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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40％（スポーツをしている人の中で）
にのぼります。
　「ウォーキング」や「ジョギング」に取り組まれる市民の
増加に伴い、それらのスポーツを「近所の道路」や「公園」な
ど、身近な場所で行う方も年々多くなってきています。
　福岡市では、それらのニーズに応えるため、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。
　しかし、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です。
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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実現す
るために、「みんなでスポーツ！実行委員会」（以下：委員
会）では、２つの事業目的を定めました。
　ひとつは、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」。そしても
う一つは、その実現にむけた「環境づくり」です。
　ジョギング・ウォーキング・サイクリング等のスポーツ
は、市民が身近に体験できるものですが、その普及・啓発に
関しては、市民個々の自覚に基づいたものばかりで、具体
的な施策があるわけではありません。現在でも、多くの情
報媒体があり、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がなされていますが、
そこには統一された視点がなく、利用者にとっても使い勝
手が悪いものになっています。市民のニーズに沿った情報
提供がなされていないことも本事業で解消すべき課題と
してあげられます。

（3）事業目標と事業分類

　委員会では、事業目的として定めた、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」
を実現することで、現在よりも多くの市民が気軽にスポー
ツに触れることができる環境を生み出す、「スポーツの身
近化（みぢかか）」を事業目標として定め、様々な視点から事業
を進めて、その実現につとめます。
　事業目標である「スポーツの身近化」にむけて、平成26年
度（初年度）は、下記の３項目の事業に取り組みました。

①実態調査事業：
市民にとって有益な情報を提供するために最適なメディ
ア（公式ホームページ、マップなど）を検討

②情報発信事業：
市民にとって有益な情報を提供するために最適なメディ
ア（公式ホームページ、マップなど）を検討

③ルートづくりワークショップ事業：
市民やNPOと共働しながら、実体験などをとおして身近で
実現できるスポーツ環境を構築

「環境づくり」「機運づくり」

スポーツが気軽にできない状況

実態調査

情報発信 ワークショップ

「スポーツの身近化」
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＞ 福岡市内の全7区のスポーツの担当課（ルートマップの管理・制作などを担当）を訪問
し、スポーツ推進に活用できるルートが表示されているメディア（マップ）について、
面会形式により情報を収集した。

＞ 東区（企画振興課）をのぞくすべての区で、保健福祉センターが情報の管理を担当して
いた。現存するマップのほとんどが、健康づくりに起因するウォーキングの情報であ
り、スポーツ振興を主旨とするものはなかった。

＞ 作成方法は、地域住民の意見を取り込むものが多かったが、制作にあたるねらいや記
述内容、スケールはバラバラで、スポーツ振興を目的に利活用するのが困難なメディ
アが多かった。

＞ ジョギング、サイクリングに関するメディアは発行されてないことがわかった。活動
エリアが広域になるため、校区を超える広いエリアを対象とすること、公共が発行す
る情報としてはリスク（危険：安全確認が徹底できない）が高いことなどが理由として
考えられる。

＞ 収集した情報数は、マップ数：138、紹介コース数：422（3月20日現在）となっている。

① 実態調査事業（1）

　ジョギング・ウォーキング・サイクリング等の身近なスポーツに関しては、その推
進にむけた多くの情報媒体が用意されている。しかし、それらの情報には、統一され
た視点がなく、利用者にとっても使い勝手が悪いものになっていることが想像でき
る。本事業では、福岡市における情報提供の実態を調査し、その整理や再編集が必要
となっている点を割り出し、次年度以降の情報提供につなげる。

１：調査準備
市内にあるルート（ジョギング・ウォーキング・サイクリングなどの屋外道路を利用す
るスポーツ）の数や内容を想定し、その収集方法や調査方法、集計後の利活用方法など
を設定する。
２：情報収集
福岡市内で配布（特に行政による発行物）されている、ジョギング・ウォーキング・サイク
リング等のメディアを集め、各媒体が収録しているルートの数や提供情報を集計する。
３：情報の編集
収集した情報の中から、紹介する情報と紹介しない情報に選抜する。その際、明確な選
考規準を設定し過不足がある点などを明確にする。

九州コミュニティ研究所の役割

１：ジョギング等の情報提供
公園内に設定されているジョギングコースなど、市が保有する施設や把握している
ルートに関する情報をNPOに提供する。
２：調査協力
各区役所の担当課などに連絡し、取材への許諾を得る。あわせて、各担当の連絡先を
NPOに提供する。

