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第１章 事業の概要 
 

○事業名：南区ウォーク＆トーク 

 

○事業の目的： 

歩いた後に対話して、参加者同士で楽しさ・土地の魅力を分かち合う「ウォーク＆トーク」の手法

を用い、自然・街並み・神社などの風景、人物、美味しい食など、今まで知られていなかった区の魅

力を区民に伝える。 

また、この手法を使って自ら区内の魅力を再発見したり、他の人に伝えたりすることで、地域に誇

りと愛着を持つ住民を増やすことを目的とする。 

 

○課題の緊急性・重要性（市民ニーズを含む）： 

１.解決する課題 

これまで南区が行ってきた「南区魅力めぐり事業」「那珂川川下り大会」は、一過性のイベント

となっており、ともに参加人数に制限があること、新しい魅力の情報収集不足、新しい手法導入の

ノウハウ不足が課題となっている。 

南区は、那珂川やため池など様々な自然環境に恵まれた土地であり、黒棒やわらび餅などスイー

ツの名店も多くある。それらの地域資源を活用できていない現状があり、それぞれと地域団体や行

政との連携今後求められると考える。 

南区の自然的・文化的資源は遠方からの来訪者を惹きつける魅力的なものであるのに対し、充分

に広報・周知できていない側面もある。 

２.市民ニーズ 

身近な場所でレクリエーションや交流を楽しみたいニーズは住宅地の多い南区では特に多いと考

える。また、中高年層には健康づくりのためのウォーキングに関心が高まっている現状がある。 

３. 課題解決の方策 

一般的なイベントを開催しても参加者数の制限などの課題が出てきてしまうため、グリーンシテ

ィ福岡の強みであるイベントの開催やワークショップの手法を既存のウォーキングサークルや公民

館に伝え、幅広く参加者を受け入れることができるイベント企画が行える環境をつくっていく。 

   １）ウォーク＆トークを開催 

      ・イベント企画運営、ワークショップ等をレクチャー 

      ・おすすめポイントの共有の場 

      ・他分野の活動団体との交流の場 

   ２）マニュアル作成 

      ・幅広く参加者を受け入れられる場づくり 

      ・広報手段 

      ・トークのノウハウ 

      ・歩き方やストレッチ方法   
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○共働の必要性（共働の役割分担を含む）： 

１.共働の必要性と相乗効果 

南区には今までのイベントや人のつながりがあり、河川や神社仏閣など魅力スポットの蓄積があ

る。それらの蓄積を活かすため、共働で行う必要がある。一方で、地域団体に呼びかけるには団体

を把握している南区の協力が必要であり、共働で行うことで、地域からの信用・信頼を得やすくな

ると言える。 

本事業は、地元からの「信頼」と体験・対話の「専門性」を併せることで、はじめて実施できる

ものである。  

 

○事業の内容と手法： 

区内で既に活動している方々を主な対象にし、ウォーク＆トークの手法を使ったウォーキングイベ

ントを実施。ウォーク＆トークを実際に体験してもらいながら、区の自然や街並みの他、地場のスイ

ーツやカフェなど区からは今まで紹介してこなかった魅力についても案内。ウォーキング後は、それ

ぞれが見つけた魅力、土地の歴史などを語り合う。 

また、今まで別々に活動していた団体同士の交流も促し、互いの知識やノウハウを共有することで

南区の魅力を再発見できる内容とした。さらに、進行役としてNPOのメンバーでもある福島（公認ウォ

ーキング指導員／西日本新聞「あるこ！」連載）、志賀（ファシリテータ／森林セラピスト）という

専門性を活かした人選を行い、より効果的な事業を目指した。 

 

事業 主な内容 

ウォーク＆トークの開催 ・イベント企画運営、ワークショップ等をレクチャー 

・おすすめポイントの共有の場 

・他分野の活動団体との交流の場 

マニュアル作成 ・幅広く参加者を受け入れられる場づくり 

・広報手段 

・トークのノウハウ 

・歩き方やストレッチ方法   
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第２章 南区ウォーク＆トーク 
２－１ 第 1 回～鴻巣山編～ 
（１）実施概要 

