
全国安全対策委員会委員長会議 議事録 

 

日   時   令和 4 年 11 月 5 日（土）13：00～15：00 

出席予定者 加盟団体安全対策委員長または代理 

日本スキーパトロール協議会長 遠藤 正 

教育本部担当理事 

安全対策委員会 専門委員 

 

出席者 

 担当理事 富樫泰一 

 専門委員 上杉一哲 新井和夫 川内慎吾 影山広美 小笠原崇文 遠藤秀明 清水哲治 

        新村昌宏 内方陽一 米田幸雄 小豆澤幸司 

1 北海道 安全対策部長 後藤博昭 専門委員 影山広美(兼) 

2 青森県 安全対策委員長 守屋良紀 専門委員 小笠原崇文(兼) 

3 岩手県 欠席 

4 宮城県 安全対策委員長 三神良太 

5 秋田県 教育本部長 浅石敦幸 

6 山形県 連絡なし 

7 福島県 安全対策部長 遠藤秀明 (兼) 

8 茨城県 安全対策部長 高瀬勝則 副部長 久保田稔 

9 栃木県 安全対策部長 新井和夫 (兼) 

10 群馬県 パトロール技術員 星野登志夫 

11 埼玉県 安全対策委員長 佐藤俊寿 

12 千葉県 連絡なし 

13 東京都 安全対策副部長 酒井潤 副部長 花井忍   清水哲治(兼) 

14 神奈川県 安全対策委員長 上杉一哲(兼) 

15 山梨県 安全対策委員長 林譲 

16 長野県 安全対策委員長 新村昌宏(兼) 

17 新潟県 安全対策委員長 川内慎吾(兼) 

18 富山県 安全対策部長 奥田純 

19 石川県 安全対策部本部長 吉本幸司 

20 福井県 安全対策部事務局 前田初志 

21 静岡県 安全対策委員長 山田俊明 

22 愛知県 安全対策部長 福岡優子 

23 三重県 連絡なし 

24 岐阜県 安全対策部長 矢野秀樹 欠席 専門委員 内方陽一(兼) 

25 滋賀県 安全対策部長 長尾卓哉 

26 京都府 安全小委員会委員長 小堀智由 



27 大阪府 総務部長 香谷義久 

28 兵庫県 安全対策専門委員 米田幸雄(兼) 

29 奈良県 連絡なし 

30 和歌山県 欠席 

31 鳥取県 安全対策委員長 小豆澤幸司(兼) 

32 島根県 連絡なし 

33 岡山県 欠席 

34 広島県 安全対策委員長 平川朝水 

35 山口県 連絡なし 

36 香川県 連絡なし 

37 徳島県 連絡なし 

38 愛媛県      渡部洋人 

39 高知県 連絡なし 

40 福岡県 連絡なし 

41 佐賀県 連絡なし 

42 長崎県 連絡なし 

43 熊本県 連絡なし 

44 大分県 欠席 

45 宮崎県 連絡なし 

46 鹿児島県 連絡なし 

47 沖縄県 連絡なし 

48 学連 連絡なし 

日本スキーパトロール協議会 会長 遠藤正 

 

司会 川内慎吾 

 

１ 開会宣言 安全対策委員長 上杉一哲 

 皆様お疲れ様です。 

土曜日の忙しい中、全国安全対策委員長会議に出席していただき、ありがとうございます。 

   これより 2023 年度全国安全対策委員長会議を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

 