スポーツ振興課の役割

事業の背景
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① 実態調査事業（2）

▲ウォーキングマップの好例（箱崎校区）

▲ウォーキングマップの好例（赤坂校区）▲ウォーキングマップの好例（野芥校区）

▲福岡市各区のマップ数

▲各区マップ制作・管理の担当課

広域項目

校区数 - 25 18 12 25 11 25 23

- 69.36 31.62 15.39 30.98 15.99 95.87 84.16

0 31 8 7 24 14 33 21

区面積（km2）

ウォーキングマップ数

東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区

0 155 19 8 25 18 102 95ウォーキングコース数

- 22.1 6.3 8.0 8.3 9.0 10.2 11.9 10km2あたりの数

3 1 2 7 2 0 2 2

0 0 0 0 0 0

ジョギングマップ数

0 0サイクリングマップ数

東区

7区 担当課

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

西区

保健福祉センター 健康課

保健福祉センター 地域保健福祉課

保健福祉センター 地域保健福祉課

企画振興課

保健福祉センター 地域保健福祉課

保健福祉センター 地域保健福祉課

保健福祉センター 地域保健福祉課
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＞ 本事業は、「①実態調査事業」によって得られた情報をリスト化し、メディアに掲載
できる情報と掲載すべきではない情報とに選別し、適切なものは素材として編集す
る。メディアにより異なる情報の深度や活用方法を検討し、必要性に応じて追加取
材等を実施した。

＞ 現在配布されているマップ等を比較検討し、情報提供のあり方について委員会や専
門家（メディア製作の専門、ジョギング等の実施者）の意見を踏まえてルール化を
行った。索引やストレッチ情報など、表記内容の中で統一すべきものを明確化した。

＞ 公園などに設置されているサインについて、その掲載方法のあり方について検討した。

市民にとって有益な情報を提供するために最適なメディア（公式ホームページ、マッ
プなど）を検討する

② 情報発信事業（1）

１：ホームページの企画・制作
スポーツに関する優良なホームページをピックアップし、福岡市におけるスポーツ情
報の提供に適したサイト構成、およびその効果や活用方法を検討する。その際、運営期
間や更新規則なども設定し、プロジェクト期間内に滞らない仕組みづくりにつとめる。
２：情報収集の呼びかけ・PR
ホームページのコンテンツにもよるが、ルートづくりに関する情報や各ルートの批
評、マラソン大会等のイベントに関する情報や体を動かすことが楽しくなる情報など
の提供を広く市民に呼びかけ、その充実に努める。

九州コミュニティ研究所の役割

１：ホームページ掲載情報の提供
公園のジョギングコースに関する距離等のデータなど、市が保有する各種情報を精査
（各々で基準が決まっていない）しホームページに掲載できるものへと加工し提供する。
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
ルールづけをはかる。NPOによる取材が円滑にすすむように、情報源の洗い出しや協
力依頼を行う。

スポーツ振興課の役割

紙媒体やホームページなど、様々なメディアによって、身近なスポーツに関する情報
が発信されている。しかし、市民のニーズに沿った情報（ジョギング・ウォーキング・
サイクリング関連の情報、または体操などの健康づくり）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る。

事業の背景
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② 情報発信事業（2）

スポーツに関するさまざまな情報媒体を検証し、
表記方法について検討した。
○公園などのサインボード、地面への直接印字
○ホームページなどのデジタルコンテンツ
○スマートフォンと連動したアプリケーション
○リーフレットや冊子などの紙媒体（マップなど）
○イベント（マラソン大会など）

スポーツ普及に関するさまざまな情報媒体

▲【参考事例】距離情報が書かれたサイン（大濠公園）

▲【参考事例】ランニングマップ（名古屋城周辺コース）

▲【参考事例】スマホアプリ（Nike+Running）

▲【参考事例】福岡マラソンの様子

▲【参考事例】ランニングに関する情報が集まったポータルサイト（RUNNET）
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＞ 当初予定では、「A：ウォーキング」に関するルートコースを市民とのワークショップ
によって作成する事業を中心に設定していたが、「①実態調査事業」の調査結果によっ
て、市内全区で「ウォーキングルート」は多く作られている一方で、「B：ジョギング」や
「C：サイクリング」等のルートやそれを紹介するマップが少ないことが分かったため、
３種に個別のディレクターをおき、企画案を作成することとした。