南区を代表する特別緑地保全地区である「鴻巣山特別緑地保全地区」を中心に歩くイベントを

開催。高宮駅をスタートし、高宮八幡宮や平和南緑地保全地区などを立ち寄りつつ、鴻巣山を歩

いてライトなトレッキングを味わった。最後の振り返りは鴻巣山の長丘入口にて実施。 
 

１）実施概要 
   〇日時：平成２７年５月２６日（火） １０：００～１３：００ 
   ○開催地：鴻巣山特別緑地保全地区 他  
   ○参加者：２４名（事務局含む） 
   ○当日の流れ： 

時刻 内  容 説       明 

9:00 高宮駅集合 GCF（志賀、福島） 

南区（横山、平川） 

9:30 受付開始 W.C. 

10:00 開会 挨拶 

初めの挨拶、スタッフ紹介、 

ウォーク&トークの目的、行程、ストレッチ 

10:30 出発  

10:40 高宮八幡宮  

11:15 平和南緑地 展望台見学 

11:35 鴻巣山霊園入口 W.C. 

12:00 展望台  

12:20 鴻巣山長丘入口 W.C. 

クールダウンストレッチ 

12:30 長丘入口のベンチに 

集合 

「おつかれさまでした」と、進行役からあいさつ 

みんなでお茶を飲みながら一息つく。 

12:35 トーク 「今日のウォーキングはいかがでしたか？」 

３、４人のグループにわかれ道中の感想を出し合う 

12:45  「どんな感想がありましたか？」 

全員で出てきた感想を自由に出し合う。 

12:55  進行役から感想のまとめ、コースのおさらいをする。 

13:00 閉会 参加者へのお礼をして解散 



4 
 

２）実施状況 

  

 集合は西鉄高宮駅 みんなでストレッチをして歩きだす 
 

  

 高宮八幡宮の参道入口の鳥居 高宮八幡宮入口の階段 
 

  

 境内の木陰で、みんなで自己紹介 平和南特別緑地保全地区へは長い階段を登る 
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 展望台からの眺めは絶景 鴻巣山特別緑地保全地区に到着 
 

  

 こうのす里山くらぶの紹介 意外とアップダウンのある道 
 

  

こちらでも展望台から眺望を望める 最後はベンチでゆっくり振り返り 
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３）主な成果 
・参加者 19 名のうち、サークル・公民館関係の参加者が多かった。 
・区内のウォーキングサークル 5 団体が参加した。 
・西日本新聞がイベント情報を取り上げてくれた。 
・ウォークのみならず、トークの部分も好評でニーズがあることを実感できた。 
・鴻巣山の自然を伝えることができ、身近な場所ながらトレッキング気分が味わえることを体

験してもらえた。 
 

４）参加者の意見・感想 
・歩けるかな？と心配でしたが、大丈夫でした。 
・近くに住みながら、初めて山の良さ、見晴らしの良さ、総てに感激しました。 
・ウォーキングを毎日定期的にやっている。 
・これからもやります。 
・近くにいながら素晴らしい山歩きが出来てよかったです。 
・緑が目にしみた。 
・他の校区の方たちともお話ができて楽しかった。 
・次回も参加したい。 
・久しぶりに歩いて、とても気持ち良く、楽しい時間を過ごさせていただきました。感謝です。 
・鴻巣山の自然の説明を聞き、いろいろと知ることができた。 
・楽しかった。 
・緑の多さ、自然のあまり手を加えていない樹木に感動しました。スタッフの皆様の心配りを嬉

しく思いました。 
・参加して楽しかった。 
・車での移動では良さが解らない、もっと沢山の場所を歩きながら見聞していきたい！ 
・今後、この様な時間帯などが合えば、ご一緒したいです。楽しみにしています。ありがとうご

ざいました。 
・初めて来て素晴らしく思いました。またの機会を楽しみにしております。ありがとうございま

した。 
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５）配布マップ 
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２－２ 第２回～野多目編～ 
（１）実施概要 

南区の広報担当キャラクター「ため蔵くん」のもとにもなっているため池をめぐるイベント。

がんセンター前の野多目中公園から照天神社や野多目大池を歩き、若久池や古野新池など６つの

ため池をめぐった。 
 

  １）実施概要 
   〇日時：平成２７年６月１３日（土） １０：００～１３：００ 
   ○開催地：野多目大池 他  
   ○参加者：２５名（事務局含む） 
   ○当日の流れ： 