２ 担当理事 挨拶 富樫泰一 

  2023 年度安全対策委員長会議に出席していただきありがとうございます。今日の会議をかわきりに、11 月

末の中央研修会、12 月初旬から各ブロック技術員研修会と立て続けに行事が開催されます。 

これらのシーズン初めの事業運営がスムーズに行くよう、各委員長の皆さんで協議し連携を強化し、各種行

事に取り組んでもらいたいと思います。 

   初めての方も見えますので、簡単に自己紹介いたします。茨城県スキー連盟所属の富樫と申します。 

10 月 22 日に開催されたＳＡＪ定時評議員会で理事に再任されました。 



1 期目はただただあわただしく過ぎてしまい反省しております。2 期目は 1 期目でやり残したことがたくさん

あるので、自分の専門性を活かしながら、また皆様のお力をお借りしながら、スノースポーツの普及発展に

努めていく所存であります。ぜひご支援ご指導よろしくお願いいたします。  

また、11 月 2 日教育本部理事会が開催され組織機構改変案が承認されました。安全対策部に関連して、

安全対策部長に上杉一哲さん、安全対策委員長に川内慎吾さん、副委員長に新井和夫さん遠藤秀明さ

ん。この新しい体制でスタートすることになりましたので、ご報告申し上げます。 

   さて、この会議は毎年シーズン初めに各加盟団体の安全対策委員長様や日本スキーパトロール協議会の

会長の遠藤正様にご出席いただき、スノースポーツの安全対策やスキー場の安全管理等について、情報

交換するとともにＳＡＪ事業の円滑な運営のため、各種事業に対するご理解とご協力を得る大変貴重な場で

もあります。今シーズンはスキーパトロール総会・研修会東日本会場が秋田県田沢湖スキー場で開催予定

です。秋田県スキー連盟教育本部長の浅石様にご出席いただく予定です。浅石本部長は私の出身高校

の大先輩でもあります。また公パト 24 期の同期でもあります。いろいろご迷惑をおかけいたしますが、どうか

よろしくお願いいたします。 

   最後になりましたが皆様方には常日頃より様々な面でご協力いただいておりますが、各種事業の円滑な運

営の為、より一層のご協力をお願いするとともに、今シーズンはスキー場に賑わいが戻ることを祈念し開会

の挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。 

  

３ 議題 

（１）2023 年度ＳＡＪ教育本部安対部事業計画について（資料-1） 

   上杉部長より「資料 1」の説明 

   ＊中央研修会つきましては、前年は分散開催でありました。今年度はスキー、スノボ、パトロールとの集中

開催となります。 

   ＊公パト検定会の日程が会場ごとに異なるため、受検者への周知をよろしくお願いいたします 

   ＊加盟団体主管公認スキーパトロール研修会の会場日程等は、2022 年 10 月末ＳＡＪ承認申請締め切り後

に決定します。 

   ＊事業計画付議事項 

    室内実技 2022 年度と同様 

    理論試験は引き続きﾏｰｸｼｰﾄ方式となります 

    室内実技は検定会期が異なることから公平・平等性確保のため事前公開方式とします。 

    （養成講習会・安対ホームページ等で周知予定） 

    理論試験は、公平・平等性確保のため同一日時で実施とします。 

   申し込み要件の特例措置（救急法救急員関係） 

   

（２）2023 年度ＳＡＪ教育本部安全対策部 研修テーマについて 

   上杉部長より「2023 SAJ 教育本部研修課題ハンドブック」について説明 

   研修課題について説明 

   Ⅰ日本スキー教程安全編の活用について 

   Ⅱスキーパトロールに求められる救急技術 



   Ⅲスキーパトロール技術の洗練 

   ・ＳＡＪホームページにも掲載していること、動画の活用について説明 

    

（３）「資格検定受検者のために 2022」について 

   上杉部長より 

   今年度は新しい「資格検定受検者のために」は出ない。前年度のものを活用してほしい。 

   ただし事業日程等は変わっているので、事業要項をよく参照してほしい。 

   また、2023 年度に限り、研修会の申込済参加者について、研修会を新型コロナウイルス関連で欠席した場

合、または本連盟が事業を中止した場合は、以下のレポート課題提出により研修修了扱いとする救済措置

を講じますが、次年度以降は救済措置は講じません。 

研修修了扱い等の救済措置の詳細は、事業要項を確認してください。 

   なお、全日本直轄事業の場合のレポート提出先は SAJ 普及事業課宛、加盟団体主管の場合の提出先は

加盟団体宛となります。 

    

（４）加盟団体安全対策委員会より審議事項 

   加盟団体より事前の審議報告なし 

   愛知 福岡委員長より、研修会の救済措置の提出先は、全日本直轄事業はどうなるのか？ 

   上杉 全日本直轄事業の場合のレポート提出先は SAJ 普及事業課宛、加盟団体主管の場合の提出先は

加盟団体宛となります。 

 

（５）その他 

   ＊技術員研修会の申込みはシクミネットのため、申込み時期等の確認をお願いいたします。 

   ＊各種登録料 前年 1,000 円 今年度より 1,500 円 

   ＊総会は 2 年に一度であるが、コロナ関連での中止で持ち越しとなってしまっている。 

 

４ 報告事項 

（１） 加盟団体安全対策委員会より報告（資料-3 のとおり） 

北海道 後藤 資料の通り 

       公パト検定会 13 名合格 

       ジュニアの大会の補助 

青森 守屋 資料の通り 

        養成講習会 2 回、今年度 4/8-9 八甲田で春山研修会予定してます。 

宮城 三神 資料の通り 

        オニコウベ会場検定会 ありがとうございました。 

秋田 浅石 資料の通り 

福島 遠藤 資料の通り 

        養成講習会 2 回 

茨城 高瀬 資料の通り 



        研修会、各行事に安全対策委員の派遣 

栃木 新井 資料の通り 

        研修会コロナで中止 

今年度、初めて栃木県ハンターマウンテンにて公認スキーパトロール検定会を行います。

宿泊については、本部宿舎については役員しか宿泊できない小さな施設ですのでお願

いいたします。受検者は観光協会等へ個人で宿泊予約お願いいたします。どの宿も那

須塩原は温泉地なので、旅の思い出にしていただきたいです。そのあたりを皆様より受

検者にお伝えください。よろしくお願いいたします。 

 

