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We Love 天神協議会

（2019年5月時点）

設　　 立 2006（平成18）年４月13日

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 140会員

会　　　長 楢㟢　慶司

会 員 構 成

❶ 地区会員（35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（97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。



We Love 天神協議会設立の経緯

課題　交通増加、違法駐輪、安全性の確保、ライフスタイルの転換魅力　多様な機能のコンパクトな集積

◦2006年12月 渡辺通りXmasイルミネーションを7年ぶりに復活点灯
◦2007年  4月 「天神まちづくり憲章」制定
◦2008年  4月 「天神まちづくりガイドライン」制定
◦2011年12月 警固公園に「屋外スケートリンク」を設置
◦2012年  7月 「こどもまるごとワンダーランド」（涼園地、ワーク体験）初開催
◦2013年  3月 「天神交通戦略」制定（福岡市と協働）
◦2013年  4月 福岡市役所西側ふれあい広場の借受事業受託開始
◦2014年11月 きらめき通り歩行者天国「福岡ストリートパーティー」初開催
 （国家戦略道路占用事業）

◦2015年11月 「天神クリスマスマーケット」初開催
◦2016年  4月 日本都市計画学会「石川賞」受賞
 （福岡天神におけるまちづくりガイドラインに基づくエリアマネジメント）

◦2016年  6月 全国エリアマネジメントネットワーク設立・参画
◦2017年11月 きらめき通りで簡易型歩行者天国の社会実験を実施

数々の構想による天神再生の提案

天神モビリティタウン
協議会

『快適なモビリティの実現に向けて』

福岡市
『地域再生計画九州・アジアのにぎわい都“福岡”』
『福岡市自転車総合利用計画』など

都心界・天神発展会など
地域経済活性化を目的とした

民間組織

財　　界 行　　政 民　　間

天神PICNIC
■  来街のニーズに応え、商業活動の活性化につなが

る憩いの場創出の意義
■  3つの施策（歩行者専用道路等のアメニティ再生・

違法駐輪対策の安全快適環境・フリンジパーキン
グ等の交通システム）連携と総合的取り組みによる
相乗効果と有効性

自治的組織運営の強化の必要性

I Love 天神フォーラム
■  『I Love 天神』の思いを新しいまちづくりに挑戦す

るエネルギーへ
■  『連携』による相乗効果と継続性の高いまちづくりへ

『We Love 天神』のまちづくりの場と仕組みづくりへ

We Love 天神協議会準備会　（2005年6月21日設立）

We Love 天神協議会　（2006年4月13日設立）

「We Love 天神協議会」設立以降の主な取り組み
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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。
　〈2018年度の実績〉
　　•Dance Avenue（11月）　•Fashion Avenue（３月）

　FUKUOKA STREET PARTY ～ Dance Avenue ～（11 月）
　19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。FUKUOKA STREET PARTY史上最多の111組のダンスチームの出
演で実施した。

 日　　時：2018年11月17日（土）、18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136,000人
 ボランティアスタッフ：22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 MONTH 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。今回は初の試みとして、飲食ブース10店舗にキャッ
シュレス決済（楽天ペイ）を導入した。

 日　　時：2019年３月23日（土）、24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126,000人
 ボランティアスタッフ：26名
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❷ 天神夏まつり

　天神の新しい夏の風物詩となることを目指し、「櫓」や「提灯」、「盆踊り」や「露店」といった昔ながらの夏ま
つりを現代風にアレンジした新企画「天神夏まつり2018」を初開催した。プレイベントとして7月20日から

「天神夏まつりキャンペーン」を展開し、天神の11商業施設が参画。街の賑わい創出や回遊性向上を図った。

天神夏まつりキャンペーン
期　　間： 2018年７月20日（金）～８月５日（日） 17日間
場　　所： 11商業施設（76店舗）
内　　容：  浴衣着用者へのサービス及び天神ユナイテッド「２倍パスポート」提示者へのサービス他

