊ・Links
(一社)10分ランチフィットネス協会
新ケミカル商事㈱
スターバックスコーヒージャパン㈱ 福岡オフィス
全日本空輸㈱
㈱ゼンリンデータコム
大名校区自治協議会
タイムズ24㈱ 九州支店
㈱竹中工務店 九州支店
㈱テレビ西日本
(独)都市再生機構 九州支社
トランスコスモス㈱
㈱にしけい
㈱西広
西鉄エアサービス㈱
㈱西鉄エージェンシー
西鉄ビルマネージメント㈱
西鉄旅行㈱
㈱西日本シティ銀行 天神支店
㈱西日本リビング新聞社
㈱日建設計 九州オフィス
NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス 福岡支部
㈱日本政策投資銀行 九州支店
日本たばこ産業㈱ 九州支社

㈱ニモカ
パーソルキャリア㈱
㈱Ｂ＆Ｖカラオケ館 天神本店
㈱肥後銀行 福岡支店
福岡印刷㈱
(一財)福岡県建築住宅センター
福岡県住宅供給公社
福岡商工会議所
㈱福岡デューティーフリー
福岡電気工事業協同組合
福岡テンジン大学
福岡YMCA日本語学校
㈱富士ピー・エス
㈲Free Style
平和不動産㈱ 福岡支店
㈱平和楼
福岡ホテル未来会議
㈱毎日新聞社西部本社
前田建設工業㈱九州支店 天神プロジェクト作業所
マンハッタン㈱
㈱みずほ銀行 福岡営業部
㈱三井住友銀行 天神町支店
㈱三菱UFJ銀行 福岡支社
㈱読売新聞西部本社
㈱ラスアソシエイツ
ラブエフエム国際放送㈱
リージョンワークス(同)
リコージャパン㈱ 九州事業本部
㈱リンガーハット
Local Knowledge Platform(同)
㈱ロフト 天神ロフト
㈱ワイ・エム天神 ホテル天神プレイス
　計86会員

●	特別会員
九州産業大学
九州大学
国土交通省九州運輸局
国土交通省九州地方整備局
東京大学教授　出口　敦
福岡県中央警察署
福岡市
福岡市立舞鶴小・中学校
　計8会員

　合計130会員（2018年3月末時点）
 （五十音順）
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