
2015-2016（平成 28）年度 全国安全対策委員長会議議事録 

 

日時 平成 27年 11月 07日（土）  13:00～16：00 

場所 岸記念体育会館 101・102・103会議室 

役員 岡田 良平，秋元 洋一，富樫 泰一，鈴木 恵太 

オブザーバ 日本スキーパトロール協議会 一戸 繁輝、保坂 淳司 

出席者 各加盟団体安全対策委員長(代理) 

（敬称略、順不同） 

 
1.出席者紹介 

(公財)全日本スキー連盟教育本部安全対策部 
部長：岡田 良平 
事業委員会・技術検定委員会委員長：秋元 洋一 
事業委員会副委員長：富樫 泰一 
技術検定委員会副委員長：鈴木 恵太 

日本スキーパトロール協議会（JSPA） 
 会長：一戸 繁輝 
事務局長：保坂 淳司 

加盟団体安全対策委員長または代理人 
北海道スキー連盟 後藤 博昭 安全対策部長 
青森県スキー連盟 木村 進純 安全対策委員長 
岩手県スキー連盟 高畑 伸也 安全対策委員長 
宮城県スキー連盟 照井 敏勝 安全対策委員長 
秋田県スキー連盟 土井 智恵子 安全対策部長 
山形県スキー連盟 鈴木 恵太 安全対策部長 
福島県スキー連盟 安田 耕寿 安全対策部長 
茨城県スキー連盟 高瀬 勝則 安全対策部長 
栃木県スキー連盟 新井 和夫 安全対策部長 
群馬県スキー連盟 森山 直温 安全対策部長 



群馬県スキー連盟 中澤 卓 安全対策副部長 
埼玉県スキー連盟 杉田 宏恵 理事 
東京都スキー連盟 大信田 雅伸 医事・安全対策委員長 
神奈川県スキー連盟 上杉 一哲 安全対策委員長 
長野県スキー連盟 田村 一司 安全対策委員長 
新潟県スキー連盟 川内 慎吾 安全対策委員長 
富山県スキー連盟 原野 浩司 安全対策副部長 
石川県スキー連盟 吉本 幸司 安全対策副本部長 
福井県スキー連盟  扇浦 行弘 安全対策部長 
愛知県スキー連盟 小椋 健司 安全対策部長 
三重県スキー連盟 竹内 和雄 安全対策委員長 
滋賀県スキー連盟 片岡 弘明 安全対策部長 
兵庫県スキー連盟 米田 幸雄 安全対策委員長代理 
広島県スキー連盟 高 政嗣 安全対策委員長 

 
 

2.開会宣言（秋元 洋一） 

  
3.安全対策部長挨拶（岡田 良平） 

土曜日の貴重な時間に，日本全国から委員長様にお集まりいただき，ありがとうございま

す。今期，安全対策部長に任命された，神奈川県の岡田良平です。前任者が同じ神奈川なの

で安全対策部とは縁があるのかと感じています。 
全日本スキー連盟は，役員改選により新体制でスタートし，23 名の理事のうち 11 名が新

人となり，会長は北野貴裕（(公財)長野県スキー連盟），副会長は坂本祐之輔（埼玉県スキー

連盟），同じく菱沼信夫（(一財)東京都スキー連盟），専務理事は古川年正（(公財)長野県ス

キー連盟），教育本部長は登山一成（(公財)北海道スキー連盟）となり，様変わりをしまし

た。新会長の意向は，各本部が連携を強めた綺麗で風通しの良い組織化を図っていきたいと

のことです。私も同感で，子供達に夢を与えられるようなスキー界にすることが使命だと思

っています。組織にとって安全は最重要課題なので，皆さんの力をお借りしたい。任期 2 年

の期間中に，新しい風通しの良い組織にするため，委員長の皆さんから出し合ってもらった

意見を地元に持ち帰ってもらい，スキー界発展に尽力してもらいたい。 
私は専門委員を 9 期勤め，秋元委員長とは北海道で行われたスキーパトロール検定会の

総務主任を担当以来，お付き合いいただいている。当時の受検者は百名近くおり，その規模

に戻ることを希望しているので，皆様のお力添えをお願いしたい。 
今日は良い意見がたくさん出ることを期待しています。よろしくお願いいたします。 

 
4.報告事項 

 