天神夏まつり
期　　間： 2018年８月３日（金）～８月５日（日） ３日間
場　　所： 福岡市役所西側ふれあい広場
内　　容：  １日目：天神打ち水大作戦、森山直太朗ライブ、
  　　　　盆踊り等
  ２日目： 舞鶴中学校吹奏楽部演奏、盆踊り、
  　　　　福岡ミュージックマンスタイアップステージ等
  ３日目： 大名地区サークルステージ、
  　　　　東京五輪音頭PR、カラオケ大会、大抽選会、
  　　　　盆踊り等
主　　催：We Love 天神協議会
共　　催：福岡市
特別協賛：大井不動産
来場者数：約46,000人
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❸ 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：2018年７月21日（土）～８月25日（土）　計36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
　　　　　　　　57施設、68クラス、404名
	 ■総応募者数
　　　　　　　　4,323名（のべ11,824名）
	 ■人気の体験プログラム
　　　　　　　　①ミスタードーナツ福岡天神店「ドーナツ作り体験」
　　　　　　　　　１クラス２名のところ、555名の応募（277.5倍の競争率）

　　　　　　　　②ミスタードーナツ大濠店「ドーナツ作り体験」
　　　　　　　　　１クラス２名のところ、509名の応募（254.5倍の競争率）

　　　　　　　　③メトロ書店ソラリアステージ「本屋さん体験」
　　　　　　　　　１クラス１名のところ、252名（252.0倍の競争率）

　　　　　　　　④P2イムズ店「ペットショップのお仕事体験」
　　　　　　　　　２クラス６名のところ、1,464名の応募（244.0倍の競争率）

　　　　　　　　⑤パパブブレ天神地下街店「人気キャンディ店のお仕事体験」
　　　　　　　　　１クラス１名のところ、244名（244.0倍の競争率）

4

We Love 天神協議会　2018年度　事業実施報告書

01　賑わいづくり



❹ 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。17回目を迎
えた今回は延べ８会場で56組のアーティストによるライブを展開した。

 日　　程：2018年９月29日（土）、30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23日（日・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34,000人（2日目は台風の為、一部ステージ中止となった）
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❺ 福岡ミュージックマンス

　2014年より、毎年9月に開催される福岡の5つの音楽イベントが深町健二郎氏プロデュースのもと一つに
集結し、「Fukuoka Music Month」と銘打った共同PRを展開している。
　“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す取り組み。
　今回は５周年特別企画として、福岡の代表的民謡「黒田節」をアレンジした「SKA黒田節」とプロモーショ
ンムービーを制作し、PRを行った。

 タイトル：Fukuoka	Music	Month	2018
 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2018in博多実行委員会代表／阿野 智道
  •FUKUOKA MUSIC FACTORY 実行委員会代表／下田 圭一
  •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「天神夏まつり2018」にてPRムービー撮影及び音楽ライブ
  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142,354円を寄付

【関連イベント】
福岡ミュージックマンス勉強会
日　時： 2019年3月31日（日）　
 14:00～15:30
場　所： 六本松蔦屋書店アートスペース
ゲスト： 麻田 浩氏（Tom's Cabin代表／
 SXSW Asia代表）
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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：2018年11月２日（金）～2019年１月６日（日）　66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：2018年11月29日（木）～12月25日（火）　27日間
 営業時間：平日 17:00～22:00、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（13店舗）
  •オーナメントなどのクリスマス雑貨の販売（９店舗）
  •音楽ライブを中心としたステージイベント（154ステージ）
 来場者数：約129万人／27日間
 期間中の共同開催イベント：
  •12月９日（日）　障がい者週間記念の集い
  •12月16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」。2018年は前年に引き続き、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。映画「グ
リンチ」とのタイアッププロモーションを実施し、連日多くの方で
賑わった。

 会　　場：警固公園
 期　　間：2018年11月22日（木）～2019年１月６日（日）　46日間
 点灯時間：14:00～24:00
  ※12月31日の夜間は翌朝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138万人／46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（略称）：
　　　　　　　岩田屋新館ビル／岩田屋本館ビル／ヴィオロビル／紙与渡辺ビル／ソラリアターミナルビル／
　　　　　　　天神イムズビル／天神コアビル／天神ダイヤモンドビル／天神ツインビル／天神ビル／
　　　　　　　西鉄福岡駅ビル／西日本新聞会館ビル／福岡パルコビル／福岡ビル／レソラ天神ビル
 期　　間：2018年11月２日（金）～2019年１月６日（日）　66日間　17:00～24:00
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❶ FASHION MONTH CAMPAIGNへの協力