時刻 内  容 説       明 

9:00 野多目中公園 

集合 

GCF（志賀、福島、荒巻） 

南区（篠原、中島、横山） 

9:30 受付開始  

10:00 開会 挨拶 

初めの挨拶、スタッフ紹介、 

ウォーク&トークの目的、行程、ストレッチ 

10:30 出発  

10:40 野多目中央公園 W.C.（トイレの必要がなければ直接照天神社へ） 

10:50 照天神社 
自己紹介 

マニュアルについて解説 

12:00 福岡病院 W.C． 

12:20 
野多目大池ふれあい

公園 
W.C． 

12:30 照天神社前の 

木陰 
「おつかれさまでした」と、進行役からあいさつ 

みんなでお茶を飲みながら一息つく。 

野多目にある「川添製菓」の黒棒を提供。 

 トーク 「今日のウォーキングはいかがでしたか？」 

３、４人のグループにわかれ道中の感想を出し合う 

  「どんな感想がありましたか？」 

全員で出てきた感想を自由に出し合う。 

12:50  進行役から感想のまとめ、コースのおさらいをする。 

13:00 野多目中公園 クールダウンストレッチ 

閉会 

13:00 閉会 参加者へのお礼をして解散 

  ※当日時間短縮のためエスケープルートを使用（詳細ルートは配布マップに記載） 
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２）実施状況 

  

野多目中公園に集合した 野多目中央公園でトイレを使用 
 

  

 日本最初の夫婦の神様を祀る照天神社を見学 神社から野多目大池へつながる道を歩く 
 

  

福岡市最大のため池である野多目大池 上妹池で少し休憩 
 



10 
 

  

細長い若久池を見学 エスケープルートにニューオープンのお店 
 

  

野多目大池ふれあい公園で最後の休憩 野多目中公園に戻り振り返り 
 

  

疲れつつも楽しくおしゃべりをした 楽しかったことを共有することができた 
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３）主な成果 
・地元の名物お菓子（川添製菓の黒棒）を紹介できた。 
・サークルをこえて「今度〇〇に一緒に行きましょうよ」という話がされており，新たな出会

いの契機となった。 
・参加者の校区外を歩くきっかけづくりとなった。 

 
４）参加者の意見・感想 
・夫婦和合の神社に参拝でき、感謝でした。 
・知らない人との話も出来、楽しかった。 
・いつも車で通る道でしたけど、新発見ができて楽しかったです。 
・楽しかった 
・休憩が多く、トークタイムも多く、想像していたウォーキングと違っていました。 
・狭い道でも車が通過して少し危なかった。 
・野多目って広いなあ！ 
・野多目地区の歴史を学べた。 
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５）配布マップ 
赤点線で示したところがエスケープルート 
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２－３ 第３回～長住・花畑編～ 
（１）実施概要 

「長住大通り商店街」を中心とした南区の暮らしを見ることができたイベント。桧原桜公園を

起点に長住中央公園や鹿助公園を散策しつつ、城南区との区界である樋井川沿いも歩き、桧原桜

公園へ戻った。振り返りでは桧原桜の物語にちなんでみんなで短歌・俳句をつくった。 
 

※桧原桜の物語 
昭和 59 年の春。福岡市南区桧原の，小さな桜並木が道路の拡幅で，開花を目前に，伐採され

ようとしていました。それを悲しんだ一市民が桜に次の歌を下げて，市長に「最後の花を咲か

せて」と嘆願したのです。それから共感の歌が桜に次々と寄せられ，花哀れの大コーラスに広

がりました。その中に 1 首あり，のちに進藤一馬福岡市長の返歌としれました。そして，計画

が花を活かす道に変更されて桧原桜に，永遠(とわ)の開花が許されたのです。市民と行政のキャ

ッチボールで守られた桜並木は，「桧原桜公園」として，多くの市民に親しまれています。 
（「福岡市南区 HP より」http://www.city.fukuoka.lg.jp/minamiku/k-shinko/charm-event/hibaru_abouthibaru_2.html） 

