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① 共働のきっかけ

② 共働の必要性

　福岡市が実施している調査（出典「新・基本計画の成果指
標に関する意識調査」 平成23年、24年）では、福岡市民で
スポーツを行っている人の実施率・実施頻度は、年々増加
する傾向にあり、「週に１回」と答えた人まで含むと、全体
の約半数に及ぶ50%が頻繁に自らスポーツに取り組んで
いる事がわかります。健康志向の高まりなどもあり、家の
すぐ近くで楽しめる「ウォーキング」や「ジョギング」など
に取り組む方の割合も増加しており、2つのジャンルを合
算すると、その割合は（スポーツをしている人の中で）40％
にも達します。
　「ウォーキング」や「ジョギング」に取り組まれる市民の
増加は、自ずとそれらのスポーツが「近所の道路」や「公園」
などの“身近な場所”で行われることにも繋がっており、そ
れ自体は喜ばしいことながら、それらのニーズや危険性へ
の対応という面では、不安な点も多くある状況でした。
　福岡市では、公園や緑地・街路等において、ゴムの舗装や
距離表示・準備運動ができる遊具の整備、自転車専用道の
設置など、市民がスポーツ取り組みやすい環境の整備をす
すめていますが、それらの取り組みは、市民のニーズを必
ずしも充分にかなえているものではなく、また、その紹介
も徹底されていないため、有意義な情報も一部の市民への
周知にとどまっているのが現状です。
　例えば、ウォーキングルートの紹介マップなど、自治体
をはじめとする様々な機関から、多くの紹介メディアが作
成・配布されていますが、その情報には一律のルールがな
いため、市民が活用しにくいものとなっています。

　意識調査の結果にもあるように、スポーツをする「場」と
しての、公園や道路・歩道など、身近な環境の整備が求めら
れており、中でもとくに、その「情報の充実」が課題となっ
ていることがわかります。
　課題解決にむけた手法として、市民のニーズを汲み取
り、それぞれのコミュニティにおける最適な情報を提供で
きるNPOとハード整備や情報収集において専門性の高い
スキルや実績を持つ行政との「共働」は、市民にとって、身
近な場所でのスポーツ環境を構築し、その意識の啓発を図
る上で、たいへん必要性の高いものだと考えています。
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　市民がいつでも気軽にスポーツをできる環境を整備す
るため、「みんなでスポーツ！実行委員会」（以下：委員会）
では、市民（地元地域）の意見やアイデアを活かしながら、
身近なスポーツを推進する「機運づくり」と、その実現にむ
けた「環境づくり」を初年度（2014年度）の事業目的として
定め、事業を開始しました。

　その取り組みの中で明確になったことは、ジョギング・
ウォーキング・サイクリング等の気軽に取り組めるスポー
ツの普及・啓発は、市民個々の自覚に基づくものがほとん
どであり、市民にその体験を促すような広報やPR・意識を
喚起する方策は、不十分であることがわかりました。現在
でも、多くの情報媒体は作成されており、例えば公園には
ランニング・ウォーキング用の距離表示があるなどの環境
整備もなされていますが、そこには統一の視点がなく、利
用者にも使い勝手が悪いものとなっていることも課題と
して捉えられます。

　そこで委員会では、初年度の事業で得られた情報を活用
しながら、市民のニーズに沿った情報提供ができない状況
を改善するため、上記の2つの目的を叶えるものとして、
「スポーツに取り組むための情報提供の充実」を事業目的
として掲げ、その「構想期」を2015年度、「展開期」を2016
年度と設定し、２カ年での目的の達成をめざしました。
　さらに、その目的を具現化するものとして、２つの実施
方針〔①メディア媒体の強化と構築、②コンテンツの魅力
アップ〕を設定しました。

　委員会では、現在よりも多くの市民が気軽にスポーツに
取り組むことができる環境を生み出す「情報提供の充実」
を実現するため、「スポーツとの“新しい”出会い」を事業の
ビジョンとして定め、その実現につとめます。
　最終年度となる2016年度は、下記の2項目の事業に取り
組みました。