 期　　間：2019年２月２日（土）～３月10日（日）　37日間
 主　　催：福岡アジアファッション拠点推進会議
 協　　力：We Love 天神協議会

【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、ヴィオロ、博多阪急、
マリノアシティ福岡、イムズ、新天町、天神コア、福岡パルコ、マークイズ福岡ももち

9
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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。

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

【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）

10
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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、天神来街者が増加する
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：2018年10月27日（土）　12:00～17:00　　28日（日）　13:00～18:00
 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）、ワークショップ
 主　　催：We Love 天神協議会
 共　　催：福岡市
 制作協力：福岡美容専門学校、福岡ベルエポック専門学校、大名自治協議会
 協　　力：福岡県中央警察署、岩田屋三越
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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
 期　　間：福岡クリスマスマーケット期間中の土日祝日、計９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。またチケット
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。

❸ 自転車向け施策

　自転車安全利用推進講習会の実施
　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出前形
式で実施した。
　今回は初の試みとしてVR動画による交通事故疑似体験を実施した。

日　　時： 2019年３月12日（火）　16:00～17:00
場　　所： ソラリアプラザ　会議室
参 加 者： ３施設　８名（ソラリアステージ、ソラリアプラザ、天神コア）
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
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）
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❹ 自動車向け施策

　フリンジパーキング実証実験の実施
　天神中心部では、駐車場への入庫待ち行列等による道路交通混雑が慢性化しており、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ている。

【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。今回
は実施期間が約1年間、対象駐車場2ヵ所の総台数が約1,400台
と過去最大規模の取り組みとなっている。

実施期間 実施場所 収容台数 駐車料金 利用特典 駐車実績

１ 2019年3月16日（土）
～2020年3月（予定）

（天神北） ボートレース福岡 
第１立体駐車場

（天神南）グランドパーキング
約1,400台 １回

500円

乗車人数分の
西鉄バス片道
乗車券を進呈

121台
（2019年３

月末時点）

み ほ ん

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」
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❶ 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。2018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
2018年 ４月 ３日（火） “西郷どん”と勤王福岡藩士①　幕末の軌跡を追う！ 19名
2018年 ４月19日（木） 「天神ビッグバン」とは!?　知っておきたい福岡・天神の今昔！ 20名
2018年 ５月10日（木） いよいよ平成のカウントダウン！　まちが刻んだ「平成」を知る旅 17名
2018年 ５月25日（金） “西郷どん”と勤王福岡藩士②　「太宰府」でその軌跡を追う！ 35名
2018年 ６月 ９日（土） 江戸時代の古地図で荒戸町へ  超人気編！「古地図でまち歩き」 38名
2018年 ６月21日（木） 好評につき第２弾！ 新・六本松へ大人の社会科見学 in 「福岡市科学館」 36名
2018年 ７月 ４日（水） 博多祗園山笠 in 天神のあとは「新天町」ぶらり旅PART2へ 16名
2018年 ７月24日（火） 警固神社宝絵馬「三十六歌仙」数少ない「夏の歌」で涼もう！ 11名
2018年 ８月16日（木） 〈親子でまち歩き〉第１弾！「お金の学校」で１億円体験!? 20名
2018年 ８月23日（木） 〈親子でまち歩き〉第２弾！鴻臚館講座&藍の生葉染め体験 14名
2018年 ９月15日（土） 〈親子でまち歩き〉第３弾！初体験！福岡城で歴史実験!? 10名
2018年 ９月27日（木） 情緒あふれる初秋の博多へ！「古地図」で大人のまち歩き 24名
2018年10月10日（水） 満員予報！デパ地下巡り第４弾「大丸」バイヤーおすすめツアー！ 30名
2018年10月20日（土） ユニバーサルデザインを探せ！ふくおかUD探検隊 23名
2018年10月30日（火） 番外編　水辺の散策　西中洲・春吉編 15名
2018年10月31日（水） 番外編　水辺の散策　西中洲・春吉編 10名
2018年11月 ６日（火） 超人気！限定！力士を間近に「大相撲」九重部屋に潜入！ 31名
2018年11月14日（水） リクエスト多数につき再企画！〈西郷どん in 太宰府〉PART2 17名
2018年12月12日（水） 博多美味から寺院巡りまで古地図で歩こう！冬の博多 21名
2018年12月22日（土） “今年の厄は今年のうちに” 恒例！冬至「かぼちゃ大祭」 44名
2019年 １月17日（木） 大人気企画！古地図で歩こう！天神・大名編 14名
2019年 ２月 ３日（日） 古刹の豆まき&福ぜんざい！「節分会／星祭り」で幸運祈願 58名
2019年 ２月21日（木） デパ地下の秘密を教えます！「岩田屋本店・福岡三越」まち歩き 21名
2019年 ３月 ７日（木） 博多「和」ツアー座禅・茶の湯体験&博多の伝統工芸見学 24名
2019年 ３月28日（木） 幕末維新の痕跡を「西公園」にたどる！ 20名
2018年度実施（計25回） 588名