＞ 本年度は、「A：ウォーキング」について２事業（３校区）、「B：ジョギング」と「C：サイク
リング」については、エリアが広域にわたるため校区との共働とせず、専門家や関連事
業者（企業、店舗）などと共働して事業を展開することとした。

　ジョギング・ウォーキング・サイクリング等は、市民が身近に体験できるものであ
り、準備すべき器具などのコストも少ないため、最もとりかかりやすいスポーツと言
える。しかし、その普及・啓発については発展途上であり、市民が自らの意志で、その必
要性や活用方法を自覚しない限り始める機会はほとんどない状況と言える。それらの
スポーツを市民が参加するワークショップにより必要性を想起させることで、永続的
に楽しめる活動へと導くことが求められる。

③ ルートづくりワークショップ事業（1）

事業の背景

１：開催のための企画・立案
各ワークショップの成果目標にそったディレクターや協力団体・対象地域を設定し、
それぞれの調整を行う。
２：プログラム作成
担当ディレクターを中心に、ルートづくりにむけたプログラムを構築する。立案された
企画を審査し、その充実に協力する。
３：ワークショップの実施
各年度での到達目標にむけて、市民を交えたワークショップを開催する。３ヶ年のう
ちに全ての区で最低一回は実施できるように企画調整する。

九州コミュニティ研究所の役割

１：地域に関する情報提供
スポーツ振興に積極的な地域（校区単位での対応を想定）に関する情報などを各区役
所担当課等と連携して収集する。
２：健康、スポーツ等の情報提供
保健福祉や健康づくりの観点から、区役所や関係各課と連携し、データを収集。ワーク
ショップの運営を助ける提供する的確な情報として提供する。また、実施するワーク
ショップにも積極的に参加し、市民とのコミュニケーションをはかる。
３：関係者の連絡調整
NPOがワークショップを円滑にすすめることができるよう情報提供をはかる。や
コーディネーションを進める。

スポーツ振興課の役割
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③ ルートづくりワークショップ事業（2）

〈対象〉
〈担当〉
〈協力〉
〈場所〉
〈実施〉

〈要点〉

〈内容〉

〈成果〉

〈課題〉

今津校区自治協議会、北崎校区自治協議会
矢舖雅史（地域共働コーディネーター）
西部地域交流センターさいとぴあ
福岡市西区今津校区、北崎校区
・10月8日 今津校区第１回講座
・3月11日 今津校区第２回講座
・2月18日 北崎校区第２回講座

地域の高齢者を対象に、地元の公民館を会場としたウォーキン
グ講座を実施した。スポーツトレーナーによる正しい歩き方の
講習会のあと、老化予防や健康づくりなどについて会話をしな
がら、自分たちの地域の散策を楽しんだ。参加者から「普段は歩
かないルートを歩きたい」との意見が上がり、海岸沿いや山間
のルート、地域の名所などを散策した（各１時間半～2時間半の
ウォーク）。回を重ねながら、ウォークルート等の内容を参加者
により討論し、安全で歩きやすい地域のルートを選出した。

健康づくりの一環としてウォーキングに取り組む人は増加する
傾向にある。しかし、高齢者へのヒアリングによると、自宅付近
を歩くことに対しては、「恥ずかしい」「危険を感じる」などの理
由もあり、なかなか気軽に取り組めていない状況も見られる。そ
こで当プロジェクトでは、地域住民に集まっていただき、トレー
ニング指導など健康について考える機会を設定、みんなで取り
組み、楽しい活動として地元地域でウォーキングを実施した。
これによって、まち歩きを身近なものとして日頃の生活に取り
込んでもらうことを目指した。

今津校区では、2回のワークショップを行った。地域の方々が
ウォーキングルートを自ら考案し、その距離や疲労度など、健康
づくりのヒントとして考える機会を生み出した。
北崎校区では、1回のワークショップを行った。地元の観光名所
などを中心にルートを設定し、他地域から訪れた人でも楽しみ
ながら散策できるイベント的なウォーキング体験を想起した。

（1）高齢者が健康づくりを自覚するための告知方法
（2）ウォーキングルートの定着

A：ウォーキング （ウォークルートづくり）
プロジェクト01／ウォーキングに親しむ① 健康編

▲第１回講座のようす（今津校区）

▲第3回講座のようす（今津校区）

▲打合せの様子（北崎公民館）
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③ ルートづくりワークショップ事業（3）