①情報発信事業：
市民にとって有益な情報提供コンテンツの企画・制作

②成果検証事業：
市民がスポーツに関して求めている情報が充実したかど
うか、事業による情報の充実度の調査・検証

「環境づくり」「機運づくり」

スポーツが気軽にできない状況

コンテンツの
魅力アップ

スポーツに取り組むための

情報提供の充実

メディア媒体の
強化と構築

2014年

2015年

実態調査

情報発信

ワークショップ

「スポーツとの“新しい”出会い」

2015年

2016年
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＞ 前年度までの事業で設定した、もっともスポーツへの関心や実施率が低い「勤労者
世代」をメインターゲットとしながら、この世代のQOL（クオリティオブライフ）の
向上を事業およびメディア設定のビジョンとしました。

＞ スポーツの意義・観点として大きなウエイトを占めている高齢者に向けた健康づく
りの視点を除外することで、従来の情報提供との差異を明確にします。

＞ 情報提供のメインコンテンツとしては、多くの情報提供と多方面からのアクセスが
望める「公式ホームページ」を設定しました。また、スポーツに取り組む人の「生の
声」や興味喚起につながる楽しい情報をまとめたマガジン形式とし、その開設・更新
を行いました。

＞ 前年度実施した大濠公園でのアンケート調査でも要望が多かった市内ウォーキン
グルートなどを紹介する「スポーツマップ」を作成し、実際に手にできる情報メディ
アとして配布。ホームページでの情報収集が不得手な人にも対応しました。

① 情報発信事業

　身近なスポーツに関する情報は、紙媒体やホームページなど、様々なメディアに
よって発信されています。しかし、市民のニーズに沿った情報（とくに市民に身近な
ジョギング・ウォーキングなど）は少なく、年齢層や地域性に則した情報の最適化が
求められています。

事業の背景

１：公式ホームページの制作・運用
福岡市のニーズや実情に則したスポーツに関する情報を公式ホームページを設けて
提供する。昨年度までの取り組みをベースとして、サイト構成やコーナー展開、活用方
法などを設定し、サイトの立ち上げと更新・運営にあたる。その際、運営期間や更新規
則なども設定し、情報が滞らない仕組みづくりにつとめる。

＞九州コミュニティ研究所の役割

共働による取り組みを無理なく実施するためには、互いの思いや狙いを確認しなが
ら、事業としてのミッション・ビジョンとの照らし合わせを行う意思疎通が重要であ
ると考え、事業の進捗を確認する打ち合わせを定期的に行いました。とくに①情報発
信事業では、NPOが企画提案した内容について、行政側がその公平性を検討する役割
分担を行い、自由な発想の中にも公共性が高い情報発信につとめました。

双方の役割

市民にとって、より有益な情報を提供するために、最適なメディアとして、公式ホーム
ページの開設と情報の更新を行います。また、身近なスポーツ環境づくりとしてニー
ズが高かった市内のスポーツマップを企画・制作します。
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２：スポーツマップの企画・制作
身近なスポーツ環境づくりに効果的な情報を紙媒体として編集し、市民に発信する。
昨年度の調査（とくに大濠公園での聞き取りアンケート）から、ルートマップの必要性
やニーズが高いと判断したため、福岡市内のルート（ウォーキング、ジョギングなど）
を表示するマップ形式の媒体を企画・制作する。

１：ホームページ掲載情報の提供
市内で実施されているスポーツ大会やスポーツ施設に関する情報を整理し、メディアで
の掲載に適切なものにする。

２：関係機関にむけた協力依頼
個人情報保護の観点など、公的機関として守るべきプライバシーポリシーの徹底と
ルールづける。NPOと共働し、情報提供者との交渉や趣旨の説明を行い、的確な情報
ソースの獲得に努める。

＞スポーツ振興課の役割

②成果検証事業

１：成果検証の実施
市内で実施されているスポーツ大会やスポーツ施設に関する情報がどれだけ浸透して
いるか、この事業によってその理解が深まったかどうかなどを測るため、アンケートの
設問項目の設定を行いました。

＞スポーツ振興課の役割

共働による取り組みですが、両者が求めている成果や達成目標には、緩やかな相違が
あることがわかりました。そこで、双方の目的を再度明確に提示し、プロジェクトと
してのミッションやビジョンとのすり合わせを行いました。そのことにより、双方の
役割は明確となり、成果検証の意義も高まりました。