14

We Love 天神協議会　2018年度　事業実施報告書

04 コンテンツづくり



❶ 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。

❷ 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。

対 象 施 設（ 貸 出 時 間 ） ベビーカー台数 貸出件数

イムズ（10:00～20:00） ３台 531件

ヴィオロ（11:00～21:00） ３台 896件

ソラリアプラザ（10:00～20:30） ３台 1,288件

天神コア（10:00～20:00） ３台 733件

西鉄福岡（天神）駅（8:00～19:00） ５台 623件

福岡市観光案内所（天神）（9:30～18:00） ３台 682件

2018年度実績（６施設） 計20台 4,753件
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❶ 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

❷ WLTランチ交流会
　

　WLT会員企業の若手社員を中心に人脈の拡大や天神への理解を深めていただく事を目的とした、少人
数で気軽に参加できる「ランチ交流会～TENJIN Lunch Meet Up～」を初開催した。

開催日 ゲスト 場　所 参加人数

2018年 ７月13日（金） LOVE FM　DJ LUE 氏
クレアプランニング　戸田 三喜郎 氏 DEAN&DELUCA 26名

2018年 ８月24日（金） LOVE FM　下田 浩之 氏 DEAN&DELUCA 27名

2018年 ９月21日（金） 福岡市　野元 和也 氏 DEAN&DELUCA 24名

2018年12月 ７日（金） 岩田屋三越　酒見 翔太 氏
クレアプランニング　戸田 三喜郎 氏 DEAN&DELUCA 29名

2019年 １月25日（金） 福岡地所　片岡 吉則 氏 ウォーターサイトオットー 26名
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❸ 天神まちづくりカフェ
　

　ＷＬＴ会員が参加しやすく「天神」についての学びと交流の場を設けることを目的とする「天神まちづ
くりカフェ」を開催した。天神にちなんだ多様なテーマを用意し、業務終了後にアルコールを交えなが
ら交流を深めている。

実施日時 テーマ 講　　師 参加人数

2018年10月24日（水）
19:30～21:00

いよいよ天神ビッグバンが
動く！～天神はこれからど
うなっていくのか？～

西日本鉄道㈱
まちづくり推進本部　永井　伸 氏 26名

2019年３月６日（水）
19:30～21:00

天神開拓史！～天神のはじ
まりと発展のワケ～

福岡歴史探訪ガイド会長  天神まち歩きプロ
デューサー　井上　光枝 氏 19名
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❹ 会員交流会
　

　会員企業や従業員同士の交流促進を目的とした会員交流会を年２回開催している。天神・福岡に関連
する旬のテーマを取り上げた講演会と、会員同士の親睦を深める懇親会の二部構成で実施。

　2018年度	第１回　『福岡市が目指すインバウンド観光の未来』
日　　　　程： 2018年６月27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： 西鉄イン福岡2F 貸ホールA、BLOSSO（西鉄イン福岡13F）
参 　 加 　 者： 交流会 54名、懇親会 32名／24団体（事務局含む）
講  演  内  容： 【タイトル】 「福岡市が目指すインバウンド観光の未来」
  【講　　師】 福岡市 経済観光文化局　観光コンベンション部長　吉田 宏幸 氏