A：ウォーキング （ウォークルートづくり）
プロジェクト02／ウォーキングに親しむ② 歴史観光編

〈対象〉
〈担当〉
〈協力〉
〈場所〉
〈実施〉

〈内容〉

〈要点〉

〈成果〉

〈課題〉

舞鶴校区の市民と中学生
久保山宏（コーディネーター・スタートアッププランニング代表）
舞鶴公民館
中央区舞鶴校区
・１月中旬～2月初旬　関係者へのヒアリング、事前調査
・２月20日（金）　第1回ワークショップ（スポットの洗い出し）
・２月28日（日）　第２回ワークショップ（まち歩き）
・3月中旬～下旬　報告書作成

市民と共同で、地元の住民や観光客などの県外からの来訪者が
うっかり歩いてしまう（ちょっと歩いてみたくなる）ウォーキン
グルートを作成することで、普段運動をしない市民にとっても、
運動がより身近なものになることを目指す。

現在の舞鶴校区は、以前の簀子校区、大名校区、舞鶴校区の3校
区が１つになった校区である。小学校区としては１つだが、地域
の自治は３つのままである。そこで、それぞれの地域の結節点と
して、舞鶴中学校の生徒に参加を呼びかけた。また、彼ら中学生
の視点は、普段、地域づくりの活動に参加している年配の方や地
域の役員の方の視点とは異なる。中学生の視点を入れ、彼らが
行ってみたい場所、教えたい場所を絞り込むことで、これまでと
は異なるウォーキングルートが作られることを期待した。

第1回ワークショップでは、造船所が見えるカフェ、中高生に人
気のパン屋さん等、観光マップには出ない生活に密着したスポッ
トが洗い出された。その中から特に気になるスポットを絞り、第
2回ワークショップのまち歩きルートとした。第2回では、さらに
スポットを探し出し、計27箇所をマップにプロットした。

（１）飲食店に偏らないスポットの選定と表現方法の検討
（２）場所が持つ歴史やストーリーの掘り下げ、魅力の抽出
（３）ルート情報かスポット情報か、アウトプットについて検討

▲第1回ワークショップの様子と成果（スポット洗い出し）

▲第2回ワークショップのルートと様子



（4）事業の詳細
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③ ルートづくりワークショップ事業（4）

B：ジョギング （ジョグルートづくり）
プロジェクト03／ジョギングを楽しむ① ビジネスマン編

〈対象〉
〈担当〉
〈協力〉

〈場所〉
〈実施〉

〈要点〉

〈内容〉

〈成果〉

〈課題〉

出張等で来福するビジネスマン
金岡弘人（コーディネーター・エンガワラボ代表）
ランニングアドバイザリーショップ ランザローテ
スポーツメーカー（現在ピックアップ中）
ビジネス客が多いホテル（現在ピックアップ中）
福岡市中央区天神周辺
・10月 オリエンテーション
・11月 企画会議
・12月 第一次検討議案 策定
・ 3 月 メディアラフ案作成

出張等で来福するビジネスマンに、福岡市（本年度事業では、天
神のホテル宿泊者を対象）の最適なジョグルートをメディアを
とおして紹介・アドバイスする。
ショップ（専門家）による監修を経て、紹介マップを企画・製作
し、宿泊先となるホテルに設置する（次年度以降）。また、企業（ス
ポーツメーカー）や店舗（レストランなど）ともタイアップし、
ジョギングに適した環境づくりとその情報提供に取り組む。
（例：ジョギングシューズの貸出、ウエアで立ち寄れるレストラ
ン紹介など）。

福岡マラソンのスタートなどもあり、福岡市内でジョギングに
取り組んでいる市民はとても多くなっている。しかし、走るため
の心構えやルートの設定などは整っておらず、ジョギングを身
近なものとして意識するには、課題も残っている。この事業は
ジョギングしたいという意識は高いものの、取り組むための機
会（ルート情報など）に乏しい人のサンプルケースとして市外
から出張などで来福したビジネスマン（ジョギングにポジティ
ブなイメージをもつ）を対象とし、福岡市内をジョギングが始め
やすい場所となるような企画を実施する。

2年目の事業として、2種の実態調査用のアンケートを作成（大
濠公園用、市職員用）した。また、事業の実験エリアと大濠公園と
その周辺に一元化し、周辺地区の聞き取り調査を開始した。新た
な協力機関として、スポーツ関連メーカーやホテルの割り出し
を進めた。

