令和元年９⽉３⽇
福岡市政記者各位

スマートフォンアプリ活⽤によるウォーキング促進実証事業の実施について
〇 ⼈⽣ 100 年時代を⾒据えた持続可能な健寿社会をつくるプロジェクト『福岡 100』の取組みの⼀つとして，「市⺠が⽇常
的に継続して歩くことにつながる取組み・しくみ」の事業提案募集において採択したスマートフォンアプリ活⽤によるウォーキン
グ促進の実証事業を実施します。
〇 現在，様々な種類のウォーキングアプリが提供されていますが，今回使⽤するアプリにはウォーキングに関⼼がない⽅でも
⽇常的に継続して歩くことができる仕掛けが備えられていることから，これまで健康づくり事業でアプローチが難しかった
20 代〜40 代を中⼼に，多くの市⺠へのウォーキング促進を⾏います。
〇 この取り組みにおいて，約 1 年間アプリを利⽤された⽅の歩数や運動習慣の変化などを確認して得た成果等を今後の市
の健康づくり施策の検討に活かし，市⺠の健康寿命の延伸を図ってまいります。
〇 本事業の市⺠の皆様への周知につきまして，ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

実施体制について
事業の概要
１．実施体制について
〇 本事業は，保健福祉分野の⾏政課題の解決につながる提案を企業等から募集する「福岡 100 ⾏政課題解決事業
（福岡 100×mirai＠）」において採択したもので，各事業提案者と福岡市保健福祉局の共同実施事業となります。
＜主な役割分担＞

事業提案者

福岡市

アプリの管理・配布
インセンティブの付与
データの収集・提供
関連イベントの実施・広報 など

市の媒体を使った広報
成果等の健康づくり施策の検討への活⽤

※実施費⽤は各事業提案者が負担（福岡市が⾏う広報等は除く。）
２．事業に使⽤するアプリ
「パ・リーグウォーク」 (事業提案者：パシフィックリーグマーケティング㈱ Ｐ２〜３参照)
「ふくおか散歩」
(事業提案者：㈱⻄⽇本新聞社，凸版印刷㈱，正興 IT ソリューション㈱ Ｐ４〜５参照)
事業の背景
事業の背景
○ ⾝体活動量が多い⼈は⽣活習慣病のリスクが低いことが実証されており，健康⽇本 21 福岡市計画では，市⺠が取り
組みやすい運動としてウォーキングを推奨しています。
○ 健康⽇本 21 福岡市計画で設定している１⽇あたりの歩数の⽬標値について，2016 年度の中間評価時点では男⼥と
も⽬標値に届いていません。
○ また，健康づくりに取り組んでいない層は 20 代〜40 代が多く，特にこれらの年齢層をターゲットとした健康づくりの習慣化
が必要となっています。
＜１⽇あたりの歩数（20 歳以上）＞

＜健康づくりに取り組んでいる⼈の割合＞

20-40 代
50 代以上

2016 年度
40.2％
64.0％

2020 年度⽬標
75％

男性
⼥性

2016 年度
7,419 歩
7,706 歩

2020 年度⽬標
9,000 歩
8,500 歩

事業に関するお問い合わせ先
福岡市保健福祉局健康先進都市推進担当
TEL:092-711-4543（内線 2056）

担当 ⽊本・中園
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パ・リーグウォーク

アプリダウンロード
ＱＲコード

（提案事業者：パシフィックリーグマーケティング㈱）

「パ・リーグウォーク」はプロ野球パ・リーグの各球団のファンが，他球団ファンと合計歩数で競争ができる機能が付
加されているアプリであり，これまでウォーキングに関⼼がなかった⽅々でも「⾃然に」，「楽しみながら」，「⽇常的に継
続して」歩くことにつながることが期待されます。
１．事業内容
１ 事業の概要
（１）「パ・リーグウォーク」の特徴

○ アプリを利⽤する際に，パ・リーグ６球団いずれかをファン球団として登録し，同球団の実際の試合中に，利⽤
者がその⽇歩いた歩数をファン球団の応援ポイントとして投⼊することができる。それぞれの球団のファンの歩数ポイン
トの合計でその⽇の勝敗を決定し，プロ野球シーズンと同じ試合数をペナントレース形式で対戦する。
○ 各利⽤者の 1 ⽇の歩数が 10,000 歩を超えた際には，特典としてファン球団として登録している球団選⼿等の
デジタル画像が利⽤者にプレゼントされる。