双方の役割

１：成果検証にむけた評価項目の設定
事業の成果を検証するために、その評価項目を設定しました。主には、委員会で制作し
たメディアが市民にどのように捉えられているのか、自身のスポーツとの関わりに変
化があったかなど、３ヶ年で取り組んだ事業の達成度や将来性を測定しました。

＞九州コミュニティ研究所の役割

　プロジェクトの主旨を、市民のニーズに沿った情報提供と設定しているため、その
浸透度や達成度の検証が事業としての成果を測る意味でも大きなポイントであると
判断しました。現状やニーズを測る２年目までの調査とは異なり、この事業では、当
プロジェクト内で生まれたメディアや考え方の意義の測定に重点を置いています。

事業の背景
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①情報発信事業／公式ホームページ

多くの執筆者が、コラムを連載する「記事情報」をはじめとるする、4種類のコンテンツからなる
「ウェブマガジン形式」により、幅広いスポーツに関する情報を展開しました。
スポーツとの“新しい”出会いをお届けするウェブマガジン「SPORTS DISH（スポーツディッ
シュ）」と命名し、いつも仕事が忙しくてスポーツなんてできないと思っている方、やる気はあっ
ても何をすれば良いのか分からない方など、スポーツが生活に身近ではないみなさんに活用して
いただける、思わずカラダを動かしたくなる情報が満載しているサイトを目指しました。

○テキストと写真によるコラム
○動画などの手法も交え、多彩なコンテンツを編成
○facebookなどと連動しながら展開

▲公式ホームページ＿コンテンツ構成

▲公式ホームページ＿「SPORTS DISH（スポーツディッシュ）」のロゴタイプ

カラー　C0M45Y100K0

❶ COLUMN （コラム）　◯ 7 タイトル　29 本　（h28.3.31 現在）

❷ READY? （実践情報）　◯6 タイトル　36 本　（h28.3.31 現在）

❸ RECOMMEND （おすすめ情報）　◯4 タイトル　17 本　（h28.3.31 現在）

❹ PROJECT　◯3 タイトル　20 本

トップページ
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　スポーツに関する様々な情報の中から、とくにスポーツ
を始めてみたくなるきっかけとなるもの、自身が体験する
ことが難しい内容であること、スポーツに取り組んでいる
人が少ない「勤労者」のニーズに則しているものなどに狙
いを絞り、コンテンツを設定しました。
　現在、4種のメニューからなる、20タイトル104本のコ
ンテンツをアップ（h28.3.31現在）しており、共働事業終
了後も各種コンテンツの追加・更新を予定しています。

❶ COLUMN （コラム）
◯ 7タイトル　29本　（h28.3.31現在）
◯ 執筆者ごとのスポーツへの思いやこだわりを
◯ コラム形式での執筆（各6回、月間更新を想定）

こだわりをもってスポーツ（広義に楽しく体を動かすこ
と）に取り組んでいる人に、その楽しさや意義を紹介して
もらうことで、スポーツへの考え方や視点を広げます。コ
ラム形式による各6回（月間更新）の記事を基本として、順
次更新を設定しています。執筆者には、マニアックなス
ポーツも含めて、スポーツの多様性や特色ある楽しさを紹
介していただきました。

●全力おかあの遊び日記
◯執筆：櫻井翠（主婦・福岡市）
○掲載数：7本（全7本完了）
母親の視点から体を動かすこと、子供と一緒にスポーツを
楽しむことについて考えるコラム。

●僕が山を歩いている理由
◯執筆：平田大和（建築家・福岡市）
○掲載数：6本（全6本完了）
建築家である執筆者が、友人の誘いによって登山と出会
い、趣味として病みつきになるまでの経過を紹介。

●そこに道がある限り
◯執筆：池園仁（サラリーマン・福岡市）
○掲載数：5本（全6本予定）
まったく運動をしていなかったサラリーマンの執筆者が、
マラソン大会に出場するようになるまでの経緯を紹介。

