一般社団法人日本セーフティカヌーイング協会

2021 年度事業報告

一般社団法人 日本セーフティカヌーイング協
2022 年 1 月 26 日

理事会

協会事業

○社員総会 2021 年 3 月 3 日 オンライン開催
○公認スクール代表者研修会（オンライン開催）
代表者会議（新規公認スクール紹介、実績発表）
代表者研修 集客の多いアウトドア事業者の特徴
○会員研修会 2021 年 3 月 4 日（オンライン開催）
新しいパドルスポーツのマーケットを探る
持続可能なフィールド利用を考える
いまさら聞けない！？パドルの基本
いまさら聞けない！？パドルスポーツの指導法を見直すワークショップ
○検定会（詳細は、教育普及委員会事業報告を参照）
ベーシックインストラクター検定 26 会場
アドバンストインストラクター検定 3 会場
アドバンストシーガイド検定 2 会場
アドバンストリバーガイド 1 会場
○普及啓発事業
・セーフティパドリング 2021
コロナ禍のため中止
・インターナショナルボートショー（4 月 15 日～18 日）UMI 協議会ブースに出展
シットオントップカヤック、シーカヤックの展示
SUP 及びフィッシングカヤックの事故防止啓発チラシ配布

会員現況

2021 年 12 月 31 日現在カッコ内は 9 月

正会員（公認スクール）56 事業体（59）

5 事業体増

一般会員（インストラクター/ガイド）532 名（495）
準会員（単位保持、アシスタント登録)18 名（18）
賛助会員１会員（1）
会友 1 名（1）
今年度入会

７８名

一般 4 年未払い

2 名（継続希望あり、未納の方）

一般 3 年未払い

18 名

準会員

一般 2 年未払い

23 名

準会員

一般 2021 年度未払い
入会金、年会費

未払い

準会員

2名
1名

20 名（全員 BI）

3 事業体減

理事会・委員会事業
理事会
○メール審議
102 件
○会議等
・定期理事会
6 月 23 日オンライン併用開催、1 月 26 日(東京)
・臨時理事会
10 月 25 日（東京）
名称変更等重要議案審議のため、対面で臨時理事会を開催した。
・三役会議
5 月 19 日(仙台) 三役、事務局長 中間報告・2022 年度事業計画素案作成
11 月 8 日(横浜) 三役 概算予算案、JSCA-DAY 素案
・決算打合せ（1 月上旬）業務執行理事、事務局長

帳票確認（オンライン）

○渉外業務
・UMI 協議会総会（ZOOM）紺野業務執行理事 6/3
・海上保安庁海の安全推進アドバイザー委嘱 山口代表理事(8/16)
・海上保安庁安全対策課伊藤係長との打ち合わせ 山口代表理事(10/7)
・UMI 協議会 事業戦略会議(東京) 紺野業務執行理事(10/28)
・海上保安庁 海難防止指導官養成研修講師(横浜)

山口代表理事(11/10)

・UMI 協議会「あるべき姿の可視化委員」（ZOOM） 山口代表理事(12/10)
・UMI 協議会 事業戦略会議(東京) 紺野業務執行理事(12/15)
・海上保安庁 SUP に関する意見交換会(東京)、海の安全推進アドバイザー会議(東京)
山口代表理事、紺野業務執行理事、中村理事(12/14)
・LNTJ 事務局訪問 紺野業務執行理事(12/15)
・LNTJ 理事会(東京) 紺野業務執行理事(12/23)
・海上保安庁 ウォーターセーフティガイド 監修
・海上保安庁 オリンピック関連の告知協力（HP）
○勧告等
・公認スクールの規定違反発生に伴う改善勧告の発出

教育普及委員会
■構成員
担当理事：中村（一滴 Paddle ＆ Mountain Guide）
委員長 ：阪井（アクロス瀬戸内カヌースクール）

委員

：石川（UCDi パドリングスクール）、山口（コアアウトフィッターズ）
平井（サンデープラニング）
、中村（一滴 Paddle ＆ Mountain Guide）
松澤（支笏ガイドハウスかのあ）
、安藤（PADDLERS）、山本啓太（Kiaora paddle）

■2021 年度活動報告
・ベーシック検定員資格取得/更新研修会西日本会場 ３月 16 日•17 日
研修参加者 ：13 名（公認スクール代表者 12 名、公認スクール所属一般会員 1 名）
種目内訳 ：SK13 名,RK11 名,SOT13 名,REC13 名,OC2 名,SUP3 名
・ベーシック検定員資格取得/更新研修会東日本会場 ３月 31 日•4 月 1 日
研修参加者 ：14 名 公 スクール代表 12 名、公 スクール所属一般会員 2 名
種目内訳

