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ちずあそび

一般社団法人 
Catsジャパン

ジョギング教室 食神坊 風土

楽しみながら運動不足解消・健
康増進。更には、独自のプログ
ラムで地域貢献・地域活性化に
寄与。スポーツ庁 Sport in Life
コンソーシアム参画事業

一般の市民ランナーに安全な走
り方や身体を上手に使うコツを
伝授。どれだけ走っても故障し
ないフォームの習得がウリ

調理のできるレアなヒーロー！ 
食を中心としたヒーローコンテン
ツ事業を運営 
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ちずあそび協力団体

◉一般社団法人 G-motty
URL : https://www.g-motty.net/menu/

◉北九州市立大学　

” G-mottyは、「“地域愛”を育むことを手助けし、“地
域らしさ”をアピールすることを後押しする。」こ
とを組織理念とし、地域情報の収集、蓄積、さまざ
まなメディアを介した地域情報発信とそれらに係わ
る地域活動を実践する組織です” 

G-mottyホームページより抜粋

地域創生学群　片岡ゼミ
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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！
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ちずあそび 
北九州市に貢献します
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ちずあそびのMAP
市街地にフォーカスしたマップ ▼

広範囲に拡大したMAP ▶

開催テーマや対象者に合わせ 
臨機応変に設定
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チェックポイントとは？

地域の名所・史跡・観光スポッ
トなどを基本に設定。 

他にもトマソンや面白スポット
なども。 

なるべく地元の人でも知らない
ようなところを見つけている 

チェックポイントでは、チーム
メンバーが写った写真を撮影す
ることで得点となる。 

また、ミッション設定もあり司
令をクリアするとボーナスポイ
ントあり。 

MAPとともにスタート30分前くらいに配布
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ちずあそびとは？

❶ 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)を巡り合計得点を競うスポーツ。移動はウォークorラン
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ちずあそびとは？

❷ CPをどう回るのか？は各チームの体力や作戦に応じて自由に
決めてOK
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ちずあそびとは？

❸ CPでは指示書と同じ写真を 
チームメンバーとともに撮影
することで得点獲得となる

❹ 撮影した写真は、ちずあそび
アプリで送信する

▲　一般社団法人 G-motty  GISシステム利用



©2020 Catsジャパン

ちずあそびとは？

❺ 運営本部では、参加者から送られてきたデータをもとにチーム行動や 
得点の進捗状況、安全を一元管理。 

▲　一般社団法人 G-motty  GISシステム利用

ミッションポイントでのボーナス
配点などもリアルタイムに確認で
きることで、表彰式などが迅速に
行える
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ちずあそびとは？

❻ おこづかいキャッシュバック制度 
・参加費2,000円のうち、1,000円を参加者に還元する 

・エリア内にある店舗や商店街などで利用することで地域貢献に寄与 

・開催ごとの”地域貢献KPI”を設定することで貢献度を”見える化”する 
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ちずあそびのメリット

❶ 地域を好きになる 

❷ 運動不足解消になる 

❸ 子供から年長者まで誰もが 
　 参加できる 
❹ SNSなどで拡散効果がある 

❺ 楽しみながら地域貢献まで 
    できる 
❻ どんなテーマ・エリアでも 
　 柔軟に対応可能

  オープンエアで運動不足解消 
  しつつ地域への消費活動まで 
 
 コロナ禍で最適なイベントに！ 
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ちずあそびとGIS
◉GISに出逢う前のちずあそび 
　 
　  すべてがアナログ💦 
　　・MAPのCP登録 
　　・ゴール後の得点集計・写真チェックに時間がかかる 
　　・チーム数が増えると対応困難 