（２）実証事業の展開について
①アプリの周知
・ヤフオクドームビジョンや市政だより等の広告媒体等を活⽤し，アプリをＰＲします。
★ また，期間限定で事業推奨キャンペーンを実施し，アプリダウンロードを促します。（詳細は次ページ参照）
②アンケートによるデータ収集
・アプリをダウンロードした⽅のうち，ファン球団を福岡ソフトバンクホークスとして登録した⽅に運動習慣に関するアンケ
ートを送付し，福岡市内在住と回答された⽅のデータを収集します。
※アプリのプッシュ通知をオンにする必要があります。
※すでにアプリをダウンロードしており，福岡ソフトバンクホークスをファン球団として登録済みの⽅にもアンケートが送付されます。

③成果等の確認
・（３）の期間終了後に，⽇々の歩数の増加状況や，運動習慣の変容の状況をデータから確認するなど，今後
の市の健康づくり施策の検討に活⽤していきます。
（３）実施予定期間
令和元年９⽉３⽇（⽕）〜令和２年９⽉末まで
２

２．事業推奨キャンペーンの実施
２.事業推奨キャンペーンの実施について

（１）キャンペーン概要
〇 プロ野球ペナントレース終盤戦に合わせ，アプリにおいて地元球団である福岡ソフトバンクホークスをファン球団として登録し，
アンケートで福岡市内在住と回答された⽅限定で，特典をプレゼントするキャンペーンを実施します。
（２）特典内容について
①令和２年３⽉末⽇までの間，1 ⽇の歩数が 10,000 歩を超えた際に特典として配信されるデジタルコンテンツのライ
ンナップにホークスのマスコット「ふうさん」が追加されます。（※通常はホークス選⼿とマスコット「ハリーホーク」のみが配信さ
れています。）
②令和元年９⽉３⽇（⽕）から，今年度のペナントレース終了（ＣＳ，⽇本シリーズに進出した場合はその終了）ま
での間に最低 1 回，パ・リーグウォークアプリ内で，歩いた歩数ポイントを応援ポイントとして投⼊した⽅に対して，抽選
で以下のホークスグッズをプレゼントします。

▼ 選⼿直筆サイン賞・・・ホークス選⼿直筆サイン⾊紙を 3 名様にプレゼント（選⼿選択不可）
▼ キャップ賞・・・ホークスレプリカキャップを抽選で 10 名様にプレゼント
▼ ユニフォーム賞・・・ホークスレプリカユニフォームを抽選で 10 名様にプレゼント
▼ タオル賞・・・ホークスフェイスタオルを抽選で 10 名様にプレゼント

キャンペーン特設サイトはこちら！

３．パシフィックリーグマーケティング㈱について
（商号）
パシフィックリーグマーケティング株式会社
（本社）
東京都中央区⽇本橋浜町 1 丁⽬ 129 ⽇本橋浜町ビル 3F
（代表）
代表取締役 CEO 根岸 友喜
（主な事業）パ・リーグ主催試合の携帯動画の有料配信サービス，HP の企画・運営，6 球団共同イベントの企画・実施，
管理リーグスポンサーの企画・販売・実施管理，プロパティライセンスの企画・販売業務など

パ・リーグウォークアプリ及びキャンペーンに関するお問い合わせ先
パシフィックリーグマーケティング株式会社 担当 森
TEL：03-5835-1089
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アプリダウンロード⽤ＱＲコード

「ふくおか散歩」
提案事業者名：㈱⻄⽇本新聞社
凸版印刷㈱
正興 IT ソリューション㈱
「ふくおか散歩」は歩数等に応じてポイントが付与され，抽選プレゼントへの応募や，飲⾷店や施設で割引を受けら
れるクーポンを⼊⼿できるアプリです。市の健康づくりイベントへの参加に対しポイントを付与するなど，市が実施する事業
との連携が可能であり，この実証を通して，これまでウォーキングに関⼼がなかった⽅も含め，多くの⽅が「⾃然に」，「楽し
みながら」，「⽇常的に継続して」歩くことにつながることを期待しています。
１．事業の概要