①情報発信事業／公式ホームページのコンテンツ

▲全力おかあの遊び日記：櫻井翠（主婦・福岡市）

▲そこに道がある限り：池園仁（サラリーマン・福岡市）

▲僕が山を歩いている理由：平田大和（建築家・福岡市）
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●ダイバーシティボーイの思うこと
◯執筆：立石拓（グラフィックデザイナー・東京）
○掲載数：4本（全6本予定）
東京でデザイナーとして活躍する執筆者が、仕事のリフ
レッシュとアイデア創出に活用するダイビングを紹介。

●たかがスポーツ、されどスポーツ
◯執筆：ざかしんく（ブロガー・福岡市）
○掲載数：4本（全6本予定）
アビスパ福岡の観戦レポートが話題を集めている人気ブ
ロガーである執筆者が、スポーツを観戦するさまざまな楽
しみ方を紹介。

●福岡が一番
◯執筆：森省三（NPO法人代表・福岡市）
○掲載数：2本（全6本予定）
中高生の部活（主に試合結果）に関する情報を網羅する情
報サイト「部活ガンバ」。全国でも唯一の部活情報サイトが
誕生するまでの経緯を振り返る。

●LIFE cycling
◯執筆：山田大五朗（プロMTBライダー・福岡市）
○掲載数：1本（全6本予定）
幼少期から自転車に乗ることが好きで、海外に出向きマウ
ンテンバイクのプロライダーとして活躍するまでのいき
さつを時代に沿って紹介。

今後は、予定分の記事の更新を行う他、プロレスの面白さ
を紹介するコンテンツやファッションデザイナーから見
る「スポーツ」の考え方、ボルダリングに関するこだわりの
紹介など、スポーツを取り巻くいろんなコンテンツを計画
中です。

①情報発信事業／公式ホームページのコンテンツ

▲たかがスポーツ、されどスポーツ：ざかしんく（ブロガー・福岡市）

▲福岡が一番：森省三（NPO法人代表・福岡市）▲LIFE cycling：山田大五朗（プロMTBライダー・福岡市）

▲ダイバーシティボーイの思うこと：立石拓
　　　　　　　　　　　　　　　   （グラフィックデザイナー・東京）
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❷ READY? （実践情報）
◯6タイトル　36本　（h28.3.31現在）
◯今日からスポーツを実践できるヒントとなる情報
◯“楽しく”を重視した設定

「はじめるよ。準備はいいですか？」をテーマに、今日から
実践できるスポーツや体を動かすための情報を紹介。テー
マごとのタイトルを設定し、さまざまな視点から、スポー
ツに取り組みたくなる気持ちを喚起しました。

●ワークワーク ストレッチ！
◯執筆：穴井芳恵（スポーツトレーナー・福岡市）
○掲載数：11本（全25本予定）
日頃の生活で取り入れやすい「ストレッチ」を動画で紹介
しました。とくに、サラリーマンやOLが通勤中や仕事中に
できる簡単な動作により、体を動かすことの大切さを実感
してもらうことを目指しました。

●福岡を歩いてスポーツ！
○掲載数：18本（全18本完了）　※実行委員会制作
スポーツマップに掲載したルートを、1コース1ページをつ
かって、より詳しく紹介しました。

●沿線ちょい歩き
○掲載数：2本（全8本予定）　※実行委員会制作
勤労者が簡単に楽しみながらできるスポーツとして、一つ
前の駅で降りて歩くことを提案しました。

●管理栄養士-X
○掲載数：2本（全6本予定）　※実行委員会制作
管理栄養士が執筆し、食事やカロリーの知識を紹介。

●トライアスロン、一問一答！
○掲載数：1本（全6本予定）　※実行委員会制作
トライアスロンの競技者が生の声で応える、この競技の楽
しいポイントや競技者ならではの裏話。

●福岡プラスサイクル
○掲載数：2本（全6本予定）　※実行委員会委託制作
福岡市の事情（街中での乗り方など）に則したサイクリン
グを中心にしたライフワークの楽しみ方を紹介しました。