会議資料確認 

 



(1)SAJ 2014-2015シーズン安全対策部事業報告（秋元 洋一） 

資料 01（01-1，01-2）の安全対策部事業報告をします。 

安全対策委員長会議からスタートし，議事等は資料にあるとおりです。写真を見ると自分

も年をとったなと感じますが，皆さんはいかがでしょうか？ 

続いて，スキー中央研修会が，スキーパトロール，スノーボードも一堂に集まって開催

されました。続いて，スキーパトロール技術員研修会が，北海道，東北，北関東・南関東・

甲信越・東海北陸，西日本ブロックの 4 会場で，スキーパトロール研修会の研修テーマ等

の伝達が行われました。スキーパトロール研修会は，全日本主管が草津と大山の 2 会場で

行われ修了者が 99名，加盟団体主管の研修会が 14会場で行われ修了者が 374 名でした。

加盟団体主管の研修会開催により，参加者が参加しやすい体制や，各地域の実情に合わせ

た研修内容が工夫され，その実績が向上しつつあります。検定会は，第 1 会場が北海道・

朝里川，第 2 会場は宮城県・おにこうべで開催されました。受検生は養成講習会等の成果

を活かして検定会に臨みました。受検者数はここ数年横ばい状態なので増加を図りたい。

昨年は受検生の負担軽減のため検定会の日程を 1泊 2 日としたが，受検生・役員ともに過

密なスケジュールのため余裕がなかった。今期はその反省を活かして，2 泊 3 日としまし

た。スキーパトロール競技会は群馬県の草津スキー場で開催され，片倉前委員長や草津ス

キーパトロール隊を始めとする地元関係者のご支援・ご協力により，すばらしい大会にす

ることができました。天候やゲレンデコンディションにも恵まれ，地元関係者の皆さんに

感謝いたします。 

各種事業の開催に当たり各加盟団体の皆様にお世話になりましたことに感謝いたします。

スキー教程安全編の改訂作業に取り組んでおり，来年 10 月発刊に向けて準備を進めてい

るので，ご協力をお願いします。 

 

【青森県・木村】：SAJ主管と加盟団体主管の研修会参加者数は？ 

《富樫》：報告書 14 頁にあるとおり，99 名と 374 名。 
【福井県・扇浦】：スノーボード・パトロールについて検討しているか？ 
《秋元》：検討していない。競技大会ではボードでの参加を認めた。現場ではボードで業務

を行っている例もある。 
《岡田》：検討課題として持ち帰り協議したい。 
【愛知県・小椋】：検定会の日程が 1 泊 2 日から増えることで受検生が減らないか？ 
《秋元》：ほとんどの受検生は前日入りするので負担は変わらないと考える。受検生にとっ

て雪上検定が終わったあとの理論検定は相当の負担であり，役員にとっては実技検定の集

計や理論テストの採点等，睡眠時間を削って行ったため負担であり余裕がなかった。従来の

オリエンテーションの内容は養成講習でしっかり押さえてもらいたい。 
《岡田》：自然相手の事業なので予備日を考えないといけない。日程等については今後も検

討を継続したい。 
 

(2)日本スキーパトロール協議会報告（資料 03，一戸 繁輝，保坂 淳司） 

一戸会長：私の地元青森県で総会を開催し，お陰様で 150名を越える参加者があり，和気

藹々とした雰囲気の中，今後のスキーパトロールについて有意義な情報交換ができました。



次回は，サミット後の三重県・伊勢志摩で開催予定なので，たくさんの参加を願いします。 

三重県・竹内：次回総会は来年 6月 24日，三重県・鳥羽市で開催します。会場は鳥羽市

商工会議所ホール，記念講演は味の素株式会社の「アミノバイタルの効用」，懇親会・宿泊

は三重県でも最大規模の鳥羽シーサイドホテルです。翌日の観光は，伊勢神宮内宮参拝を予

定しています。多くの方々の参加を期待し，鳥羽スキークラブあげて歓迎します。 

 

