




         ウォーキング効果・注意点

ウォーキングの効果

  ・歩幅が増し、歩行速度が高まる。

  ・姿勢や身のこなしが良くなる。

  ・肺・心臓・血管の働きが良くなる。

  ・全身の筋の活動性、特に粘り強い赤筋の活動性が増す。

  ・バランス能力、特に左右のバランスが良くなる。

  ・体の左右の歪が少なくなる。

  ・関節機能（可動域、滑動性）が良くなる。

  ・脂肪を多く消費できる。

  ・体温調節機能が高まる。

  ・血圧が正常値に近づく。

  ・脳の活動性が増す。

  ・気持ちをリフレッシュできる。

  ・ストレスを解消できる。
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ウォーキングの注意点

  ・疲れないようにして歩く。

  ・疲労物質である乳酸を出さない有酸素性運動を行う。

  ・膝、腰を伸ばし、胸を張って歩く。

  ・平地では少し大股で歩く。

  ・坂道では歩幅を少し小さくする。

  ・腕をよく振る。

  ・冬期は比較的暖かい日中が、夏期は早朝の涼しい

　 時間帯が適している。

  ・路面の起伏や周囲の状況をしっかり把握する。

  ・空腹状態での運動は避ける。

  ・疲労しない程度に 30 分から 1時間程度実施する。

  ・上り坂や階段では少々スピードを緩める。

  ・風景を楽しみ、快適に歩く。

  ・交通量の多いコースは避ける。

  ・膝に負担のかかるコースは避ける。

  ・靴底のしっかりした滑りにくいシューズを着用する。

  ・季節に応じた服装にする。

  ・適度に水分補給をする。
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ウォーキングコースの特徴

　

　地図にコースごとの歩行距離、所要時間、歩数、消

費エネルギー、脂肪燃焼量、コース難易度を示しました。

 ・ 消費エネルギー：体重６０kgの人の消費カロリー

   　を示しました。

 ・脂肪燃焼量：消費カロリーから計算した、体重６０

    kg の人の脂肪燃焼量を示しました。

 ・コース難易度：A きつい　B 普通　C やさしい

 ・AT 以上：コース内の疲労しやすい箇所を赤色で示

    しました。

        山代コース
・移動距離：4208m

・所要時間：49 分

・歩数：5756 歩

・消費エネルギー：163kcal

・脂肪燃焼量：23.2g

・コース難易度：C

       ー AT 以上
   （ 疲れやすい所ですスピ
      ードを緩めましょう ）

　各地図にコースごとの特徴を示しました。

           （例）
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コースのマップ一覧

橋立コース
20 頁～21 頁に掲載。
歩行距離：3833m

コース難易度：A

金明コース
34 頁～35 頁に掲載。
歩行距離：4754m

コース難易度：B

片山津コース
28 頁～29 頁に掲載。
歩行距離：4763m

コース難易度：A

湖北コース
30 頁～31 頁に掲載。
歩行距離：5146m

コース難易度：B

塩屋コース
12 頁～13 頁に掲載。
歩行距離：4226m

コース難易度：B

三木コース
14 頁～15 頁に掲載。
歩行距離：4035m

コース難易度：B

大聖寺コース
10 頁～11 頁に掲載。
歩行距離：4452m

コース難易度：B

作見コース
32 頁～33 頁に掲載。
歩行距離：2853m

コース難易度：B

庄コース
38 頁～39 頁に掲載。
歩行距離：3807m

コース難易度：C 勅使コース
26 頁～27 頁に掲載。
歩行距離：4699m

コース難易度：A
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南郷コース
18 頁～19 頁に掲載。
歩行距離：4725m

コース難易度：C

三谷コース
16 頁～17 頁に掲載。
歩行距離：4890m

コース難易度：C

動橋コース
36 頁～37 頁に掲載。
歩行距離：3446m

コース難易度：B

山中温泉コース
42 頁～43 頁に掲載。
歩行距離：3602m

コース難易度：A

分校コース
40 頁～41 頁に掲載。
歩行距離：3972m

コース難易度：B

東谷口コース
24 頁～25 頁に掲載。
歩行距離：4741m

コース難易度：C

山代コース
22 頁～23 頁に掲載。
歩行距離：4208m

コース難易度：C
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加賀看護学校

信号「敷地天神橋」
手前を右に曲がりま
す。
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    KAGA 健食健歩プロジェクト

　市では「いつまでも元気で健やかに暮らし続けら

れるまちづくり」を目指し、行政・民間企業・大学

が協働で市民と一体となって、「KAGA健食健歩プロ

ジェクト」による健康づくりを推進しています。

　そこで、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに

取り組んでもらえるように、７つの健康づくりスロ

ーガンを設定しました。

＜かがし健康づくりスローガン＞

　・年に１度の健診で助かる命、助ける命

　・野菜は両手いっぱい三度の食事

　・まず１０分。運動を続ける秘訣です！

　・肝臓も週休２日でリラックス

　・吸わない、吸わせない　タバコの煙

　・食後のハミガキは健康づくりの第一歩

　・話そう　聞こう　一人で悩まない
 

健康づくり
マスコットキャラクター

健診カモンくん
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コース調査協力団体

　本ウォーキングマップを作成するにあたり、下記

団体にご協力いただきました。ここに記し、感謝の

意を表します。

　　

　・かがウォーキングクラブ　歩歩

　・加賀市スポーツ推進委員会

　・加賀市保健推進員協議会

　・かがやき予防塾修了生

　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）
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記録表がいっぱいになったら、各自で記録してください。

ウォーキング記録表
　　 歩いた日　　　　　  コース名　　　　    所要時間・歩数

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・
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記録表がいっぱいになったら、各自で記録してください。

　　 歩いた日　　　　　  コース名　　　　    所要時間・歩数

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・

　　     ．　   ．　　　　　　　　　　コース　　　　　   ・
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