（1）大濠公園利用者のニーズに関して実態がわかっていない
（2）協力企業への明確なメリットの提供
（3）紹介する周辺の店舗などの枠組み（セレクト基準の設定）

▲来福者向けジョギングマップ　ラフ案

▲来福者も利用しやすいルートを紹介

▲「スポーツ応援銭湯」など、便利な施設もプロット



（4）事業の詳細
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③ ルートづくりワークショップ事業（5）

C：サイクリング （サイクルートづくり）
プロジェクト04／サイクリングを楽しむ 風景散策編

▲海風が心地よいサイクリングルート

▲近隣道路も、歩道と自転車道が分断され走りやすい

▲サイクリングルート案

〈対象〉
〈担当〉
〈協力〉
〈場所〉
〈実施〉

〈要点〉

〈成果〉

〈成果〉

〈課題〉

福岡市民 全般
仲間浩一（コーディネーター・トレイルバックス代表）
ルート近辺にある店舗等（次年度以降の交渉）
福岡市全域
・10月 事業企画案策定
・11月 第１回検討ワーク ／本年度の該当ポイントを設定
・1月 第２回検討ワーク／実地走行による検証
　　→（ベイサイド付近 ― 福浜付近）
・3月 第３回検討ワーク／実地走行による検証
　　→（長浜付近）

初年度は、福岡市内の中から「博多湾岸」を検証し、サイクリング
ルートの選定を行った。自転車にもその種類によって、ハードな
スポーツから通勤に使うような日常的なものまで幅広くある
が、今回の想定では「福岡市における自転車生活の提案」と題し、
より気軽に利用できることを前提とした。

自転車通行に適した安全・安心に走行できる交通環境の実現は、
路面状況や歩行者・自動車との明確な区分等の整備が必要とな
るため、ニーズは高いものの、その整備は困難な状況にある。福
岡市でも、一部で自転車専用道が整備されているケースもある
が、断続的なものでしかない。このプロジェクトでは、福岡市内
に現在ある環境の中から、安全性や自転車で走って心地良い景
観を持つ道路をつなぎ、巡回できるつながったルートを設定す
ることを目指す。自転車愛好家にとどまらず広く一般市民が、
サイクリングを楽しみながらスポーツに取り組める環境を構築
する。

駐輪（歩道の空間占用）のマナー設定や20分走ったら必ず休憩
できる立ち寄りスポット、自転車を降りて押し歩きをするエリ
ア（歩行者が多く危険なことを、景色を見ながらゆっくり通過す
るというポジティブな解釈に）の観点など、自転車でのスポーツ
を有意義に楽しめるルールづくりが検討された。

（1）市民に対する普及・広報の方法の方針づくり
（2）協力店舗の確保（明確な連携手段）



（5）共働する上で苦労した点・工夫した点

①苦労した点

NPOの思いが担当課の想定と違っていることもあり、その調整にはコミュニケーションを要した。とくに初年度は、成果
が見えにくい調査・検証が多く、成果が見えにくいものとなったことが大きな理由として考えられる。

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。実行委員会での情報共有とはべつに、担当者
レベルでの随時打ち合わせを行い事業目的等を互いに確認しながら事業を進めた。NPOが主体的に行ったイベント等に
関しても、行政スタッフへの参加を呼びかけ、問題意識等の共有につとめた。

（6）担当者の声・市民の声

NPO担当

スポーツという言葉の持つイメージが、人それぞれで違っていることを痛感しました。とくに、競技スポーツと健康づく
りから発するスポーツとの差異は大きく、今後の展開を支える視点になると思います。

（7）27年度への展開

これまで、地域の方とも共働しながらウォーキング・ジョギング・サイクリングそれぞれのルートづくりや既存マップの
情報収集等を行ってきた。
本年度は、これまでの成果をコンテンツとしてまとめていくとともに、ルートづくりだけでなく、体を動かすことの楽し
さを感じてもらえるような啓発イベントの開催や民間企業とも協力していくなど、本事業の目的である身近なスポーツ
を推進する「機運づくり」とその実現にむけた「環境づくり」を進めていきたい。

市担当

各事業にプロジェクトリーダーを置き、地域を巻き込みながら、スピード感をもって幅広い事業を進めることができて
おり、NPOのもつノウハウやネットワークがなければ実施が難しかったと感じている。27年度以降も互いの持つ得意分
野を活かしながら事業を進めて行きたい。

市民の声

○自分のまちを歩くことの楽しさを実感する機会になった。
○「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。気軽に取り組める仕組みづくり
として、楽しいアイデアを期待したい。
○外に出かけずにできる体操なども取り入れてほしい
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	みんスポ2014事業報告書06
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