 
  １）実施概要 
   〇日時：平成２７年１１月１０日（火） １０：００～１３：００ 
   ○開催地：長住大通り商店街 他  
   ○参加者：２０名（事務局含む） 
   ○当日の流れ： 

時刻 内  容 説       明 

9:00 
桧原桜公園 

集合 

GCF（志賀、福島、荒巻） 南区（篠原、中島） 

荷物を公園に隠しておく。 

9:30 受付開始  

10:00 開会 

初めの挨拶、スタッフ紹介、 

ウォーク&トークの目的、行程、ストレッチ 

桧原桜の物語の紹介 

10:15 出発  

10:30 長住中央公園 W.C.、自己紹介、マニュアルについて解説 

10:50 長住大通商店街 博多一番太鼓を購入（荒巻）→桧原桜公園で実食 

11:30 鹿助池  

12:00 樋井川に合流  

12:15 都市高環状線  

12:30 桧原桜公園 

「おつかれさまでした」 

クールダウンストレッチ 

みんなでお茶を飲みながら一息つく。 

  桧原桜の物語にちなんでみんなで短歌・俳句づくり。 

12:50  進行役から感想のまとめ、コースのおさらいをする。 

13:00 桧原桜公園 閉会 
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２）実施状況 

  

始まりは桧原桜公園 スタッフ含め 20 名で歩く 
 

  

初めに区職員から桧原桜の物語を紹介 長住中央公園でトイレ休憩 
 

  

公園には、立派な赤松が生えていた 朝市開催中の長住大通り商店街へと歩いていく 
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創業 65 年の博多一番太鼓でわらび餅を購入 鹿助公園でトイレ休憩 
 

  

鹿助池のほとりでお菓子休憩 公園をグルッと回り、樋井川へ 
 

  

城南区との区界である樋井川沿いを歩いた それぞれ今日感じたことを短歌にした 
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３）主な成果 
・南区が広報に力を入れている桧原桜の物語を知ってもらう機会となった。 
・地元の名物お菓子（博多一番太鼓のわらび餅）を紹介できた。 
・地元の人の参加が多く、参加者からも地域を紹介するなど交流することができた。 
・この日の感想をもとに桧原桜周辺の魅力をうたった短歌をつくった。 

「歩々笑
ほ ほ え み

と いっしょにあるく 落ち葉かな」 
「秋の日に 桧原桜に会いに来て 来春こそは その 桜花

は な

をめでん」 
「ぷにゃぷにゃと 口でころがる わらびもち」 
 

 
４）参加者の意見・感想 
・「ウォークを楽しむ」ということが一番の収穫！ 
・急がず、寒さ暑さも気にならず、急坂もなくてとてもいい日でした。 
・たいへん楽しかった。ウォーク＆トークというこんな催しがあるとは！！ 
・また参加したいです。 
・たいへん楽しく参加させていただきました。 
・歩いていていろいろな発見が出来てとても楽しかったです。 
・観光スポットの説明不足（要勉強）。 
・楽しくウォーキングできました。 
・いつも車で素通りしていたが、ゆっくり散歩して新たな発見もあり、楽しかったです。 
・たいへん楽しかった。 
・紅葉が過ぎたかなぁと思っていたら、長住団地と鹿助池の蓮の葉を見たとき、自然の美しさ、

たくましさを感じました。 
・有難うございました。 
・本日はありがとうございました。 
・今回はゆっくりペースでおしゃべりしながらで私にはよかったです。 
・楽しくウォーキングが出来ました。 
・ありがとうございました。 
・楽しいひとときをありがとうございました。 
・降りそうでどうにかもってくれました。良かったです。長住の先の鹿助池まで行き、驚きまし

た。自分で嬉しくなりました。ありがとうございました。とても楽しかったです。 
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５）配布マップ 
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２－４ 第４回～大橋・高宮スイーツ編～ 
（１）実施概要 

スイーツのお店が多い高宮・大橋をめぐるイベント。西鉄高宮駅を起点に、和紅茶専門店のき

ごころさんやケンジーズドーナツさん、パティスリーヨシカさんなど南区に縁のあるお店を実際

に訪れて紹介。お店の方にコダワリポイントやお店の由来などを話してもらった。その後那珂川

沿いを歩き、塩原公民館で休憩。大橋駅のオオクスノキで解散した。 
 

  １）実施概要 
   〇日時：平成２８年２月２０日（土） １０：００～１３：００ 
   ○開催地：高宮駅、大橋駅 他  
   ○参加者：２４名（事務局含む） 
   ○当日の流れ： 