5.審議事項 

(1)2015-2016年度事業計画（富樫 泰一） 

オフィシャルブック（OB2016-1）の 13 頁に安全対策部全 12 事業が記載されています。

同 42 頁から同事業要項が記載されているので，主な事業概略を説明します。 
事業全般について，最新情報はホームページやフェースブックを参照願います。各事業の

前後泊等については現地総務担当者に 2 週間前までに連絡してください。欠席の場合は欠

席届を県連を通じて提出してください。 
検定会（46 頁）は，北海道と西日本の 2 会場，日程は 3 月の第 2 週末になりました。1

日目の夜，理論テストを実施します。2 日目午前は搬送種目，午後は基礎種目，夕方ロープ

操法・救急法のオリエンテーションを行います。3 日目午前中に，ロープ操法・救急法実技

テストを行います。お昼に閉会式・合格発表・諸手続を行います。第 1 会場は例年のルスツ

リゾート，第 2 会場はハチ高原スキー場。 
兵庫県・米田：今回初めて西日本開催となります。北陸道が開通し交通の便がよくなっ

たので，多くの受検者に来てもらえるよう，各県連で声かけをお願いします。西日本を

訪れる機会は少ないと思うので，皆さんに是非お越し願います。 
 研修会（48 頁）は，第 1 会場：青森県・八甲田スキー場（2016/4/9-10），第 2 会場：長

野県・一ノ瀬ダイヤモンドスキー場（2016/3/26-27）。 第 1 会場の申し込み締め切りが 1
月 15 日と早いので注意願います。ツアースキーを予定しているので，必要装備に注意願い