群馬 星野 資料の通り 

        自己紹介として、今シーズンからパトロール技術員でお世話になります。ﾊﾟﾄ 32 期  

片品高原勤務 

        公パト検定会 1 人合格 

埼玉 佐藤 資料の通り 

        公パト検定会 理論で不合格 

        今年度 3 名合格させたい。 

東京 酒井 資料の通り 

        養成講習実施 神奈川合同開催 

        研修会はコロナで中止 

        各種大会派遣、e ラーニング研修の定着 

神奈川 上杉 資料の通り 

         県連主催 日赤基礎講習実施（8 名参加）、各種行事安全対策委員の派遣 

山梨 林  資料の通り 

       養成講習会参加者なし コロナ関連によりキャンセル 

       県連主管研修会開催 

長野 新村 資料の通り 

        救急員講習数年行っていない 

        養成講習会 2 名 公パト検定会合格 2 名 

新潟 川内 資料の通り 

        養成講習会 

        e ラーニング 安全対策部のホームページに今後も載せます。 

富山 奥田 資料の通り 

        スキー場情報交換会、県ﾊﾟﾄ養成講習会、検定会、傷害調査 

石川 吉本 資料の通り 

福井 前田 資料の通り 

        公パト養成講習、県ﾊﾟﾄ養成講習検定 検定 1 名合格 

静岡 山田 資料の通り 

        各種行事に安全対策委員派遣 



愛知 福岡 資料の通り 

        受検者 0 人 

        受検説明会体験会 4 名、練習会の開催 他県も OK 

        スキー場のバックヤード見学会実施（中学生以上）  

岐阜 内方 資料の通り 

        コロナの為各種行事中止 

        県ﾊﾟﾄ 11 名 

滋賀 長尾 資料の通り 

        県ﾊﾟﾄ検定会 

        少しずつですが仲間を増やしています 

京都 小堀 資料の通り 

        スキー指導者養成講習会 11 名 

大阪 香谷 安全対策の行事なし 

        近畿ブロックの養成講習会でお世話になっております 

兵庫 米田 資料の通り 

        指導者養成講習会、研修会開催、傷害調査実施 

        近畿ブロック養成講習会 ハチ高原で開催 

愛媛 渡辺 資料の通り 

        県連認定ﾊﾟﾄ実施 

広島 平川 資料の通り 

        認定ﾊﾟﾄ養成講習検定 

        ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ新旧等 

        養成講習会延期 

鳥取 小豆澤 県連主管研修会コロナで中止 

         日赤基礎講習 

         JPTEC 開催 

         県連主管研修会行いたい 

日本スキーパトロール協議会 遠藤会長 

               全国安全対策委員長会議に参加させていただき、ありがとうございます。 

今年の第 51 回総会は青森県浅虫温泉にて対面での総会となりました。出席者約 90 名、上杉委員長

を含め皆様ありがとうございました。 

    日本スキーパトロール協議会の規約の目的には、会員相互の親睦をはかりＳＡＪ安全対策部の事業に積

極的に理解と協力に努め、スキー障害の防止と安全対策に努める。毎年検定会ではＪＡＳＰＡの役員がお

邪魔しＳＡＪのご配慮により入会手続きをさせていただいております。ありがとうございます。 

               昨年度 50 名の合格者の内 31 名の加入となりました。ありがとうございました。 

     来年 52 回総会は、広島県安芸ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎﾃﾙにて 8 月予定しております。コロナは収束しておりませんが、

全国的に人が動いております。感染予防を徹底して行いたいと思います。多くの人に参加していただきた

いと思います。 



よろしくお願いいたします。皆様の参加をお待ちしております。 

 

部長 上杉  

特例措置の処置について 

         養成講習会を受けていなくて合格した受検者は、2 回連続で公認パトロール研修会を受けていた

ことが合格要件なので、各加盟団体の委員長様におかれましては、該当する方への周知のほど

よろしくお願いいたします。 

 

（２）2022 年度安全対策部事業報告（資料-2 の説明） 

   部長 上杉 

   （ア）資料-2 について事業報告の説明 

   （イ）研修課題撮影 乗鞍温泉スキー場にて 上杉 川内 新井 遠藤の 4 名で行う         

 

（３） その他 

広島 平川 

   スノーボードパトロールの件はどうなっていますか？ 

    

上杉  スノーボードパトロールでなくてスノーボードを使用したパトロールという表現でお願いいたします。

また、スノーボード委員会等の協力を得て進めていきたいと思います。 

 

平川  大体いつ頃になりますか。 

 

上杉  具体的な時期は断言できませんが、できるだけ早くと思っております。 

 

平川  その資格を待っている人がいますので、よろしくお願いいたします。 

 

閉会宣言  

上杉 

   長い時間になりましたが、ありがとうございました。各皆様のご協力が必要です。今シーズンもよろしくお願

いいたします。 

 

川内 全国安全対策委員長会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

以 上 