◉GISに出逢ってから… 

      すべてが快適・スピーディ 
　　・CP登録も正確かつ簡単 
　　・ゴール時には得点集計もチェックも終わっている 
　　・何チームでも対応可能 
      

❤
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参加者アンケート

参加人数
性別 人数
男性 7

女性 28

合計 35 80%

20%

男性 女性

年齢区分
年齢 人数
10代 0

20代 0

30代 6

40代 11

50代 14

60代 4

70代 0

80代以上 0

合計 35

11%

40% 31%

17%

10代 20代 30代 40代
50代 60代 70代

参加回数
回数 人数
1回目 24

2回目 10

3回目 1

4回目 0

5回目 0

6回目 0

7回目 0

8回目以上 0

合計 35

3%

29%

69%

1回目 2回目 3回目 4回目
5回目 6回目 7回目 8回目以上

満足度
年齢 人数
大満足 20

満足 14

普通 1

やや不満 0

不満 0

合計 35

3%

40%
57%

大満足 満足 普通 やや不満 不満

次回は？
年齢 人数
参加 33

不参加 0

未定 2

合計 35

6%

94%

参加 不参加 未定

　冒険観光　ちずあそび アンケート解析

2020/9/13

参加人数
性別 人数
男性 7

女性 17

合計 24
71%

29%

男性 女性

年齢区分
年齢 人数
10代 0

20代 5

30代 0

40代 7

50代 10

60代 2

70代 0

80代以上 0

合計 24

8%

42%
29%

21%

10代 20代 30代 40代
50代 60代 70代

参加回数
回数 人数
1回目 20

2回目 1

3回目 1

4回目 1

5回目 1

6回目 0

7回目 0

8回目以上 0

合計 24

4%
4%
4%
4%

83%

1回目 2回目 3回目 4回目
5回目 6回目 7回目 8回目以上

満足度
年齢 人数
大満足 8

満足 16

普通 0

やや不満 0

不満 0

合計 24

67%

33%

大満足 満足 普通 やや不満 不満

次回は？
年齢 人数
参加 20

不参加 0

未定 4

合計 24

17%

83%

参加 不参加 未定

冒険観光　ちずあそび アンケート解析

楽しさや満足度は 
ほぼ100％！



©2020 Catsジャパン

楽しいイベントであることは実証済み！

フィールドとなるエリアで楽しませて 
いただく御礼に…

地域へ貢献したい！！
キャッシュバック制度によるエリア内での消費喚起
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ちずあそびによる地域貢献効果について

29,792円 39,000円キャッシュバックに対して,29792円（76.4%) 
の消費活動が,わずか5時間のうちに起こりました
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ちずあそびによる地域貢献効果について

20,435円 19,000円キャッシュバックに対して、20,435円の
消費活動が,わずか5時間のうちに起こりました

2019/11/28   ちずあそび　最終順位表

107.6％
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◉ 検討課題 

 ・ちずあそびの認知度アップ 

 ・現金ではなく商品券・クーポンや電子マネーの活用 

 ・店舗や商店街などとの提携 

 ・地域貢献度のイメージ付けやアピール 

ちずあそびによる地域貢献効果について

ちずあそび開催 ＝ 地域での消費喚起

どこでもどんなテーマ でも開催可能
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ちずあそびによる健康増進効果について

・テレワークの普及 
・ステイホームによる外出自粛 
・交流の機会喪失（会話や笑顔の減少） 

慢性的な 
運動不足

運動不足による健康の二次被害　→ 筋肉量・筋力低下 
　　　　　　　　　　　　　　　 歩行速度の低下 
                                              認知機能の低下

健康な高齢者が２週間家の中にいてあまり動き回らないと 
脚の筋肉量が3.7%減少したとの報告あり（スポーツ庁資料）

約3.7年分の老化に相当！
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ちずあそびによる健康増進効果について

・マスク着用 
・消毒 
・運動不足　

免疫力低下の 
リスク

密を避けた 
適度な運動　　

・筋肉量の低下を防ぐ　 
・基礎体温の上昇 
・ストレス解消　etc 
　　

免疫力UP　　

安全なオープンエアで楽しみながら運動する

それって…!?
エチケットだけでなく 
強い免疫を獲得することも 
同じくらい大切！
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 ◉ 2021年の検討課題 

 ・全国展開を視野に活動拡大 = 開催回数・エリア拡大 

 ・現地で運営できる人材の育成 = 資格認定制度の確立 

 ・G-motty ”みんなで作る地図” コンテンツの充足 
 
 ・運営におけるパッケージ提案 

 ・自治体・民間との協働でPR効果UP 

ちずあそびの認知度アップのためには？

ちずあそびで楽しく地域の問題解決や健康維持を！

企画調査から当日準備運営まで、一式 120,000円

お問い合わせお待ちしております🙏 ホントに！ 待ってるから💕
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ちずあそびの新たな展開 