：SK12 名,RK8 名,SOT14 名,REC11 名,OC4 名,SUP7 名

・検定テキスト改定終了
・ベーシック検定テスト改定中 2022 年春より使用予定
・パドリングテスト改定中
・SRP の管理と運営
SRP 講師の把握、講師名簿を教育普及員会と事務局で管理
■2021 年度指導者検定会開催実績
・ベーシック課程
2 月 SKB 検定三重県南伊勢町会場
3 月 SOTB 検定三重県南伊勢町会場
4 月 SKB 検定三重県南伊勢町会場
SOTB 検定北海道支笏湖会場
5 月 RK&SUPB 検定長野県信濃町会場
RECB 検定北海道倶知安会場
6 月 SUPB 検定会北海道倶知安会場
SUPB 検定会長崎県平戸会場
SKB 検定会三重県南伊勢町会場
7 月 SUPB 検定三重県紀北町会場
SOTB 検定宮城県塩釜市会場
SUPB 検定神奈川県横須賀会場
8 月 カヌーB 検定及び SKB 検定（技術課目のみ）群馬県長野原町会場
9 月 カヌーB 検定群馬県長野原町会場
SUPB 検定群馬県長野原町会場
SKB 検定会宮城県会場
10 月 RECB 検定広島県北広島町会場
SUPB 検定三重県大台町会場
カヌーB 検定青森県十和田会場
SKB 検定三重県紀北町会場
11 月 SKB 検定会兵庫県たつの市会場
SK ベーシック群馬県長野原会場
SUP ベーシック検定十和田湖会場（協会主導）

SUP ベーシック検定会福岡県北九州会場（協会主導）
12 月 SKB 検定鹿児島県奄美大島会場
SUP ベーシック検定千葉県木更津会場（協会主導）
・アドバンスト課程、ガイド課程
3 月 アドバンストシーガイド検定尾鷲会場
10 月 アドバンストシーガイド検定岩手県釜石市会場
11 月 アドバンスト検定（OC、SK、REC、SUP）青森県十和田湖会場
アドバンストリバーガイド検定南信州会場
アドバンスト検定（SK、SUP、SOT←受験者なし）福岡県北九州会場
12 月 アドバンスト検定（SK、SUP）千葉県木更津会場
■2021 年度会員研修会開催実績
3 月 北九州会場 主管：カヌースクール九州
「レーシングカヤックのフォワードストローク」
「SUP、SK のアドバンスト受験者への技術指導について」
矢作会場 主管：一滴 Paddle & Mountain Guide
「スラロームゲートを使った基本スキルの見直しと実践」
5 月 岐阜会場 主管：一滴 Paddle & Mountain Guide
「リバーガイドミーティング（ツアーの安全管理と技術指導）
」
10 月 岩手県釜石会場 主管：アースクエスト
「カヤックレスキュー 難易度の高いレスキュー」

公認スクール委員会
【構成メンバー ７名】
担当理事：本橋洋一（三重県・サニーコーストカヤックス）
委員長：末永直樹（長崎県・平戸カヤックス）
委員：池内康夫（兵庫県・riverwalker）
、中野可菜（宮城県・なかのカヤック）
楠項太（神奈川県・フラットフラット）
、森山敬介（島根県・遊び屋）
近澤佐恵子（沖縄県・ぱいしいず）
【活動報告】
◆2021/3/17 2021 年度委員会業務について（北九州市）
ベーシック検定員研修会及び九州ブロック研修会に出席していたメンバーで協議
参加者：本橋・末永・池内・森山 ４名
◆2021/3/22 2021 年度委員会業務について（Zoom 会議 80 分）
参加者：本橋・末永・池内・中野・楠・森山・近澤 7 名
◆新規公認スクールの申請受付・書類精査
理事会承認済

・佐渡マリンスポーツスクール 本間様 B 公認
担当：楠 サポート：本橋
・Outdoor Marine 石井様 B 公認 【承認 21036】
担当：末永 サポート：なし
・MORIUMIUS 中里様 A 公認
担当：近澤 サポート：本橋
・Liberal 佐藤様 Ｂ公認
担当：森山 サポート：池内
・SAVE BLEU Sup Labo st. 森井様 B 公認
担当：中野 サポート：池内
申請作業中
・くまのエクスペリエンス

上野様 A 公認

担当：中野 サポート：池内
今後申請の可能性があるスクール（公認スクール委員会把握分のみ）
・釜石 DMO B 公認
・Goto Adventure Inn 水村様 A 公認
◆継続申請業務 56 スクール
担当：公認スクール委員会

全員 7 名

◆公認スクール登録変更フォーム作成
担当；池内
◆公認スクール登録変更業務
担当：末永
OUTDOORBOX RIVERRUN

/ 川原湯温泉駅キャンプ場 / RiverWalker / kayak55

PADDLERS / 平戸カヤックス / コア アウトフィッターズ / outdoor marine
Verde 大台ツーリズム

9 スクール

・新規公認スクールの申請受付・書類精査
・JSCA デイにおける実績発表進行及び継続アンケートとりまとめ
・JSCA 継続申請書類の精査・取りまとめ作業

安全委員会
[構成メンバー]
担当理事：中谷哲也（愛知県・レインボー）
委員長：松永匡充（千葉県・kayak55.com）
委員：嘉藤暖博（北海道・BLUE HOLIC）
、庵 経弘（北海道・H2O アドベンチャー）、森山尚（島根県・ガイナ
カヤックス）
、
池田真一郎（広島県・SUP 宮島）
、村上周平（青森県・十和田湖ガイドハウス 櫂）