今後は、予定分の記事の更新を行う他、ニュースポーツの
体験レポートなど、より身近に感じてもらえる記事・情報
を紹介します。

▲ワークワーク ストレッチ！：穴井芳恵（スポーツトレーナー・福岡市）
※各動画は、１本３分程度で構成し、youtubeにアップしています。

▲福岡を歩いてスポーツ！（実行委員会制作）

▲実行委員会制作のコンテンツ

▲福岡プラスサイクル（実行委員会委託制作）
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❸ RECOMMEND （おすすめ情報）
◯4タイトル　17本　（h28.3.31現在）
◯「モノ」に着目したコーナー

気軽にスポーツをはじめるきっかけとして、その気持ちを
喚起する「モノ」の存在に着目し、オススメ情報として紹介
しました。

●コミック de ペッパー　12本（全30本予定）
スポーツについて描いている漫画の中から、いろんなジャ
ンルの競技を幅広く紹介しました。

●オレのコレ　2本（全20本予定）
スポーツを実践する人に、その競技に関する道具のこだわ
りを紹介してもらいました。

●SPORTS BRAND FILE　1本（全20本予定）
スポーツメーカーを１社ごとにクローズアップし、その
メーカーが歩んできた歴史や特徴を紹介しました。

●心とカラダを燃やす、ブックの数々　2本（全10本予定）
ダイエットを目指す執筆者が自身の気持ちを喚起させて
くれる書籍を紹介しました。

今後は、スポーツメーカーと連携したシューズの紹介な
ど、自身のスポーツとの関わりに繋がりやすい情報の提供
を目指します。

❹ PROJECT
◯3タイトル　20本

「福岡マラソン」など、福岡市が実施しているスポーツイベ
ントの紹介や当委員会がこれまでに取り組んできたプロ
ジェクトの解説を行い、サイトの意義を深める内容づくり
につとめました。

●特集　4本
●ニュース・お知らせ　7本
●これまでの事業レポート　6本

▲コミック de ペッパー（実行委員会制作）

▲オレのコレ（実行委員制作）

▲実行委員会制作のコンテンツ

▲特集：福岡マラソン（実行委員会制作）
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（5）事業の詳細

　当委員会では、情報発信事業の一環として、公式ホームページだけでは担いきれないニーズに対
応する「福岡スポーツスポットウォーキングマップ」を作成しました。このマップは、これまで２年
間の調査やワークショップの中で収集した情報を活用し、福岡市内の身近にあるスポーツスポッ
トの紹介とそれらのポイント楽しみながら歩いて往来できるルートを網羅したコースを紹介する
ものです。福岡市内の17種類のコースを巡って、楽しい時間を過ごすことで、スポーツをもっと身
近に感じていただけることを願っています。
このマップの配布に際しては、紙面で紹介したスポーツスポットでの配布はもちろん、スポーツ推
進課とも連携し、体育館等の市内の公共施設にも設置しました。また、入手が困難な方のために、公
式ホームページでのダウンロードも可能としています。

◯ 全17コース　（東区：3　博多区：2　中央区：2　南区：2　城南区：2　早良区：2　西区：3）
◯ コースの内容と主なスポット
　01：潮騒コース（東区2.8km／香椎浜、あいたか橋、アイランドシティ）
　02：必勝祈願コース（東区2.8km／筥崎宮、社領スポーツ広場）
　03：香椎宮の不老長寿コース（東区4.0km／香椎宮、三日月山）
　04：板付弥生文化コース（博多区5.8km／JR竹下駅、板付遺跡）
　05：飛行機大好きコース（博多区7.3km／月隈、福岡空港、東平尾公園）
　06：水と緑のコース（中央区6.7km／警固、鮮魚市場、西公園、舞鶴公園）
　07：坂で脚力アップコース（中央区3.1km／桜坂、福岡市動植物園、浄水通り）
　08：マテバシイどんぐりコース（南区4.6km／長住、野間大池、平尾霊園、鴻巣山緑地）
　09：土遊び幸せコース（南区3.4km／桧原運動公園、花畑園芸公園）
　10：のんびり散歩コース（城南区4.0km／別府橋、梅光園緑道、友泉亭）
　11：お池周辺コース（城南区7.4km／片江、福岡大学、西南杜の湖畔公園）
　12：歴史堪能コース（早良区4.5km／西新、高取、祖原山公園、福岡市博物館）
　13：マイナスイオンコース（早良区1.8km／曲渕、野河内渓谷）
　14：海RUN！浜RUN！コース（早良区2.7km／福岡タワー、マリゾン、福岡ヤフオク！ドーム）
　15：シーサイドコース（西区4.8km／小戸公園、福岡市ヨットハーバー、マリノアシティ）
　16：いにしえの早良平野歴史コース（西区5.3km／かなたけの里公園、飯森神社、西部運動公園）
　17：今津風待ちコース（西区8.5km／今宿、元寇防塁、今津運動公園）

