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地域を走って！歩いて！マッピングして！
ポイントゲット！

 
＜冒険観光＞

ちずあそび
ちずあそび　 

代表　下岡 隆治
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ちずあそび
北九州市に貢献します！
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①スタート直前に配布される地図をもとにチェックポイント（CP)を回
り合計得点を競うスポーツ。

【ちずあそびとは？】　
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【CP チェックポイント表】　

                                                                                                 ちずあそび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019/11/17
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寿橋 万葉歌碑 ご当地マンホール① 旧東小倉駅 小倉城しろテラス 中村座 競輪発祥の地 防空監視蛸 ミエーレ 日明一本松塚古墳
綺麗なアーチ橋です。橋の真ん中に
何か動物がいますね？その動物の真
似をして写メしてください。

貴布祢神社の境内に建っており、こ
の地の歌が刻まれています。境内に
は興味あるものがたくさん！？

本拠地であるミクニスタジアムの周
辺にありますよ。もうちょっと頑張
れ～！

昭和37年10月に廃止された駅の跡で
す。ホームや駅舎はなく、国道から
駅へ降りる階段が残っています

『和」の空間で癒しのひと時をいか
がですか？小倉医療センターならで
はのお土産なども！？

ただいま開催中ですね！ステージ裏
からならいつでも見れるとの噂！？
まさにバックステージ！

知らない人も多いのですが、競輪は
北九州が発祥なのです。広い公園内
のどこにあるでしょうか？

大日本帝国陸軍によって使われてい
た、敵機をいち早く発見し防衛司令
官に報告するための監視哨

八幡東区で「最高峰」の名前で営業
していた蜂蜜専門店。ここのソフト
クリームが美味しい！

日明小学校そばにある北九州では珍
しい装飾古墳です。外観は墳丘の一
部が露出しています
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街角の石 到津球場跡 九州鉄道茶屋町橋梁 魯山荘跡 国境石 戸畑城 九工大正門 雪文 夜宮の大径化木 菅公御手洗の池
住宅街に突如現れる無銘の石。大切
に祀られているようですが由緒や意
味は不明ということです

この地に球場があったのご存知？昭
和9年にはベーブルースも試合に訪れ
て予告ホームランを打ちました

壁はイギリス積み、アーチは五段積
みで作られており、北九州の交通史
上、貴重な遺構。市の史跡に指定。

大坂の実業家　橋本豊次郎・多佳子
夫婦が住んでいた住所跡。赤レンガ
の地面の上には間取りがありますよ

ウォーキングやランニングする人も
多いですが気付いてました？夜だと
分からないかも？

小さすぎて見落としそうな戸畑城。
写真をよく見てどの辺りにあるか検
討をつけましょう

明治専門学校が前身。写真の正門や
守衛所などは、近代化産業遺産に指
定されています。

こちらも有名なアイスクリーム屋さ
んですね。ちょっとひと休みいかが
でしょうか？

幅約2.2m、長さ推定40mと考えられ
る日本最大級の径化木であり、国の
天然記念物に指定されています

菅原道真公が天籟寺に泊まった際、
この池で手足を洗ったとされていま
す。菅原神社もすぐ近くですね
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クエン酸普及会 おうま橋 美術の森公園 お汐井汲み場 竹久夢二碑 重留遺跡 トトロの壁画 三日月 ご当地マンホール③ ゾンコラン坂
街角で見かけて心をわしづかみにさ
れたお店。中高年女性の方、話を聞
いてみませんか？（笑）

「牧山」の地名の由来は、昔は牧場
だったことから。牧山へ向かう橋は
「おうま橋」として命名されました

市立美術館へ上っていく坂の途中に
いくつかのブロンズ像があります。
同じポーズで撮影して下さいね♬

戸畑祇園の際には、天籟寺、西、東
の山笠がここで山笠の４本柱や手足
を清めて祭りの安全を祈っています　

大正ロマン溢れる画風で人気の竹久
夢二は、創業時の八幡製鉄所で図工
として働いていたとか？

弥生時代中・後期の集落跡。主に竪
穴住居跡と貯蔵穴から構成されてい
る。県指定史跡。

民家の壁に描かれたトトロ。見ると
ふと心が和みますよ♪しかし、坂が結
構きついかも！？

ご存知、クロワッサンでお馴染みで
すがソフトクリームも美味しいで
す。近くにあのアイスのお店も！？

たくさんのご当地マンホールがあり
ます。若戸大橋に花火が上がるマン
ホールはどこにあるでしょうか？

この坂スゴイです…このスゴさ写真
では伝わりません、、、あなたの驚
いた表情をお待ちしてます(笑)