時刻 内  容 説       明 

9:00 西鉄高宮駅東側ﾛｰﾀﾘｰ 南区（篠原、福田） 

9:00 大橋駅集合 

荷物の配置 

GCF（志賀、福島、荒巻） 

志賀・荒巻のそれぞれの車で、塩原公民館に向かい、車 1 台

配置。その後同乗して高宮駅で合流 

9:30 受付開始  

10:00 開会 初めの挨拶、スタッフ紹介、 

ウォーク&トークの目的、行程、ストレッチ 

W.C.、自己紹介、マニュアルについて解説 

10:10 出発  

10:20 焼き菓子 cafe cqt あさだ荘とともに紹介 

10:30 和紅茶専門店 

きごころ 

紅茶をいただく 

お店の人に話を伺う、買い物タイム 

11:00 ケンジーズドーナツ お店の人に話を伺う 

11:20 塩原中央公園 塩煮塚の紹介（区役所） 

11:30 パティスリーヨシカ お店の人に話を伺う、買い物タイム 

11:50 那珂川沿いの土手 博多塀の紹介 

 りぼん橋 りぼん橋の紹介（区役所） 

12:00 塩原公民館 スタッフや各自が購入したおやつで、みんなでお茶を飲みな

がら一息つく。 

12:40 熊野道祖神社  

12:50 大橋駅着 「おつかれさまでした」 

クールダウンストレッチ 

13:00 大橋駅 閉会 
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２）実施状況 

  

高宮駅で初めの挨拶 cafe cqt やかもめ食堂があるあさだ荘を紹介 
 

  

車でよく通る道を歩いてみる 和紅茶専門店きごころさんで紅茶の試飲 
 

  

ケンジーズドーナツさんではドーナツを試食 パティスリーヨシカさんではコダワリのお菓子 
 の話をしてもらった 
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「塩原」の由来となった話を紹介 3 種類の博多塀を見学 
 

  

りぼん橋の中のタイムカプセルを紹介 塩原公民館で一休み 
 

  

パティスリーヨシカさんの焼き菓子をいただく 駅前にある大楠がゴール 
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３）主な成果 
・各企業の店舗の協力をいただいて共働による開催できた。 
・塩原公民館の協力をいただけた。 
・地元の名物お菓子やお茶を紹介できた。 
・定員を大幅に上回る約 60 名の申し込みをいただいた(抽選の結果 30 名が当選)。 
・サークル、公民館関係の参加者が多かった。 
・今後のサークル活動のメニューの一つにするとの意見がでた。 

 
４）参加者の意見・感想 
・本当にありがとうございます。皆様の気配りに感謝します。 
・ちょっと歩き足りないかなーと思いましたが、継続的にこの事業に参加されている方には、こ

ういうプログラムがあってもいいかも。 
・中央区の歩こう会はよく行っています。南区でもぜひ参加したいのでよろしく。 
・もっと歴史を交えて、その土地の話をするといいと思いました。 
・スタッフの方たちのおかげで無理なく楽しくウォーキングでき感謝です。 
・あまり歩かないので、こういうイベントがあれば参加しやすく助かります。 
・意外な町を見ることができた。 
・当方のウォーキングサークルのメニューに取り入れたい。 
・名所、旧跡以外にも今回のような食べ歩き（実際には食べなくても）風の企画が面白い。 
・まだまだ知らない場所が沢山あり、自分でも探険してみようと思いました。楽しかったです。

ありがとうございました。 
・すぐ近くなのに知らない、行っていない場所を歩けてとても有意義でした。とてもよかったで

す。地域について知りたいので、また参加します。 
・身近な所ですが、歩きながら色々のことがわかって楽しい。4 回ともよかったです。 
・初参加でしたが、とてもなごやかで初めての方ともお話できてよかったです。歩く小野が好き