　2018年度	第２回　『G20福岡会議とキャッシュレスFUKUOKAの現在地』
日　　　　程： 2019年２月６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 51名、懇親会 37名／25団体（事務局含む）
講  演  内  容： 【タイトル】 「G20福岡会議とキャッシュレスFUKUOKAの現在地」
  【講　　師】 福岡市 総務企画局 企画調整部  阿南 公彦 氏
   福岡市 経済観光文化局  中小企業振興部  髙木 慶崇 氏
   福岡銀行デジタル戦略部  サービスイノベーション推進室 兼務　北島 美喜 氏
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❺ 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

2018年 ６月18日（月） インバウンド（今後の福岡について）

2018年11月20日（火） ラグビーW杯日本凱旋に伴う外国人観光客へのおもてなし

❻ 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WLT主催のイベント「天神夏まつり
2018」のオープニングセレモニーとして実施した。

日　　時：2018年８月３日（金） 16:40～17:00
場　　所：福岡市役所西側ふれあい広場入口（天神夏まつり会場）
参 加 者：91名
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❼ 天神サンタ大作戦

　天神地区の商業施設と協力し、まちを回遊しながら来街者に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。当日は天候不良だった為、「TENJIN HIKARI SQUARE」開催中の警固公園を起点と
し、地下ルートを中心に回遊した。

日　　時：2018年12月３日（月） 17:00～18:00
場　　所：警固公園「TENJIN HIKARI SQUARE」及び天神地下街、イムズ、きらめき通り地下通路、
　　　　　ソラリアプラザ
参 加 者：16施設／団体　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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❶ マナーアップ天神ハロウィン

　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
を配布した。

　•日　　程：2018年10月27日（土）、28日（日）11:00～15:00
　　　　　　　12:00～13:00　福岡オープントップバス乗車
  　　　　　　　 （博多街なかコース）
　　　　　　　13:30～14:30　ハロウィンノベルティ配布
  　　　　　　　 （ハロウィンゴミ袋、お菓子）
　•参 加 者：親子19組52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：2018年10月27日（土）、28日（日）13:00～17:00
　•撮影会場：きらめき通りのホコテン会場
　•参 加 者：20組
　•放 映 日：10月31日（水）
　•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：2018年10月31日（水）20:00～
　•参加人数：80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。

　•日　　程：2018年11月１日（木）8:20～
　•参 加 者：WLT会員、福岡市職員
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❷ 居酒屋・カラオケ店等の客引き対策のパトロール参画
　

　毎月2回、夜間に天神・大名地区の客引き
を行っているスタッフにマナー啓発を呼びか
けるパトロールに参画している。

　
❸ 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。

❹ 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。

❺ 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。
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❶ 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始まった水辺の
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。

　

❷ 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で「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

　
❸ 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４件の広告掲出
があった。

掲出期間 広　告　主

2018年 ４月 １日（日）～2019年 ３月31日（日） セブン-イレブン・ジャパン

2018年 ４月 １日（日）～2018年 ６月30日（土） ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会

2018年 ９月 １日（土）～2018年 ９月30日（日） ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会

2018年11月 ８日（木）～2018年11月30日（金） ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会
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❹ 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
り当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 場　所