■SUP・フィッシングカヤック安全啓蒙配布物配布・刷新
・SUP/フィッシングカヤックによる事故急増により、安全啓蒙対策の一環として配布・内容刷新。ジャパンイン
ターナショナルボートショー2021、各スクール等で配布。
■パドルスポーツセーフティミーティング
[ウォーターセーフティミーティング in 境地区]
主催：ガイナカヤックス(森山氏)
開催場所：島根県松江市
海上保安庁職員に対するシーカヤック・シットオンカヤック・SUP の初心者講習。ミーティング、S・R・P 水
上実習/テキスト学習内容紹介を実施。
パドルアクティビティ関係者 8 名、境海上保安庁保安部交通禍 4 名、地元警察署 2 名見学参加。
■スクール内プログラムによる事故報告ガイドライン作成
・今後のスクール内での事故防止のため。
■JSCA による各地のカヌー・カヤック・SUP の事故＆マナーに関する情報収集
・一般ユーザーによる安全/マナーに関する事案情報の収集。
■SUP 協議会・カヤックフィシング協議会の設置と素案作成
■舵社・カヌーワールド誌へ安全啓蒙関連文章掲載
・22 号：カヤッカーの為のリスクマネジメント教室/リバーカヤックのセルフレスキュー(ブルーホリック/嘉藤)
・23 号：カヤッカーの為のリスクマネジメント教室/カナディアンカヌーのセルフレスキュー(ガイドハウス櫂/
村上)
※安全委員会案件ではありませんが…
・22 号：カヤックフィッシング虎の穴/カヤックフィッシングの安全に関する記載(kayak55.com/赤澤)
・23 号：カヤックフィッシング虎の穴/カヤックフィッシングの安全に関する装備品について記載(kayak55.com/
赤澤)
・23 号：特集記事・色々知って上手に学ぼう…ガイド、インストラクターの中身/スペシャルインタビュー(なか
のカヤック/中野)
・23 号：連載記事・みらい＆コータお海の上の歩き方(フラットフラット/楠)
・23 号：魚群探知機広告記事・ホンデックス PS-611CNII 実釣紹介(kayak55.com/赤澤)

広報委員会
HP の定期チェック
雑誌広告出稿
公認校パンフレットの作成
実績表取りまとめ
動画撮影 2 回 (4 月ベーシックインストラクター研修・11 月リバーガイド検定）

環境委員会
・LNTJ との包括連携協定締結に向けた調整
・LNT と環境ガイドラインの整合性を検証中
・環境保全型ツアー催行ガイドラインは、未着手

事務局
2020 主な実働
1 月 ・決算業務
・理事会書類準備・監査郵送のための書類作成
・理事会清算 ・総会準備
・ベーシック検定対応
2 月 ・総会資料作 ・公認校宿泊確認、請求
3 月 ・一般会員会費請求 仕訳書類作成 ニュースレター送付
・JSCA 保険更新手続き、請求
・会員会費徴収 明治安田収納ビジネスサービス ・トレーナー選定会 受付,精算
・ベーシック検定対応
4 月 ・JSCA 保険入金確認
・次年度総会会場申込
・会員会費徴収書類 明治安田収納ビジネスサービス
・ベーシック検定対応
５月 ・理事会向け書類
・三役会議 ZOOM5/27
・理事会 ZOOM5/29
・2019 年度保険精算
・会員会費徴収書類 明治安田収納ビジネスサービス
6 月 ・上半期決算
・ベーシック検定対応
・会員会費徴収書類 明治安田収納ビジネスサービス
7 月 ・ベーシック検定対応
・SRP テキスト改訂 担当者支払い
・SRP テキスト公認スクール発送

・会員会費徴収書類 明治安田収納ビジネスサービス
8 月 ・佐渡観光交流機構 検定見積依頼
・自動引落 MBC データ構築、入金処理
・未納者再請求（メールにて、アドレスない方には郵送）
9 月 ・教育普及検定会備品準備
・ベーシック検定対応
・テキスト注文対応
・三役会議
10 月 ・ベーシック検定対応
・テキスト注文対応
・一般会員のマーク規定についての問い合わせ 2 件
11 月 ・協会主催検定会 書類処理、精算
・ベーシック検定対応
・他団体からの悪質？メール対応について早川先生への連絡
12 月 ・ベーシック検定対応
・各委員会精算 ・会員人数把握
・今年度書類整理、次年度準備
・協会主催検定会 書類処理、精算
通年業務
・ベーシック検定書類処理
・一般会員請求、会員証発行
・テキスト販売、発注
・公認スクール入会書類処理
・月末残高報告
・CPR 登録
・他団体情報処理
・各種問い合わせ、クレーム
・未納者再請求
（メール、再送、所属公認校代表への連絡）
経費（事務局委託費）に含む
・電話、ネット通信 8250/月
・水道光熱費
・家賃