①情報発信事業／スポーツマップ

▲福岡スポーツスポットウォーキングマップ
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の地域でスポーツができる場所が発見できた」（46名：28.4％）「日頃、どの道を選んで歩くか
興味を持つようになった」（43名：26.5％）「スポーツについて、もっと情報が欲しいと感じ
た」（39名：24.1％）など、自身がスポーツをしたくなる起因となる回答、スポーツへの興味を
喚起させられた回答が多く見られました。
しかし、制作メディアの完成から検証までの期間が短く、最適な検証にはならなかったこ

とは、反省点として挙げられます。このようなメディアが市民に浸透するまでには、期間を要
するため、より大きな事業の効果が上がるのは、もう少し後になるのではと感じました。

②成果検証事業
当委員会では、事業の成果を検証するため、アンケート調査を実施しました。期間をマップの
完成をスタートとする1ヶ月間に設定し、公式ホームページ「SPORTDISH」内で回答できる
ウェブアンケートと記入式で回答できる紙面でのアンケートの２種を準備しています。

設問では、①情報発信事業で作成した2つの情報媒体に関する感想の収集を中心に、福岡市
内で実施されている（実施を予定している）スポーツイベントの認知度を収集しています。
２種類のアンケートにより、169件の回答を得ることができました。アンケートの収集に関
しては、公式ホームページ内での回答の呼びかけのほか、福岡市内で働く勤労者世代をター
ゲットに実際のマップを手にしながら、回答をいただきました。

③アンケート回答者数　169票
④実施期間　1月22日～2月22日

アンケートによるご意見では、「スポーツに対する意識が高まった」（51名：31.5％）「自分 

▲男女比・年齢比ともに、ほぼ均等。、市外に居住で活動もしていない方は6名（3.6%）と福岡市内の居住者、勤労者による回答がほとんどとなった。

○回答者の属性
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▲「あまりスポーツをしない」「スポーツをしていない」と答えた方が全体の50%にのぼり、スポーツのさらなる振興が必要なことがわかる。

▲「おもしろい」「格好いい」「スポーツに興味が湧いた」など、印象はそれぞれ異なるが、好意的な印象を持った方がほとんどとなった。

▲左　「よくするスポーツ」として、ジョギング・ウォーキングが圧倒的な数値となった。身近で行えるスポーツであることがわかる。

▲右　「観戦するスポーツ」として、プロ野球の人気が根強いことがわかる。

○スポーツとの接点

○公式ホームページ（SPORTSDISH）について
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▲「いろいろなスポーツスポットがあることに気づいた」が、86票（52.4%）と大きな印象を与えたことがわかった。

▲0コース、1～4コースが圧倒的に多く、市内をウォーキングする習慣はまだ進んでいないことがわかる。

▲「マップに掲載してあるコースを行ってみよう」「ウォーキングコースを意識して歩いてみよう」がともに高く数値となったとなった。

○スポーツマップについて

▲「COLLUMN（コラム）」への人気が66票がとくに高く、「READY（体を動かすための情報）」が58票（37.4%）が続く結果となった。

※スポーツに関する考え方を「記事として読みたい」というニーズがあることがわかった。
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▲「とくに意識に変化はなかった」を選択しなかったほとんどの方（82.7%）は、スポーツについて好意的な（前向きな）印象を持つ結果となった。