なので、機会あればまたぜひ参加させてください。 
・小雨の中、楽しく、新しい発見もあり最後にはクッキーのごちそうまであり満足でした。自動

車で素通りしていた街並みをゆっくりじっくり見られて大変よかったです。校区の歩こう会と

また違って新しいメンバーでのウォーキングはまた新しいニュースが入り良い事ですね。 
・初めてご一緒する方などと気安く話ができて、新しい事などを教えてもらえて楽しかったです。 
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５）配布マップ 
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２－５ 参加者事後アンケート 
（１）実施概要 

本事業を通して、参加者の変化した行動を計測するため、3 か月後のアンケートを実施。現在集計

を終えている第 1 回、第 2 回分を紹介する。 
 

１）アンケート内容 
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（２）アンケート集計結果 

○発送数 22 通／回収 16 通 回収率 72.7％ 
○参加者所属団体 
・弥永ウォーキングなでしこ 
・玉川公民館 
・大池歩こう会 
・歩こうたんぽぽの会 
・西高宮校区衛生連合会 
・玉川わかば歩こう会 
・大池校区さわやか歩こう会 
・西高宮衛生連合会さわやかウォーキング 

 
①  再度，企画と同じ（似たような）コースを歩きましたか。                                  

はい ４   いいえ １２  
 

②   ①で「いいえ」を選ばれた方におたずねします。 今後，企画と同じ（似たような）コース

を歩いてみたいですか。 
とても歩きたい ４  やや歩きたい ６  あまり歩きたくない １   
歩きたくない ０  
 

③  この企画に参加したことで，南区の新しい魅力を知る事ができましたか。 
とてもできた ９  ややできた ６  あまりできなかった ０  できなかった ０   
 

④  今回知った南区の魅力や企画内容を他の人に話しましたか。  
はい １４  いいえ ２  
 

⑤  ④で「いいえ」を選ばれた方におたずねします。 今後，今回知った南区の魅力や企画内容を

他の人に話したいですか。また，それはなぜですか。  
・校区の歩こう会で（やや話したい） 
・話したいと思っても興味を示さない。歩くのが好きな人は良いでしょうけど。（あまり話した

くない） 
 
⑥   当日「ウォーク＆トークマニュアル」を配布・説明しましたが，その後実際にマニュアル を
使用した，もしくは使用する予定がありますか。 
使用した ２  使用予定 ８  予定はない ６   

 
⑦   ⑥で「予定はない」を選ばれた方におたずねします。 今後マニュアルを使用したいですか。  
とても使用したい １  やや使用したい ６  あまり使用したくない ０   
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使用したくない １  
 
⑧ 今回体験したことや知ったことを，サークルやイベント運営で活かした，もしくは活かせると

思いますか。また，それはなぜですか。  
活かした ０  活かせると思う １０  活かせないと思う １  わからない ３   
・月２回歩いていますので十分活かせると思います。（活かせると思う） 
・永い間南区に住んでいても，この様な企画がない限り仲間達だけでは実行出来難いが，公民

館活動で生かして欲しい。（活かせると思う） 
・歩こう会開催時に活用したい（活かせると思う） 
・良い企画内容だから（活かせると思う） 
・南区は，まだまだ未知なる所多く，まず近い所から…四季折々の花シリーズ，池シリーズ等

と楽しみたいものです。（活かせると思う） 
・車社会で私自身，すぐ近くのスーパーでも車で行くので，歩きながら発見することの楽しさ

を友達に体験してほしいなと思います。（活かせると思う） 
・楽しかった（活かせると思う） 
・事前にウォーキングする場所の歴史などを知り，参加者に話すことで参加者もウォーキング

について興味を覚え参加者が多くなる。（活かせると思う） 
・単独行動だからできないと思う（活かせないと思う） 
・（歩こう会などで）一年の予定をたてる時（わからない） 

 
⑨  この企画に参加したことで新しい知り合いができましたか。  
はい ７  いいえ ９   
 

⑩  ⑨で「はい」を選ばれた方におたずねします。 知り合った方･サークルと一緒に何か企画を

行った，もしくは行う予定がありますか。 
行った ０  行う予定 ２  予定はない ６   
 

⑪  ⑩で「予定はない」を選ばれた方におたずねします。 今後，知り合った方･サークルと一緒

に何か企画を行いたいですか。 
とても行いたい １  やや行いたい ３  あまり行いたくない ２  行いたくない ０   

 
２ 当日配布のマニュアルについて，追加してほしいことや感想をご記入ください。       
・私は，第１回目鴻巣山編に参加させていただきましたが，足の膝が痛い事もあり，道路のアッ

