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1 北海道 1 〇 安全対策部副部長 山村　誠

【事業名】北海道スキー連盟教育本部会議・冬季研修会 【日程】2017/11/24～2017/11/26 【会場】札幌国際スキー場  【参加人数】30名
【事業名】安全対策部技術員強化研修会                    【日程】2017/12/10                   【会場】サッポロテイネスキー場  【参加人数】26名
【事業名】スキーパトロール養成講習会Ⅰ                   【日程】2018/01/13～2018/01/14【会場】美唄国設スキー場・ピパの湯ゆーりん館 【参加人数】17名
【事業名】スキーパトロール養成講習会Ⅱ                   【日程】2018/02/03～2018/02/04【会場】ルスツリゾートスキー場・ルスツリゾートホテル 【参加人数】17名
【事業名】スキーパトロール研修会                            【日程】2018/01/27～2018/01/28【会場】ぴっぷスキー場・遊湯ぴっぷ 【参加人数】37名
【事業名】スキーパトロール研修会                            【日程】2018/02/03～2018/02/04【会場】ルスツリゾートスキー場・ルスツリゾートホテル 【参加人数】61名
【事業名】公認スキーパトロール検定会(第１会場)         【日程】2018/02/16～2018/02/18【会場】ルスツリゾートスキー場・ルスツリゾートホテル 【参加人数】23名【合格者】20名
【事業名】傷害調査報告  【調査期間】2018/02/01～2018/02/28 【調査対象】北海道内全スキー場 【実施内容】道内の全スキー場に依頼し、事故の実態とAEDに関して調査・集
計している
※別シートに詳細報告書あり

Makoto Yamamura <mako-1105-
yam@kvj.biglobe.ne.jp>

2 青森県 2 ○ 安全対策委員長 竹原　伸郎

パトロール研修会では、搬送技術の向上のため、アキヤボートに限らず、ロープボートによる搬送も実施した。道具の違いによる操作性や機動性などを確認し、要救助者を安全で迅速に搬送
する確実な技術を習熟した。
春山訓練は、座学として平成３０年１月２４日に草津白根山が噴火した際の救助活動について、草津町や草津温泉スキー場パトロール隊から情報の提供を受けて、緊迫した災害現場の状況と
パトロール隊の救助活動の実際について報告を行った。
また、雪上スポーツの楽しみ方は多様化しており、年齢や性別を問わず、多くの人がバックカントリーへその活動を広げている。ゲレンデの外は雪崩や立木への衝突、ルート喪失など多くの
危険が潜んでおり、マテリアルの進化への対応と併せ、スキルアップが必要である。そのため、実地では、初日に温泉ルートを使用し、倍力システムの引き上げ救助や、雪崩埋没者の救助方
法などの訓練を行った。２日目は、強風によりルート変更をしてすいれん沼ルートとなったが、初心者はもちろんのこと、ツアー経験者にも大変実のある内容であった。

青森県スキー連盟 <saa@nifty.com>

3 岩手県 3 〇 安全対策委員長 高畑　伸也

１．スキー指導員・準指導員受検者理論講習会での安全対策理論講習及び三角巾講習
２．スキー準指導員受検者安全対策雪上実技講習
３．公認パトロール受検者養成講習会（２回）
４．公認パトロール研修会

iwateski@basil.ocn.ne.jp
一般財団法人岩手県スキー連盟
　事務局　三　澤　　純　子
　　ＴＥＬ　019-656-6655

宮城県 4 ○ 安全対策委員 三神　良太 スキー指導者研修会で志向別班の中に，安全対策班を設けて研修を行った。

4 秋田県 5 〇 安全対策委員長 高橋　一彰
Ｈ29.11.5　　　　　指導員・準指導員受検者養成講習会
Ｈ29.12.23～24　　　　　　公認スキーパトロール研修会
Ｈ30.1.12～14　　　公認パトロール受検者養成講習会

高橋 一彰 <jn7mht@outlook.jp>

5 福島県 7 × 安全対策部長 遠藤　秀明

日赤救急法基礎講習会（11/10～11/12）
ＪＰＴＥＣファーストレスポンダー講習会（11/29）
福島県スキー場代表者会議出席　　（12/12）
全国スキーパトロール総会及び公認スキーパトロール研修会(3/16～3/18）
各種大会派遣（県中体連 県総体 県スポ少 2018フリ スタイルスキ ふくしま大会等）

saf <saf-o@poem.ocn.ne.jp>

6 茨城県 8 〇 安全対策部　部長 高瀬　勝則

１．安全対策専門部員の技術維持向上（講習会、資格更新の実施）。
２．県連主催事業への安全管理責任者派遣（事故発生時の対応処置)
３．事故防止の啓蒙（救急パック普及と携帯）