ます。 
青森県・木村：八甲田の春スキーは 5 月連休がトップシーズンだったが，今では 1-2 月

に，南半球等の海外からも多くのお客さんが訪れます。研修会申し込み締め切りが早い

が，60 名定員で参加者を募集します。青森県では同じ時期に春山訓練を 20 年程継続し

てきました。安全対策員会では全面的な支援体制を取っているので，たくさんの参加を

お待ちしています。 
 研修会第 2 会場はスキーパトロール技術競技大会併催のため，研修内容に大会運営支援

を含む旨記載しました。 
長野県・田村：会期が 3 月末だが志賀高原なので雪質は申し分ない上，支援体制も万全

です。長野県開催は 12 年ぶりです。不況の影響で稼ぎ時の週末に開催される大会にス

キーパトロール（選手）を派遣できない状況が続いています。振るって参加願います。 
埼玉県・杉田：昨年の大会併催研修会で，大会を手伝う予定の研修生が研修会日程を優

先したため，大会補助員が不足しました。彼らは大会に非協力的だったわけではないの

でご理解願います。 
第 31 回スキーパトロール技術競技大会会場と日時は，長野県・一ノ瀬ダイヤモンドスキ

ー場（2016/3/26-27）。大会要項は例年通りですが，総合滑降種目の採点方法を，5 審 3 採



にルール変更しました。大会参加費引き下げについて，担当理事に引き続き検討してもらい

ます。 
宮城県・照井：大会参加費の引き下げを是非お願いします。 

 第 20 回 FIPS 総会は，2016 年 4 月 2 日（土）～9 日（土），イタリア，ポンテ・ディ・

レーニョ／トナレで開催予定。詳しくは資料 04 を参照の上，多くの方に参加してもらいた

い。 
 
(2)2015-2016研修テーマについて（鈴木 恵太） 

今年度の研修テーマはⅠからⅣまであり，Ⅰは教程安全編の理解と活用，Ⅱはスキーパト

ロールに求められる救急技術，Ⅲはスキーパトロールに求められるスキー技術・搬送技術，

Ⅳはスキーによる膝の損傷です。 

研修会参加者を増やすためには，研修生に興味を持ってもらえるテーマ設定が必要と思

いますが，研修会日程が 1 泊 2 日と短くなってきたので，テーマの選択が必要になってき

ました。同じスキーパトロール有資格者でも，スキー場で働いているパトロールとそうでな

いパトロールでは，研修ニーズが異なるのは当然です。 

 テーマⅢでは，3年前から「角付けを緩める方法」を取り上げてきましたが，今年度は低

速から高速に移る際に必要な「縦移動」を取り入れてみました。また搬送技術を写真入りで

解説しました。 

 秋元：搬送技術のうち二人搬送ができない人が多いので，このテーマを取り上げました。

二人搬送では，車の前輪と後輪のように，前と後ろで動作の仕方とタイミングが異なるので，

その点に観点を当ててみました。従来この手の解説書が無かったので，素人が撮った写真で

すが載せました。新教程ではプロが撮った写真を使い，分かり易く良い教程にしたいと思い

ます。 

 
(3)加盟団体報告（資料 02，秋元 洋一） 

 
後藤 博昭（北海道） 
報告事項は，資料 02_1 に記載の通り。道連主管の研修会をぴっぷスキー場で実施し，地

域のニーズに合わせた研修会が開催でき，105 名の参加があった。 
北海道 46 スキー場の協力を得て，2015 年度スキー場傷害報告書（資料 02_2）をまとめ

たので，参考にしてもらいたい。 
木村 進純（青森県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。県連主管の研修会参加者は，一昨年は 80，昨年は 74
名だった。青森県では 3 年連続で大きな大会（全中，インハイ，インカレ）が開催される

が，競技役員の高齢化が進み，役員派遣に苦慮している。 
照井 敏勝（宮城県） 
作年度のスキーパトロール検定会第 2 会場（オニコウベ）ではお世話になりお礼申し上げ

ます。報告事項は，資料 02 に記載の通り。 
昨年度のスキーパトロール技術競技大会で宮城県チームが優勝できたが，今年度は若手選

手に交代し参戦したい。 



吉本 幸司（石川県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
12 月に Dr.パトロール講習会を実施した。1 月に，市・パトロール・消防合同の，航空消

防防災ヘリを使った重傷外傷者の救助訓練を行った。今回で 3 回目になるがホイストで

傷病者をつり上げたのは初めて。 
高畑 伸也（岩手県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 

 今シーズン公パト受検者は 2 名だが，もう少し増やしたい。 
 2 月に岩手国体が開催されるので，有資格者の協力を仰ぎたい。 
土井 智恵子（秋田県） 

報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
公パト研修会で日赤救急法救急員資格継続講習を併催し，参加率を上げることができた。

花輪でインハイ，たざわ湖でワールドカップが開催され，有資格者の配置に苦労した。

今年度はインカレとモーグル大会が同一日程で行われるので，人集めに苦労するかもし

れない。 
原野 浩司（富山県） 

報告事項は，資料 02 に記載の通り。 
富山県では 4 月から Dr.ヘリが導入されたので，連携体制を模索する。5 年後の富山国体

開催に向けて，必要資材等準備する。若い世代が不足しているので人材発掘に知恵を借

りたい。 
秋元：県認定パトロールの受検者数は？ 
原野：昨年は 3 名，一昨年は 2 名，自分が受けたときは十数名いたが，その後増えない。 
秋元：富山は山岳スキー場が多いのでは？ 
原野：立山が一番高い。富山では管理区域外の救助活動は有料。 
秋元：オフピステを開放しているスキー場が増えて，それに対応してパトロールのファ

ットスキー等の使用者が目立つようになってきた。 
  高 政嗣（広島県） 

報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
広島・山口・島根 3 県合同で養成講習を行っているが，今シーズンは島根県主管で行うこ