プダウンがきつく，やっと帰り着いた次第でした。前もってわかっていたら，おそらく参加し

なかったと思います。      
・当日お世話をしていただく方々の顔写真付自己紹介（かんたんで良いので）があれば，終わっ

た後も楽しい思い出を忘れず，マニュアルを見るたび「あー，ああいう事もあったなぁ」と心

に残るのではと思いますが。  
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・年代別の方法（注意点）を記してほしい。 
 
３ 他に何かお気づきのことがあれば，ご記入ください。 （ウォーク，トーク，コース，企画の

ご感想等，何でもご自由にどうぞ） 
・歩いている途中少しだけお話しした方はいらっしゃいました。  
・（新しい企画をやるには）現在，グランドゴルフ，ダーツ，ボーリングをやっていて，時間がな

い。 
・２回の参加で初めて見る風景・街並が大部分でしたので，第３回の長住・花畑編も楽しみにし

ています。 
・まぼろしのお店などの情報が欲しい。 
・平坦なコースでしたら歩くのは異常がありませんので，もっと詳しく内容をお知らせください。 
・自分で企画するのは無理。 
・平均年齢が高いので，あまり遠くへはいけません。近くの神社・遺跡めぐり等気軽に行ける所

がいいのですがコースを少しだけ短めにしてほしいなぁと思います。初級者コースみたいなの

を企画していただくと参加者も増えるのではと思います。  
・もう少し，時間的にゆとりが欲しい。鴻巣山は登り・階段等があり，ウォーキングは高齢者も

参加しているため，平坦地でなければ企画しにくい。休憩を入れて２時間程度のウォーキング。 
 
 

（３）アンケートによる効果測定 

・ウォーキングサークルに限らず、区内７つ以上の団体から参加があり、今後の活発な企画実施

が期待できる。 
・参加者アンケートでは、回答者の８割以上の方が企画内容に満足と回答。「（ウォーク＆トーク

の手法を）我々のウォーキングにも取り入れてみたい」との声があった。 
・３カ月後に実施した追跡アンケートでは、９割以上の方が、新しく知った区の魅力を他の人に

話したと回答。「南区は、まだまだ未知なる所が多い」、「歩きながら発見することの楽しさを友

達にも体験してほしい」、「幻のお店などの情報が欲しい」との声があった。 
・６割の方がマニュアルをすでに使用したか使用予定があると回答。「歩く場所の歴史などを事前

に参加者に伝えることで、より興味を持ってもらえるのでは」、「参加者の年代別の注意点を記

載してほしい」など、内容の提案もあった。 
・この企画で知り合った仲間と一緒に企画実施の予定がある方もいた。 
 
→ウォーク＆トークの手法を伝えながら、新しい区の魅

力も紹介することができた。 
→知った魅力を他の人に伝える・マニュアルを使用する

など、今後の継続につながる動きも出てきている。 
 
 

使用

した

12%
使用

予定

50%

予定

はな

い

38%

マニュアルをすでに使用，

または使用する予定があるか
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第３章 マニュアル 
３－１ マニュアルの概要 
（１）目的 

目標：ウォーク＆トークの手法の普及 

内容：ウォーク＆トークを実施するとともに、企画やワークショップのノウハウやトーク手法、

歩き方やストレッチ、広報手段等について明記した冊子をつくる。各団体でのイベント企

画や実施において使えるエッセンスを盛り込んでおき、区内のウォークサークルや公民館

で幅広く参加者を受け入れられる場づくりができるようにウォーク＆トークの開催マニュ

アルの作成、支援を行っていく。 

 

（２）項目 

マニュアルに関しては、添付の「南区ウォーク＆トークイベントマニュアル」を参照。 

マニュアルに記載している項目を紹介する。 

 