No.1  2020/11 大学対抗ちずあそび 
各先生主導のもと、テーマの選定、事前調査、ディスカッションを行い 
実際にちずあそびの仕組みを活用して成果を確認する

北九州市立大学 兵庫県立大学

テーマ 

地元のお店 
リノベーション 
トマソン

テーマ 

帰宅支援ステーション 
震災モニュメント 
過去から未来へ
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ちずあそびの新たな展開 

No.1  2020/11 大学対抗ちずあそび 

北九州市立大学 兵庫県立大学

帰宅支援ステーション　　チェックポイント一覧表
2020/11/28  

2 2 2 2 2 2 2 2

セブンハートイン 魚や道場元町店 ファミマポート 
ライナー三宮店

ビックエコー 
三宮駅前店

ココイチ 
三ノ宮駅東口店

セブン神戸みゆき
通り6丁目店

ローソン 
神戸国際会館前

セブン神戸 
サンキタ通店

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、公共交通機関の運行停止により、首都圏で多くの帰宅困難者が発生しました。神戸市においても、大規模な地震等の災害が発
生し、交通機関が途絶すれば、多数の帰宅困難者の発生が見込まれます。

2 2 2 2 3 3 3 3

セブン 
神戸三宮磯上通店 吉野家神戸元町店 ファミマ 

柳屋下山手通店
セブン 

神戸三宮駅南店
セブン神戸元町 
通り一丁目店

ローソン 
加納町一丁目店

ファミマ 
神戸日暮通店

セブンJR元町駅
西口店

帰宅困難者の中でも、徒歩帰宅が可能な方は徐々に移動を開始します。そういった方が安全に移動できるように、「水道水」「トイレ」「道路情報」を提供していただく帰宅
支援ステーションは重要な役割を担っております。

7 7 7 7 7 7 10 10

吉野家 
新神戸駅店

ローソン 
北長狭通5丁目店 ファミマ吾妻通店 ファミマ栄町通り ファミリーマート

新神戸駅前店
ファミマうかいや
県民会館前店

ファミリーマート
熊内町店 ロイホ下山手店

神戸市など関西2府5県4政令市と7経済団体等で構成される関西広域連合では、コンビニエンスストアや外食事業者等と「災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協
定」を締結し、「災害時帰宅支援ステーション」の普及を進めています。

10 10 10 13 13 13 13 15

セブン新神戸駅 
2番のりば

セブン新神戸駅 
1番のりば

ローソン 
神戸熊内町六丁目

ファミマ　ポート
アイランド北店

ローソン　ポート
アイランド店

ローソン　ポート
アイランド北店

ファミマうかいや
ポートアイランド
店

セブン阪急王子 
公園駅前店

ターミナル駅である中央区の三宮駅周辺地域においては、帰宅困難者の集中による混乱を防止し、滞留者等の安全を確保するためには、民間企業等による「自助」や行政によ
る「公助」のみならず、地域内における「共助」による対応が重要となります。

15 15 15 18 18 18 18 18

セブン神戸 
脇浜町一丁目店

セブン 
灘岩屋駅前店

ファミマ 
JR灘駅前店 ミスド神戸駅 スギ薬局ライフ ローソン神戸 

古湊通り一丁目店 吉野家新開地店 セブン神戸 
新開地2丁目店

また、神戸市や企業・研究機関が災害・事件・事故への対応を含めた危機管理能力やリスクマネジメントなどの向上を目的に、研究や連携体制つくりに取り組む「危機管理研
究会　神戸安全ネット会議」では「災害時に徒歩帰宅するための地図の作成方法」をホームページで紹介しています。