とになった。腓骨脛骨骨折の際，ブーツの脱がし方を研修内容にし，ディスクグラインダ

ーを使えば 1 足 5 分以内で脱がせられることがわかった。公パト 1 名合格した。今シー

ズンはハチ高原で検定会があるので，西日本からの受検者を増やしたい。 
片岡 弘明（滋賀県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
Dr.パトロールのグループが，中高年スキーヤーの骨密度と平衡機能について調査した（資

料 02-4）。今年度は運動をしていない中高年を対象に同様の調査を行い県教委に報告した

い。 
小椋 健司（愛知県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
功労パトロールの申請は技術員でもできるか？功労パトロールを敬老ととらえる傾向が



ある。もっと積極的に申請した方が良いのでは？ 
秋元：加盟団体の考え方が異なる。北海道では，スキー現役は功労指導員もパトロールも

推薦しない。 
小椋：功労パトロール申請が増えるよう PR してもらいたい。 

扇浦 行弘（福井県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 

竹内 和雄（三重県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 

新井 和夫（栃木県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
栃木県では初めて SAJ 指導員検定会（第 3 会場）を開催するので，たくさんの参加を期

待する。パトロール人材不足が続いている。西日本は給与体系が良いと聞いている。特に，

鳥取・広島は手取りで 25 万円と聞いた。スキー場に勤めるとかえってスキーができない

ので若い人材が集まらない。このままいくと 10 年後にはスキーを知らないスタッフが運

営することを危惧している。 
田村 一司（長野県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
スキー場への Dr.ヘリの出動が増えているので，それに対応した県の研修会を開催する。

当てにしていた後継者がパトロールから無関係な部署に配置転換され，後継者問題はどこ

も深刻である。女性の技術員や専門員を増やしたい。SAJ ではボードパトロールの検討を

すべき。外国人スキーヤーが増えているので，場内案内に英語表記は必要。長野県では安

全対策部が総務部から教育部に戻った。 
米田 幸雄（兵庫県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
西日本ではパトロールの養成講習会をブロックで行っている。受検者を絶やさないよう努

力している。兵庫県は Dr.ヘリの稼働率が高く，スキー場ごとの柔軟な対応が可能になっ

てきている。 
大信田 雅伸（東京都） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
例年傷害調査を行っている。特徴は，40歳以上が 80％以上を占めその半数は女性である。

詳細は HP を参照願います。経費削減のためアルマナックが印刷物から DVD になった。

加盟団体安全対策講習会の参加者が増えない。 
安全対策関係事業が白馬五竜から菅平に移した。 
安全対策部が教育本部から総務本部に移管し名称も変更になった。 

安田 耕寿（福島県）  
原発事故の影響で 1～2 割しか客が戻っていない。首都圏の学校関係者の皆さん，是非ス

キー客をお連れ願いたい。報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
パトロール養成講習会の参加者が年々減少し開催が危ぶまれる状況になった。 
パトロール競技大会への派遣が予算削減により 1 チームのみとなった。 

杉田 宏恵（埼玉県） 



昨年度本県欠席で申し訳ない。明日の本県の指導者研修会講師に，田村一司専門委員と谷

川岳山岳警備隊の荒井副隊長の講演を予定している。 
森山 直温（群馬県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
国体の前に全中が開催され，標高が高いせいか低体温症が多く見られた。 
パトロール隊長会を開催し情報交換を行っている。 
昨年草津スキー場でパトロール研修会及び競技大会を開催し無事終了できたことにお礼

申し上げる。 
上杉 一哲（神奈川県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
バックカントリー講習会に専門員を派遣し，事故防止について学ぶことができた。今シー

ズンも派遣したい。日本赤十字社の救急員継続研修を開催した。県連主管のパトロール研

修会を復活させ参加者を DM 等も使い募集している。 
川内 慎吾（新潟県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
準指導員とスキーパトロール養成講習会を同時開催している関係で，準指導員受検者にも