60 62 65 68 70
　!ソフト&アイスボーナス ３つ制覇で   ＋70点

　!マンホールボーナス ３つ制覇で  ＋100点

　!ポーズ指定ボーナス ３つクリアで＋70点

△スタート　◎ゴール　○チェックポイント

　*** 競技ルール ***

・移動は徒歩・ランニングとします

・各チームは全員一緒にチェックポイント(CP)を回ります

・各CPでは写真の構図で撮影者以外のメンバーが写った写真を撮ります

・CPの数字が得点となります

・フィニッシュでは事務局設置の時計を撮影してゴール

・制限時間オーバーは減点。1分につき20点です

県内２番目の信号 高炉台公園 東田高炉 八幡製鉄所　マンホール 勝田神社
福岡県で2番目に設置された信号
機。S-0002がその証拠。ちなみに１
番目は福岡の天神交差点とのこと

ステージ上で同じポーズで撮影しま
しょう。ここまでずっと上りですが
頑張って！

明治34年(1901年)、日本初の製鐵所
として建設された「官営製鐵所」で
最初に火入れされた溶鉱炉です。

世界文化遺産登録を記念して２０１
６年に北九州市の下水道事業のPRや
イメージアップとして設置

神功天皇朝鮮出兵の際に、この地よ
り皇軍の御旗竿となる竹を切り出し
たとのこと

　　　** 注意点　***
         ・公道を通りますのでマナー・交通ルールを守りましょう
　     ・地図を確認するときは通行人・自転車の邪魔にならないように。
         ・地図に磁北線を加筆しています。磁北線の間隔が１ｋｍとなります（4cm=1km）
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②CPでは指示書に出されている同じ構図の写真を撮ってくることが得点
獲得の条件となる。

【ちずあそびとは？】　
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③CPをどう回るのかは各チームで作戦を立てて決めてOK！

【ちずあそびとは？】　
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支給されるお小遣い＋αを当日のちずあそびエリアにある商店街や店舗で利用するこ
とで地域貢献にも寄与。
また消費行動をデータ化し、「地域貢献ポイント（仮称）」として、貢献度見える
化も実施する。

【ちずあそびとは？】　



©　2020　chis'asobi

⑤移動手段は、原則ウォークかランニングのみ。（エリアによっては渡船なども可）

【ちずあそびとは？】　
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【ちずあそびのメリット！】　

①北九州市の名所・史跡・商店街・店舗などを楽しみがら知ること
ができて、地域を好きになる。

②新たな付加価値提案として、参加費用のうち1人1,000円のお小遣
いを支給することで、地域貢献にも寄与でき、地域の美味しいも
の、楽しいものにふれられる。

③走って・歩いて観光ができ運動不足解消に！

④チームごとでコースを決められるため、子どもから年長者まで自
分に合ったペースで楽しめる。

⑤写真を撮ることでSNSとの親和性が高く、北九州市の名所・史
跡・商店街・店舗の情報を拡散してもらえる。
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【GIS導入により運営に余裕】　

これまでは 

・各チームの現在位置確認 
・ゴール後のポイント集計 
・写真のチェック 

　すべて１人で手作業、、、

GIS導入で 

・性格なマッピング 
・すべてリアルタイムに 

・PCでチェック 

・ログもきっちり残せる

その余裕から地域貢献プログラムの導入へ
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【地域貢献ポイント（仮称）】　

◆地域貢献ポイントは、参加費（1名）2,000円の内、1,000円を参加
者にキャッシュバックし、ちずあそびエリアでイベント中に消費し
て、消費額に応じたポイントを発行する。

◆参加者に発行した地域貢献ポイントを累積化し、累積ポイント数の
高い参加者を、年間単位で表彰する仕組みを検討。

◆ちずあそびとしても、地域貢献ポイントトータルの累積化を行い、
地域への貢献度を公に提示・可視化する。

◆団体として「地域貢献KPI」を設定して、地域貢献へのポテンシャ
ル指標とする。 　　　　　　　 ＊KPI：Key Performance Indicator 重要業績評価指数
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➣開催日：令和２年３月８日（日）少雨決行（中止の際は３月８日当日朝7:00にG-mottyHPでお知らせします）

➣時　間： 9:00~16:00　
●受付9:00~9:30　●開会式・説明及び作戦MTG：9:30~10:00　●スタート：10:00●競技：10:00~15:00　●表彰式・閉会式15:30~16:00

➣場　所：＜スタート・ゴール＞　米町公園
➣料　金： 2,000円／一人（内訳：1,000円の運営費・保険料込／1,000円のお小遣いキャッシュバック）

　　　　　　　※参加費については、ちずあそび開催日当日のお支払

➣申込み方法：facebookイベント申請、電話予約、HPからの申請。
➣対　象：走って・歩いて、北九州市の名所・史跡・商店街・店舗を楽しみたい冒険好きな人
　　　　　（小学４年生以上　※小学生のみの参加不可　成人1名以上がチームにいること）

➣定　員： 50名（総数）
➣参加条件：１組あたり２～３名のチーム編成ウォーク及びランニングができる方
➣持　物：スマートフォン、補給用の水分等、運動ができるシューズ及び服装

【ちずあそび　イベント概要】　
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  地図遊びを通じて、楽しみながら 

 
・見てほしい場所 

・周知したい情報 

   伝えていく効果も期待できます。



©　2020　chis'asobi

Stay Hungry  
Stay Foolish