2018年 ５月20日（日） ウィッグリンクジャパンPRイベント ライオン広場

2018年 ６月29日（金） 大牟田市プロモーション ふくぎん本店広場

2018年 ７月 ７日（土） YOKA! Pay 学園祭 presented 福大 ふくぎん本店広場

2018年 ７月21日（土）、22日（日） ソラリアマルシェ ゼファ

2018年 ８月31日（金）、９月１日（土） おおむら Market in 福岡 ふくぎん本店広場

2018年 ９月 ９日（日） ウィッグリンクジャパンPRイベント ライオン広場

2018年10月 ４日（木） 八代地域観光物産展 ふくぎん本店広場

2018年10月 ５日（金）、  ６日（土） ソラリアマルシェ ゼファ

2018年10月 ７日（日） 九州農業・水産高校収穫祭2018 ゼファ

2018年10月12日（金）、13日（土） 那珂川観光物産展 ふくぎん本店広場

2018年11月 ３日（土） ドリームラグビーフェスティバル2018 ふくぎん本店広場

2018年11月 ４日（日） まるごと神埼！秋の収穫祭 ライオン広場

2018年11月 ９日（金） 柳川 OUTING! in 福岡銀行 ふくぎん本店広場

2018年11月15日（木）、16日（金） いさはや WEEK in 福岡 ふくぎん本店広場

2018年11月23日（金） 九州茶業研究大会福岡大会　九州茶カフェ ライオン広場

2018年12月 ２日（日） 福岡銀行クリスマスイベント ふくぎん本店広場

2018年12月15日（土）、16日（日） 南島原・天草パネル展 ライオン広場

2019年 １月12日（土）、13日（日） ラジオでハッピー20 ゼファ

2019年 １月19日（土）、20日（日） ふくおかフラワーフェア ライオン広場

2019年 １月26日（土） 下関DAY ! スペシャル ゼファ

2019年 ２月 １日（金）～ ３日（日） ちっご応援マルシェ ゼファ

2019年 ２月14日（木）、15日（金） 世界遺産登録記念イベント ふくぎん本店広場

2019年 ３月 ９日（土） ラグビースプリングフェス2019 ふくぎん本店広場

2019年 ３月20日（水） 松浦市フェア ふくぎん本店広場
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❶ TV番組を活用した情報発信

　TNCの情報バラエティ番組『てんじんnow!』で、随時あらゆる天神情報の発信を行った（毎週土曜日
12:00～放送）。
　「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・中島浩二氏が担当。

❷ 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る。
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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。

開催日 会議体

2018年 ５月 ８日 大都市部会・幹事会・全国エ
リマネシンポジウム（広島）

2018年 ６月 ５日 全国エリマネシンポジウム
（東京）

2018年 ８月 ７日 幹事会（東京）

2018年 ９月27日 幹事会・総会・全国エリマ
ネシンポジウム（東京）

2018年11月 ６日 全国エリマネシンポジウム
（大阪）

2018年11月 ７日 負担金制度部会（大阪）

2019年 １月28日 官民ボーダレスまちづくり
ミーティング（福井）

2019年 ３月 ６日 幹事会（東京）

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（2019年３月31日時点）】
種　　別 団体数

正会員 100

エリアマネジメント団体 42

法人 20

個人 38

一般賛助会員 23

オブザーバー 27

合　計 150
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❸ 「全国まちづくり会議2018 in 福岡」への参画

　2018年９月９日に福岡市東区箱崎の九州大学箱崎キャンパスで開催された「全国まちづくり会議2018 in 
福岡」（日本都市計画家協会主催）に当協議会が参画した。博多まちづくり推進協議会や福岡市の担当者らと「エ
リマネ組織のネットワークを考える」をテーマに、エリマネ団体が抱える課題や行政との連携のあり方等に
ついてトークセッションを行った。

❹ 世界銀行主催「公共交通及びエリア開発に関する実務者研修会合」への参画

　2019年１月23日にアクロス福岡で開催された世界銀行主催「公共交通及びエリア開発に関する実務者研
修会合」に、天神のエリアマネジメント団体として参画した。当日は途上国の政府関係者など約60名が参加。
当協議会の活動概要をパネルディスカッション形式で説明したのち、天神中心部の商業施設や警固公園、旧
大名小学校跡地などを視察。活発な意見交換が行われた。
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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。
　2018年度は30イベント（78日）稼働した。