18 18 18 18

ローソン 
新開地4丁目店

ローソン 
新開地駅前店

ファミマ 
メトロ新開地店

ファミマ 
メトロ新開地店

ローソン神戸 
古湊通り一丁目店

神戸市では「自助」「共助」の取り組みとして、協力事業者の
登録推進のため、事業所や学校、商業施設などに帰宅困難者へ
の支援をお願いしております。

◉ちずあそびルール 
　・移動はウォーク or ランニング 
　・チーム全員でチェックポイントを回ること 
　・チェックポイントでは撮影者以外のメンバーが 
　　入った写真を撮ります 
　・表に記載している数字が得点です 
　・制限時間オーバーは20点/1分減点となります

ちずあそびチェックポイント一覧表　 北九州市立大学Ver.
2020/11/28  　　JR黒崎駅ペデストリアンデッキ

1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

井筒屋 カジキマグロ？ トマソン① とんとん トマソン② ASOビル 文化商店 乱橋 黒崎貝塚 シロヤ
今年閉館してしまいまし
た。井筒屋の入り口で井
筒屋ポーズをする。

この辺りはディープで美
味しいお店多し。マグロ
のポーズで。

窓枠が元々あったであろ
う影だけが残って塗り固
められています。

15時からやってる激安焼
き鳥！持ち帰りよりも中
で食べたほうが旨い

うっかりよそ見窓から出
ると危険です

麻生市場の近くにあるビ
ルのモニュメントです。
同じポーズでどうぞ！

今年オープンしたお店で
す。ランチセットは10色
限定！薬局ではないw

元は地名であった説やホ
タルの群舞から命名され
たとの説あり。

縄文時代の貝塚。この付
近は標高５m位までは海
だったようです。

ご存知、北九州のソウル
フードともいえるシロ
ヤ。黒崎に2店舗あり。

4 4 5 5 5 6 6 6 6 7

なかばし川 香味家　
KOHMIYA

トマソン③ 長蒲公園 キタキュウマン Go BAGEL 撥川橋りょう トマソン④ 黒崎祇園山笠神輿 KOMARU
なかがわ橋のレプリカ。
向かいにある宿場通りに
も何かある？

美味しそうなパン屋さ
ん。カレーもあるよ！

黒崎はドア系のトマソン
が多いなぁ…

子供も楽しめること間違
いなし

ご当地ヒーローであるキ
タキュウマンVerの自販
機は結構レア？

ベーグル、コーヒーなど
があるカフェ。美味しそ
う。

映えスポットではないけ
ど、電車が通るタイミン
グでしか撮れない写真w

脱ドアトマソン（笑） 
行かせる気のない階段

八幡西図書館に展示して
います。学習室近くなの
で静かに。。。

いま黒崎で大人気なのこ
ちら。ソフトクリーム、
氷菓子が年中食べれる

7 8 8 8 8 10 10 10 11 12

春日神社 階段 広松酒店 foret cafe 秋月藩蔵屋敷跡 黒崎城跡 石畑公園 御手洗公園 歴史トンネル ニコルソン中尉碑
“日本三代実録”に記載
の””筑前国鳥野神”に充て
られる国史見在社の論社

映画「君の名は」の名シ
ーンを写真のように再現
してみよう

お酒の種類はこの辺では
ダントツ多いかも？海ぶ
どうもあり

見つけづらいです。イオ
ンタウン黒崎の近くです
が…

秋月藩が年貢を一時集
荷・貯蔵した場所。跡地
にも集荷する会社が！

昔は黒崎にもお城や港が
ありました。男性だけで
いくと危険！？

お城のようなデザインの
トイレがあります

ややまのポーズで撮りま
しょう

ひっそり存在するトンネ
ルには八幡の歴史がたっ
ぷり。

故障機を民家ではなく、
自らも犠牲になり空地へ
と墜落させた人道的行為

12 12 14 14 15 15 15 15 16 17

熊西小学校 曲里の松並木 D51 TAKAMIYA 古官道跡 cafeふしぎ堂 八幡製作舎 友ちゃん餃子 岩田公園 トマソン⑤
壁に描かれた太陽を背負
うようにポーズをとって
みましょう