Takahe <ktakase_kt@yahoo.co.jp>

7 栃木県 9 〇 安全対策委員長 新井和夫

1．指導員受験者養成講習会
2．公認パトロール受験者養成講習会
3．公認パトロール研修会
4．栃木県傷害調査報告書

新井 和夫
<kazuo.arai@resortservice.co.jp>

8 群馬県 10

〇

〇

安全対策部長

パトロール委員会
委員長

森山直温

中澤　卓

公認パトロールパトロール受験者養成講習会
公認パトロール研修会
パトロール隊長会議

森山直温
<moriyama.naoharu@sky.plala.or.jp>

9 埼玉県 11 〇
安全対策委員会

副委員長
佐藤　俊寿

埼玉県　教育本部　安全対策委員会
　委員長　１名　副委員長　2名　委員3名　計6名

１　公認パトロール養成講習会の実施　　受講者：養成講習会３名⇒受験２名⇒合格１名
　　検定理論　１日（2017.１1.12）
　　検定実技　２日（2017.12.10　群馬県鹿沢ｽﾉｰｴﾘｱ　　2018.1.28群馬県赤沢スキー場）
　　講師　杉田宏恵技術員　　特別講師　戸嶋洋治氏

※埼玉県では、毎年数名の受験申込みがあり、養成講習会を実施している。
　 検定実技の講習会が日曜日になってしまい、トレーニングバーンの提供をいただいている
スキー場には、お礼申し上げます。
　合格者にあっては、その後スキー場でパトロール員として週末勤務している者もおり、それぞれに
活躍している。

２　埼玉県スキー連盟教育本部事業への安全対策委員の派遣
　　各種雪上事業の開催にあたり、１名ないし２名の安全対策委員を派遣し、現地スキーパトロール
　と連絡を取りながら、事業の安全な実施に努めている。

谷島　稔
<s11353@city.sayama.saitama.jp>

10 千葉県 12 〇 吉田　浩二 特になし
sac-info@jcom.home.ne.jp
 (後藤）
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11 東京都 13 ○ 教育本部安全対策部長 三井　晃一
スキーパトロール養成講習会開催、スキーパトロール研修会開催、教育本部技術選手権への派遣、競技本部アルペン部・フリースタイル部大会への派遣、加盟団体安全対策
講習会開催

（一財）東京都スキー連盟
<toren@sepia.ocn.ne.jp>

12
神奈川

県
14 〇 安全対策委員長 上杉　一哲

１　県スキー連盟　スキー・スノボ指導者養成講習会（理論）へ講師派遣（１０月・１１月）
２　県スキー連盟　指導者クリニックへ安全対策講義（１１月）
３　県スキー連盟　安全対策専門員研修（実技・理論）（１２月）
４　公認スキーパトロール養成講習会（実技・理論）　受験者１名（１１月・１月）
５　県スキー連盟主管公パト研修会　８名受講（２月）
６　スキー技術選手権大会神奈川県予選へ安全対策担当派遣（１月）
７　全国パトロール総会へ参加（３月）
８　安対だより作成及び県連会員へ配布
９　安全な講習会の手引き作成（県連スキー・スノボ専門員へ配布）

上杉　一哲 <kaz-skier32@nifty.com>

13 山梨県 15 ○
安全対策委員長代理

事務局次長
佐藤眞久

今後パトロール研修を開催することを検討している。
養成講習会ではパトロール実務者が講習を通じて安全面の重要性を
今後の指導者に啓蒙した。
指導員研修会で、ウインタースポーツでの事故の状況や安全面の対策を
報告した。

Masahisa SATO
<msato@yamanashi.ac.jp>

14 長野県 16 ○ 安全対策部長 田村　一司 公認パトロール養成講習会、県パトロール検定会、県パトロール研修会、スノーボード検定研究 鈴木 <m.suzuki@ski-nagano.org>

15 富山県 18 ×
H29.11.25～26　　県内スキーパトロール隊情報交換会・救急法講習会及び認定ﾊﾟﾄﾛｰﾙ養成講習会
H29.2.9～10　　 　富山県認定パトロール講習検定・研修会
H30.3月～4月　　 2017～2018スキー場傷害調査

富山県スキー連盟
<sat@p1.coralnet.or.jp>

16 石川県 19 ○ 安全対策本部本部長 吉本　幸司

①H29.10.14（土） 日赤救急法救急員講習会（資格継続講習）　　②H29.11.23（木） 安全対策本部
研修会（室内）　　③H29.12.７（水） Dr.パトロール講演会　　④H29.12.8（金）パトロール隊長会議
（シーズン前）　　⑤H29.12.24（日） 準指・指導員検定受験者　安全編　講習会（派遣）　　⑥
H30.3.11（日） 安全対策本部研修会（雪上）　　⑦H30.4.20（金）パトロール隊長会議（シーズン後）
⑧各大会パトロール役員選出（県連競技本部要請に基づき）