〈主な使用実績〉
実　施　日 イベント名

2018年 ４月15日（日） 「コブクロ」ライブ

2018年 ４月21日（土） 優光泉＃九州まわるっ隊フェスティバル

2018年 ５月25日（金）～27日（日） 福岡ICHIBANのぼせ祭り

2018年 ６月16日（土）、17日（日） メルカリフリマin福岡

2018年 ７月 ５日（木）～ ８日（日） サッポロパーフェクトデイズ

2018年 ７月24日（火）～29日（日） Festa de Spumante FUKUOKA 2018

2018年 ８月 ３日（金）～ ５日（日） 天神夏まつり2018

2018年 ９月 ２日（日） 久留米フェスティバルin天神

2018年 ９月29日（土）、30日（日） ミュージックシティ天神

2018年10月 ８日（月）～14日（日） 福岡ボルドーワイン祭り

2018年11月 ３日（土） 食肉フェスタ2018

2018年11月23日（金） 日本総フィットネス化プロジェクト AYA’s WORKOUT LIVE

2018年11月29日（木）～12月25日（火） 天神クリスマスマーケット

2019年 １月27日（日） 西日本スポーツフェスタ

2019年 ２月 ９日（土）、10日（日） 天草市観光物産展

2019年 ２月23日（土）、24日（日） 福岡県農林水産祭り

2019年 ３月 ３日（日） 奄美の観光と物産展in福岡

2019年 ３月 ９日（土）、10日（日） LOVE FM FESTIVAL 2019

2019年 ３月23日（土）、24日（日） ホークス30周年イベント

※福岡市主催イベント除く
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We Love 天神協議会　会員一覧

●	地区会員
イオン九州㈱
㈱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
㈱西日本新聞社
㈱西日本新聞ビルディング
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35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
NPO法人グリーンバード福岡
NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス 福岡支部
エイベックス・エンタテインメント㈱
㈱エフエム福岡

㈱オカムラ
嘉穂無線ホールディングス㈱
きものレンタルまゆの会
九州朝日放送㈱
(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㈱
㈱熊谷組 九州支店
㈱久米設計 九州支社
㈱class M
㈱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
コクヨマーケティング㈱ 九州支社
㈱サエキジャパン
㈱佐電工 福岡支店
㈱サンケイビジネス
㈱三広
㈱サン・ライフ
㈱JTBトラベルゲート天神
㈱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
㈱大央
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
㈱竹中土木 九州支店 天神明治通り地下通路工事作業所
㈱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
㈱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
㈱Nature Innovation Group

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
フィリップモリスジャパン合同会社
福岡印刷㈱
公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー
(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
㈱URリンケージ 九州支社
㈱よしもとクリエイティブエージェンシー
㈱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
㈱ROOTAGE
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97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140会員（2019年5月時点）
 （五十音順）



We Love 天神協議会
会員募集のご案内

　We Love 天神協議会は「歩いて楽しいまち」「心地よく快適に過ごせるまち」「持続的に発
展するまち」の実現に向けて活動しているエリアマネジメント団体です。
　当協議会の活動目的にご賛同される方々に対し、広く会員を募集しています。
　私たちと共に天神のまちづくりにご協力くださいますようご案内申し上げます。

天神をみなさんでより良いまちにしませんか？

会員になると様々なイベントに参加することができます！

■ 会員向け活動
　  ◦ 天神まちづくりカフェ、コンシェルジュミーティングなど学びの場への参加

　  ◦ 国内外の他都市視察への参加

　  ◦ 天神打ち水大作戦や天神サンタ大作戦等の季節の催しへの参加

■ 会員企業間の交流
　  ◦ 会員交流会やWLTランチ交流会などの交流の場への参加

■ WLT主催イベントのボランティア
　  ◦ FUKUOKA STREET PARTYなどのボランティアへの参加

■ 会員構成・会費
地区会員 一般会員 特別会員 会費

天神地区内の建物・施
設 な ど に 関 わ る 者 で
あって、原則としてそ
の全部、もしくは一部
の設置者、所有者、管
理者、ならびに天神地
区内の地域団体

地区会員とともに本会
の活動を推進する者で
あって、原則として天
神地区および周辺地区
に所在する営利団体、
財団・社団法人等、個人、
非営利団体、ならびに
居住者、従業者など。

地区会員・一般会員と
ともに、本会の活動を
行政・学術などの立場
から推進する者であっ
て、原則として行政機
関、公的機関、もしく
は教育・研究機関など。

■ 年会費
　 地区会員 一口5万円
　 一般会員 一口3万円
■ 自治活動費
　  地区会員が建物の規

模に応じて負担
■ 事業負担金(協賛金)
　  事業の趣旨に賛同す

るものが負担

We Love 天神協議会
〒810-0001　福岡市中央区天神一丁目15番5号 天神明治通りビル1階

TEL 092-734-8750
welovetenjin.com
  We Love 天神  検索

お問合せ先
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