ボート搬送等の講習を行っている。 
一昨日，スキー場・警察・消防等の関係者が一堂に会する新潟県スキー場安全対策協議会

で，アルペン競技スキーや衝突等のスキーのケガは高エネルギー外傷が多く，Dr.ヘリで

の救助が望ましいので，スキー場単位でヘリ着陸時の安全管理講習を受けたい。 
また，同協議会で，公認パトロール資格を得ると研修会でバックボード固定やバックカン

トリー事故防止等の高度な研修を受けられるので，是非受検を勧めるようお願いした。 
高瀬 勝則（茨城県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
指導者研修会では，スキー事故防止の啓蒙活動や，指導者の事項対応の指導に主眼を置い

ている。茨城県では安全対策部は独立した部として存在し，教育部や競技部等に安全第一

優先を発信している。 
鈴木 恵太（山形県） 
報告事項は、資料 02 に記載の通り。 
一昨年と昨年のスキー場傷害報告書を作成した。60 歳以上の受傷者に占める割合が 25％
を超えた。ヘルメット着用率や頸椎損傷についても調査している。 

 
6.その他の協議事項について 

【青森県・木村進純】スキー場安全対策関係者にとってスキー事故の未然防止は最重要課題

で有り，その点スキー安全会の小林氏が提供する資料等は有益であったのに，なぜ小林氏が

オブザーバとして出席できないか。 
《岡田》10 月 26 日スキー学校代表者会議に保険代理店が出席し，各事例の損害賠償金等の

説明があった。SAJ でも過去に訴訟が起きており，安全対策と保険は切り離せない。次回

から保険関係者を招きたい。 
 



【愛知県・小椋健司】指導者養成講習の安全に関する理論講習が 1 時間では短くないか。 
《岡田》1 時間は最小限の義務であり，県連の事情によりそれ以上やってかまわない。 
【福島県・安田耕寿】スキー学校の安全対策管理者にも安全対策関係の会議や研修参加を義

務づけてはどうか。また，各所属団体に安全対策委員の設置を義務づけてはどうか。 
《岡田》良い意見だと思う。訴訟に対する備えとしても重要案件なので理事会で提案したい。 
《秋元》スキー学校関係者に公認パト資格を持つよう提案したことがある。部を横断して話

す機会があれば提案したい。 
《富樫》東京都連では各クラブに安全対策担当者を設置し，3 年に一回の安全対策講習会参

加を義務化している。 
【栃木県・新井和夫】指導者にとってスキー事故訴訟等の話は反響が大きい。SAJ として

スキー訴訟情報を収集して配信する機会を設けることで，安全啓蒙や事故防止につながる

のでは。 
《富樫》新教程では，スキー保険関係は小林さん，スキー事故と法律の問題は中央大学の布

目先生に執筆を依頼し，そういった要望に応えられるよう準備をしている。 
【福島県・安田耕寿】福島県の救急隊では外国人の急病やケガに対応できる外国語版対応マ

ニュアルがある。スキー場のケガや急病に対応できるよう安全対策部でも用意してはどう

か。 
《北海道・後藤博昭》：救急指令を受ける段階から各国語対応ができている。救急車にも対

応マニュアルが積まれている。 
 
情報提供 1（秋元）：SAJ 他 17 団体が加盟するスキー場安全対策協議会に出席した。 
10 FIS RULES やスノースポーツ安全基準が浸透してきたので，めちゃくちゃな訴訟を起

こす例が減るなど貢献度が大きい。外国人スキーヤーが増えているので，外国人向けポスタ

ーを作成する。 
 
情報提供 2（富樫）：心肺蘇生法ガイドラインの改訂版（2015）が発表され，CPR の手順や

方法に変更ないが，胸骨圧迫の深さが 5 センチから 6 センチ，テンポが 100～120 回／分と

明記された。講習内容等の反映には 1 年以上先になるだろう。 
スキー場安全対策協議会のスキー傷害調査結果（2015 年版）がまとまり，スキー受傷者の

29.6％がヘルメットを着用していたことがわかった。 
 
 

7.閉会宣言（秋元 洋一） 

 

16：00 閉会 

 

以上 