（１）「ふくおか散歩」の特徴
○ 福岡市内の名所写真と解説を⾒ることができるコース，お得にポイントをゲットできる「ミッション」，歩数を競うことがで
きるランキングなどの機能を備えている。歩数やミッションの実⾏，健康チェック等でポイントを⼊⼿し，お得なクーポ
ンとの引き換えなどに利⽤できる。

（２）実証事業の展開について
①アプリの周知
・⻄⽇本新聞社の新聞紙⾯や市政だより等の広告媒体等を活⽤し，アプリをＰＲします。
★ また，期間限定で事業推奨キャンペーンを実施し，アプリダウンロードを促します。（詳細は次ページ参照）
②成果等の確認
・(3)の期間終了後に，⽇々の歩数の増加状況や，運動習慣の変容の状況をデータから確認するなど，今後
の市の健康づくり施策の検討に活⽤していきます。
（３）実施予定期間
令和元年９⽉３⽇（⽕）〜令和２年９⽉末まで
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２.事業推奨キャンペーンの実施について
２．事業推奨キャンペーンの実施
⽬

（１）キャンペーン概要
〇 アプリをダウンロードされているすべての⽅について，令和元年 10 ⽉１⽇(⽕)〜15 ⽇(⽕)までに毎⽇１⽇ 9,000
歩以上を達成した⽅に，以下のとおりポイントを付与します。（１歩を約 75cm として計算すると約 100km。）
３,000 ポイント ※通常の歩数に応じた加算ポイント及び下記のイベント参加ポイントは別途加算されます。

（２）その他特典について
① 10 ⽉に開催する市主催の別表の対象イベントへ参加した⽅には，⼀件につき 500 ポイントを付与します。
（別表）福岡 100 ウォーキングポイント企画対象イベント
1

2

3

4

５

６

７

８

10 ⽉ １⽇（⽕）

城南区さわやか健康フェア

10:00〜13:30

＠城南区保健福祉センター

10 ⽉ 3 ⽇（⽊）

中央区健康フェア

10:00〜14:00

＠あいれふ（中央区舞鶴 2-5-1）

10 ⽉ ４⽇（⾦）

南区健康フェア

10:00〜14:00

＠南区保健福祉センター

10 ⽉ 5 ⽇（⼟）

博多区健康フェスティバル

10:00〜14:00

＠博多区保健福祉センター

10 ⽉ 10 ⽇（⽊）

早良区健康まつり

9:30〜14:00

＠早良区保健福祉センター

10 ⽉ 14 ⽇（⽉）

地下鉄ウォーキング

17:30〜19:00 受付

＠地下鉄箱崎線祇園駅

10 ⽉ 18 ⽇（⾦）

⻄区健康フェア

9:30〜14:00

＠⻄区保健福祉センター

10 ⽉ 18 ⽇（⾦）

東区健康フェア

9:30〜12:30

＠東区保健福祉センター

１F「福岡 100」
情報コーナーにＱＲコード配置
５Ｆ展⽰コーナー「福岡 100」
情報コーナーにＱＲコード配置
１Ｆパネル展⽰ 福岡 100
情報コーナーにＱＲコード配置
１F「福岡 100」
情報コーナーにＱＲコード配置
１Ｆ 福岡 100×起⽴の森
コーナーにＱＲコード配置
祇園駅コンコース階のイベント
受付周辺にＱＲコード配置
１F「福岡 100」
情報コーナーにＱＲコード配置
１Ｆパネル展⽰ 福岡 100
情報コーナーにＱＲコード配置

※それぞれのイベント情報やポイント取得⽅法は，「ふくおか散歩」アプリ上にてご確認ください。
② アプリ上で利⽤できるマイキャラに新しく福岡市保健福祉局のよかろーもんを配信します。
※10 ⽉から配信予定 ※本キャンペーン終了後も継続的に利⽤可能

ふくおか散歩アプリに関するお問い合わせ先
株式会社⻄⽇本新聞社 担当 財前，後藤
TEL：092-711-5460
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