▲スポーツイベントとして、市民が参加できる「福岡マラソン」に人気が高いことがわかる。

▲「ワールドカップラグビー」「世界水泳」への関心の高さがわかる。

○福岡市のスポーツイベントについて

○制作メディア（ホームページ、マップ）への感想（総括）

日本陸上選手権

スポーツに関する意識が高まった

自分の地域でスポーツができる場所が発見できた

日頃の行動に興味を持つようになった

スポーツについてもっと情報が欲しい

クロスカントリー大会

世界水泳選手権
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○スポーツ振興への効果検証

スポーツへの意識・関心が低い方「あまりスポーツをしていない（54名）」「スポーツをしていない
（33名）」が、今回の事業でどのような意識の変化があったのかについて検証し、事業の効果検証
を行いました。
最終設問である「WEBサイトやマップを見て、スポーツに関する意識に変化はありましたか？」
について、上記2つの属性（スポーツへの意識・関心が低い方）の回答とのクロス集計を行いまし
た。

上記の結果から、これまでスポーツに取り組んでいなかった方が、今回の事業（２種類のメディア）を通して、スポーツ
に好意的な印象を持ったことがわかります。
とくに、自身の地域でできる身近なスポーツ（楽しく体を動かす）ことへの気づきを与えることができたこと、情報を得
たいという意欲・関心を高めることができたことは、大きな成果としてとらえられます。

Q： 「WEBサイトやマップを見て、スポーツに関する意識に変化はありましたか？」（複数回答可）

スポーツに対する意識が高まった

自分の地域でスポーツができる場所が発見できた

日頃、どの道を選んで歩くか興味を持つようになった

スポーツについて、もっと情報が欲しいと感じた

とくに意識の変化はなかった

設問 あまりスポーツをしていない
（54名）

7名（13％） 13名（39％）

10名（18％） 18名（55％）

10名（18％） 13名（39％）

4名（7％） 15名（45％）

9名（17％） 9名（27％）

スポーツをしていない
（33名）



（6）共働する上で苦労した点・工夫した点

①苦労した点

3年連続で担当課の職員が２名とも代わり、事業の意図や実施内容の調整には、時間やコミュニケーションを要しまし
た。とくに、2年間での実施内容が、成果の見えにくい調査・検証に偏っていたことも影響していました。

②工夫した点

共働の成果を上げるためには、事業への共通認識をもつことが重要となるため、担当者レベルでの打ち合わせを定期的
に行いました。実施内容を確認する際の書類の書式を共通化することにより、ブレの少ない情報共有ができるように努
めました。それによって、ミッションを見失わずに事業をすすめることができました。

（7）担当者の声・市民の声

NPO担当

昨年度と同様に、「スポーツ」をはじめとする、さまざまな言葉の認識が、行政とNPOでは異なっていることを実感しまし
た。NPOは、行政が課題とすることを忠実に理解するためにも、多くのコミュニケーションをとり、相互理解を進めるこ
とが必要だと思った。

（8）今後の展開

3年間を費やして得ることができたスポーツをすすめるための情報群は、さまざまなニーズや視点に応えるものとなり
ました。今後は、NPOと行政が別々の活動を行うことになりますが、公式ホームページをNPO、スポーツマップを行政が
継承し、それぞれの独自の発展をすすめることとしています。大きな変容がある際などには、当初の意図を確認し合うな
ど、これまでの事業で培ったコミュニケーションの追求をはかり、本事業の目的である「身近なスポーツ環境」の推進を
はかってまいります。

市担当

市民がスポーツに興味を持つきっかけづくりとして、市民ニーズを汲み取った最適な情報を提供することが、大きな効果

を持っていることがわかりました。NPOのノウハウやネットワークを引き出すために、多くのコミュニケーションを取りました。

市民の声

○スポーツをすることは、とくに健康維持をはかるためのことで、楽しみづくりという観点は持っていなかった。この取
り組みが進み、多くの楽しめる機会が増えることは喜ばしいことだと思う。

○気軽に取り組めるきっかけを提供してもらい、楽しく体をうごかすことに繋げることができた。「スポーツ＝いいこ
と」だというイメージは強いが、なかなか自分では実践できないことは、スポーツ推進の障壁になっていると思います。

○働いている人は、なかなかスポーツに取り組む時間を確保できないので、短時間で簡単にできるアイデアは大いに役
立ちました。
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	みんスポ2016ラフ事業報告書13
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