吉本幸司 <kotoru5106@icloud.com>

17 福井県 20 〇 安全対策部長 扇浦　行弘

H29.11.12　指導員・準指導員・県公認スキー教師養成講習会　講師派遣
H30.1.13-14　東海北陸ブロック公認パトロール受検者養成講習会　（東海・北陸）
H30.1.13-14　ＳＡＪ公認 スキー指導者研修会 講師派遣
H30.1.20、2.3　県公認パトロール認定講習会
H30.3.3-4　ＳＡＪ スキーパトロール研修会（西日本）
H30.3.21　山岳救助訓練　兼　県公認パトロール認定講習会
その他、スキー競技会等に派遣

福井県スキー連盟教育部
<saf.kyouikubu@gmail.com>

18 愛知 22 ○ 安全対策委員長 福岡優子
１　愛知県スキー連盟AED実技講習会の開催・・・一昨年にAAEDを持参することになった。よって、全会員を対象に手技の講習会を行った。
２　茶臼山スキー場パトロール派遣活動・・・愛知県唯一のスキー場である茶臼山スキー場でパトロール業務の応援に有資格者より派遣を行った。
３　その他・・・愛知県在籍パトロール総会（6月開催）。

sac-info@jcom.home.ne.jp

19 岐阜県 24 〇
県連

安全対策部長
内方　陽一 別シートに記載

岐阜県スキー連盟オフィシャル
<sag@hidatakayama.ne.jp>

20 滋賀県 25 ○ 安全対策部　部長 長尾　卓哉
・県公認パトロール養成事業（養成講習会・検定会・研修会）
・県内スキー場内傷害調査（2月実施）
・競技、教育行事への役員派遣（公パト・県パト・ドクターパト）

びわ湖バレイ　長尾
<t.nagao@biwako-valley.com>

21 京都府 26 × 教育部長 北垣　寛
京都府スキー連盟事務局
<skikyoto@mbox.kyoto-inet.or.jp>

22 大阪府 27 × 現在のところ安全対策委員会ありません。
yoyusinkei@yahoo.co.jp
香谷義久

兵庫県 28 ○ 安全対策部委員会総務 米田　幸雄
23 奈良県 29 × sakouji@crest.ocn.ne.jp

mailto:sac-info@jcom.home.ne.jp
mailto:yoyusinkei@yahoo.co.jp%E9%A6%99%E8%B0%B7%E7%BE%A9%E4%B9%85
mailto:yoyusinkei@yahoo.co.jp%E9%A6%99%E8%B0%B7%E7%BE%A9%E4%B9%85
mailto:sakouji@crest.ocn.ne.jp


Ｈ31年度　全国安全対策委員長会議　各加盟団体活動報告

24 広島県 34 ○ 安全対策委員長
平川　朝水（とも

み）

2018シーズン前　３県合同安全対策委員強化合宿（ロープ&三角巾）
2018.01　３県合同認定パトロール養成講習会＆雪上救急法研修会
　　　　　　　　　　養成会参加　４名（広島県２名、山口県２名）
　　　　　　　　　　研修会参加　１名（広島県１名）
2018.02　３県合同認定パトロール検定会（受検者４名合格）

認定パトロール、および研修会への受検者、参加者が現象している。
公認パトロール受検に関しても同様です。
県内のスキー場も経営が代わり方針転換されるスキー場や、人口増雪の中止、期間の短縮などされるスキー場も増加している現状で、いかにして受検者、研修会参加者を増や
していくかが、課題と考え、今までと違った内容に変更していく必要性を感じております。

（３県とは、広島県、島根県、山口県、各スキー連盟）

安全対策委員　平川　朝水
dvptrltom@yahoo.co.jp

25 山口県 35 × 安全対策委員長 辻村公成
山口県認定パトロール研修会・雪上講習会・検定会を実施。公認資格者にスキー講習中の事故などへの対応に積極的に関心をもってもらえるように、技術面の具体的アドバイ
ス・検定までの意識付けや資料の工夫に改善を加えている。

Ski Yamaguchi <jimu@ski-
yamaguchi.org>

26 福岡県 40 × 教育部長 古家　三男 特になし。
古家　三男
k-3chan2@sky.plala.or.jp

27 長崎県 42 × no-tomi@mopera.net

28 沖縄 47 ×
RYO KANNO（沖縄県スキー連盟）
<r.kanno@skioki.com>
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