すぐ近くに江戸時代から
生き抜いている大きな松
がありますよ

桃園公園内に展示されて
いるこのD51は地球54周
分走りました

存在感あるキャラ。釣り
のことならPOINTで！

太宰府と文字を結ぶ「太
宰府官道」の一部が残っ
ています

カレーがすごく美味しい
らしい。日替定食の唐揚
がすごく美味しかった。

街の小さな製作スタジ
オ。ホームページや広告
などをサポート

あの有名な「餃子兄弟」
の親戚？血縁者がやって
るようです。

ここでかっこいいターザ
ンショットを撮ろう！

もうこれは、、、 
完全に必要ないでしょ
う。まさに無用の長物

17 17 20 20 21 21 21 21 21 22

祇園1丁目公園 祇園本宮 トマソン⑥ 本城橋のツル 鳥野神社 カラス除け？ネコ はが園芸 深野漬物店 よし竹 せせらぎ川
この器具で肩まわりの運
動しながらポーズを決め
てみましょう

実はこの一帯の祇園本宮
は、ここ仲宿八幡宮なの
です。

一段目が異常に高い階
段。もちろん使ってない
だろうけど…

詳しいことはわかりませ
んが、ツルですよね？

併設している公民館では
いろんな地域行事が行わ
れています

弘善寺周囲の道路に突如
現れるネコ。場所的にカ
ラス除けかな？

お部屋にグリーンがある
だけで気分リフレッシュ

漬け物屋さん。こういう
お店が頑張って欲しいで
すね

老舗です。地域の人に長
きに渡り愛されていま
す。

自然がいっぱいいい気持
ち。街中でマイナスイオ
ンを。

24 24 25 25 25 26 29 29 30 34

謎の駄菓子屋 前田酒店の自販機 JR八幡駅 カレーの鬼 なまら食堂 ロータリー 龍潜寺 洞北緑地 笑顔のポスト 12番札所
情報がないので詳細わか
りません。取材GO！

こ、これはシブイです
ね、、、しかし空きスペ
ースもったいないw

駅舎がまんま立体駐車場
って珍しいですね。ふと
思えば。。

作るのに3日かかるこだ
わりのルーが自慢。

生らは北海道弁で、たい
そう、非常に。すごい食
堂ってことかな？

ドイツの道路を参考に作
った渋滞知らずのロータ
リー。

年配の方からは”にったい
さん”という通称で親しま
れてます。

だだっ広い公園。最近は
ドックランで有名？個人
的にはこの滑り台が○

どこでしょうか？地図を
しっかりみて探しましょ
う

かなり見つけるのが難し
いポイント。見晴らしも
最高！

35 37 41

2つの橋 シャボン玉石けん 皿倉ケーブル麓駅
よく晴れてれば若戸大橋
と関門橋が見える絶景ス
ポット

北九州の企業。ここが本
社です。見学ツアーなど
もやってます

ここまできたら疲れたで
しょ？一休みどうぞ… 
て、、、どこで？

◉ちずあそびルール 
　・移動はウォーク or ランニング 
　・チーム全員でチェックポイントを回ること 
　・チェックポイントでは撮影者以外のメンバーが 
　　入った写真を撮ります 
　・表に記載している数字が得点です 
　・制限時間オーバーは20点/1分減点となります

最新の写真を使っていま 
すが、写真とが現物が 
変わっていることが稀に 
あります。 
その際は周囲や位置の 
状況判断でOKです 
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ちずあそびの新たな展開 

一般社団法人 G-motty  GISシステム利用

事前のプレゼン大会やちずあそび終了後に 
オンラインで繋ぎ大学間交流も楽しみました
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ちずあそびの新たな展開 
No.2  2021/1　公園指定管理業者、魚町商店街とのコラボ

◉北九州パークマネージメント 
　共同事業体 
　 
　勝山公園、あさの汐風公園、小倉城、小倉城庭園 
　などを管理 

◉魚町商店街 
　 
　小倉市街地の中心商店街 
　キャッシュバックとして、商店街で使える 
　1,000円の商品券を配布 
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ちずあそびの新たな展開 

No.3  2021/4　門司港グランマーケットでの開催

・門司港エリアの観光名所やスポットを紹介 
　 
・商店街や周辺エリアへの来客者分散効果 
 
 
　

運動不足解消、地域活性化、地域の抱える諸問題を

ちずあそびで楽しみながら解決！ 
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ご清聴ありがとうございました

地域に活力を取り戻し 
健康増進にも役立つ！