南区ウォーク＆トークマニュアル目次 

No テーマ タイトル 

１ トーク 気持ちよくお迎えする 

２ 安全管理 安全・安心のために 

３ 歩き方 身体と心をほぐす 

４ コース計画 コースのつくり方 

５ 歩き方 負担が少ない歩き方 

６ 歩き方 年代別の歩く注意点 

７ トーク まちの見所を紹介 

８ トーク 振り返り 

９ トーク イベントのお知らせ 

１０ コースマップ集 

第１回～鴻巣山編～ 

第２回～野多目編～ 

第３回～長住・花畑編～ 

第４回～大橋・高宮スイーツ編～ 
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第４章 事業の成果 
４－１ 事業の成果 
（１）ウォーク＆トークの企画開催 

・４回のイベントで、計９３名の参加者が集まった。 

南区民の公民館やウォーキングサークルに関わっている人を中心に参加者を募り、参加者同

士の交流を促進させたことにより、各地のサークル・公民館のつながりができた。また共働で

歩くことやイベント開催も計画しており、本イベントを基に広がりが見られる。 

・イベントで南区の魅力を紹介した。 

コース設定をする上で、事前のリサーチ等を行い、地元の人でもあまり行ったことのない道

を選び、歩くからこそ楽しめることを大事にした。また地域の名物お菓子を紹介、試食するこ

とにより、再度訪れたいと思われるように設定した。今後本イベントで歩いたコースを所属団

体のイベントでも使用するなどの意見が出ている。 

 

（２）マニュアルの作成 

４回のイベントを通して、参加者から意見を収集し、マニュアルを作成した。「ウォーク＆ト

ーク」のウォークの部分は、コースのつくり方やストレッチ等をはじめ、年代別の注意点や負担

の少ない歩き方などより身近なものを取り入れ、日々の生活に活用できるようにした。トークの

部分は、初めの挨拶やまちの見所を紹介するだけに限らず、イベント広報の仕方や振り返りを行

うことの大切さを紹介する冊子となっている。 

 

（３）自治大学校によるヒアリング 

総務省の地方公務員に対する研修機関である自治大学校よりヒアリングを行われた。 

 

１）調査概要 

○調査目的 

 2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機として、国民のスポーツに対

する関心が高まっている。この機運を一過性のものとせず、スポーツ＝ウォーキングを通じた

地域おこしの検討や誰もが気軽に参加できるウォーキングを住民のライフスタイルへ定着化す

るための提案を行うため、調査を実施する。 

 

○調査日時 

平成２７年１２月１１日(金) ９:３０～１１:３０ 

 

○調査事項 

福岡市がスポーツ振興計画に基づき施策として取り組んでいる「暮らしの中のスポーツの普

及・振興」のうち、民間事業者等と連携した新たなしくみづくりについて、具体的にはNPOと共

働で開催している「南区ウォーク＆トーク」事業についてヒアリングを実施。 

・行政と特定非営利活動法人とが連携・共働するに至った経緯について 
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・「ウォーク＆トーク」の手法や魅力について 

・ウォーキングコースを設定するにあたり工夫した点、苦労した点 

・「ウォーク＆トーク」事業の今後の展開について 

・その他、事業を進めるうえでの課題や問題点について 

 

２）実施状況 

  

南区役所で、ヒアリングは実施された 調査結果がまとまるのが楽しみ 
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４－２ 今後の展開 
「南区ウォーク＆トーク」事業は平成２７年度で終了し、今後はマニュアルや参加者を通した普及・

啓発を行っていく。マニュアルを普及させることで区民の自発的なイベント開催を促し、地域に誇り

と愛着を持つ住民を増やしていくことが重要である。 

 

（１）マニュアルを通した普及活動 

参加者の意見をもとに作成したマニュアルを、今までの参加者やウォーキングサークル・公民

館へ配布することにより、各地のウォーキングイベントに活かしてもらえると考えている。この

活動は必ずしも共働事業として継続する必要はないが、南区役所とグリーンシティ福岡とそれぞ

れの強みを活かしてマニュアルの普及に努めていく。 

 

（２）参加者同士のつながりの発展 

本事業を通して、各地で活動していたウォーキングサークルや公民館の方々のつながりができ

た。これを機に、アンケート等でも出ていた他団体との交流・共働開催などが行われると考えら

れる。本事業では、コース設定から企業との共働やグリーンシティ福岡が得意とする場づくりな

どを紹介しているため、それらを活かしたよりよいイベントが企画されることが期待される。 
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