第 25 号 （2021 年 1 月 12 日発行）

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
東京・埼玉・千葉・神奈川で緊急事態宣言が発令されました。野外スポーツとしてオリエンテーリ
ングの競技自体はリスクが低いと考えられますが、前後の会話や、移動、食事の際には十分気を配り
ながら楽しむようにお願いいたします。
●本号の内容
・ガバナンスコード遵守状況について
・2020 年度全日本スプリントオリエンテーリング大会
・ナヴィゲーションゲームズ 2021 参加イベント募集
・WOC、JWOC 代表選考会
・2021 年度全日本オリエンテーリング大会
・コーチ制度への移行について
・オンラインセミナー報告
・今後の公認大会・講習会のお知らせ
●ガバナンスコード遵守状況について（副会長：愛場）
令和元年 6 月にスポーツ庁は、適切な組織運営を行う上での原則・規範として，スポーツ団体ガバ
ナンスコードを公開しました。JOA はこれを受けて、アスリート委員会や危機管理・コンプライアン
ス委員を設置し、倫理規定の改訂作業を行うなどの対応をしてきました。ガバナンスコード遵守状況
に関する自己説明は毎年公開することが義務付けられており、12 月 3 日にホームページ上で公開いた
しました。
JOA ガバナンスコード 2020.xlsx (orienteering.or.jp)
しかし例えば、役員の選任に関してや利益相反ポリシーなどは、現時点では完全に要件を満たして
いるとは言い難い状況です。今後も諸規定の整備などを行い、対応してゆく予定です。
●2020 年度全日本スプリントオリエンテーリング大会（全日本オリエンテーリング実行委員会）
日時：2021 年 2 月 20 日（土）
場所：馬見丘陵公園(奈良県広陵町・河合町)
2020 年 12 月 6 日（東京都）開催予定がコロナ禍で中止となりましたが、これに代わり、上記日程
で開催することになりました。
本大会は「パーク O ツアーin 関西 2020 大阪大会」に特別に E クラスを併設し、その部分を全日本
スプリント大会とします。
パーク O ツアーin 関西 2020 大阪大会関係者の皆様、ご協力ありがとうございます。
スプリント委員会からのお知らせも併せてご参照ください。
http://www.orienteering.or.jp/joa/2021alljapansprint.pdf
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●ナヴィゲーションゲームズ 2021 参加イベント募集 (業務執行理事：木村)
ナヴィゲーションゲームズ 2021 を開催します。
これは日本各地で開催される 20 程度のロゲイニング大会をシリーズ戦として統一的に広報します。
その参加イベントを募集します。
コロナ禍で多くのスポーツイベントが中止となる中においても、ウィズコロナ対応できる地図スポ
ーツは開催できている実績があります。そんな中で体を動かす機会を求めてロゲイニング参加者数が
増加しています。
いまこそ地図スポーツが世間の要望に応えるときです。まだ検討途中のイベントでも気軽に連絡く
ださい。シーズン途中の参加も歓迎します。
連絡先：木村佳司 kimurakeishi11@gmail.com
ナヴィゲーションゲームズ 2021 の募集詳細は、
JOA ホームページの記事「ナヴィゲーションゲームズ 2021 参加イベント募集要項」（2020 年 10 月
15 日）もご覧ください。
http://www.orienteering.or.jp/event/2021/navigames/event.pdf
●WOC、JWOC 代表選考会（強化委員会、ジュニア委員会）
日時：2021 年 4 月 10 日（土）WOC スプリント選考会
2021 年 4 月 11 日（日）WOC フォレスト選考会、JWOC 選考会
開催地：静岡県
4 月 11 日は静岡県協会の協力を得て一般向け大会も併設します。
[参考]2021 年フット O 選手強化方針，強化選手指定要領，アドバンスト選手登録要項
http://www.orienteering.or.jp/nt_news/20201221-001_ap/
●2021 年度全日本オリエンテーリング大会（全日本オリエンテーリング実行委員会）
以下内容で準備を進めています。
日時：2021 年 10 月 23 日（土）第 10 回全日本オリエンテーリング大会ミドル競技
2021 年 10 月 24 日（日）第 48 回全日本オリエンテーリング大会ロング競技
開催地：長野県
詳細は要項 1 にて発表します。
●コーチ制度への移行について

(顧問：村越)

2017 年よりご案内してきた日本スポーツ協会（旧体育協会）のコーチ制度への移行が、最終段階に
入り、来年度 2021 年度より移行に向けての講習会等がスタートする見込みとなりました。
１）JOA における指導者養成の経緯
JOA は日本におけるオリエンテーリングを統括する団体として、前身である日本オリエンテーリン
グ委員会時代の 1972 年度から１～３級の指導員養成を行ってきました。この制度は、日本に認知さ
れていなかったオリエンテーリングという野外スポーツを実施し、広く普及する普及員としての性質
を強く持つものでした。その後、JOA は野外活動団体協議会（キャンプ、ホステリング、サイクリン
グ）に加盟し、1998 年には文部大臣認定「社会体育指導者の知識・技能認定事業」として認可され、
ディレクター１、２級、インストラクター制度となり、現在に至っています。ディレクターはその名
前から分かるように、野外活動のプログラムを統括して提供できる資質を持つ指導者としての側面を
強く持っていました。また、指導員の登録料は、JOA の財源の大きな割合を占めていました。
その後、平成 14 年にカリキュラムへの大きな改訂を行いました。改訂の骨子は、野外活動指導者
としての資質を維持しつつも、スポーツとしてのオリエンテーリングの技術指導もできる指導者養成
を行うことでした。そのために、１，２級のディレクターではオリエンテーリングの指導法やコース
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設定を学び、インストラクターでは実地での指導に力点をおいたカリキュラムとなりました。
２）公認スポーツ指導者制度によるコーチ養成の位置づけと意義
オリエンテーリングは 1990 年代以降、競技化が進みましたが、競技スキルを指導できる指導員を
組織的には養成してきませんでした。この間、世界の競技レベルは上がり、日本代表チームの世界大
会での成績はアジア地区を除くと、満足できる水準には達しておりません。また、幅広い育成が期待
されるジュニアや初心者に対しても、的確な指導技術を持った指導者の数は十分ではありません。大
学以外でオリエンテーリングを始めた社会人競技者からは、
「敷居が高くて大会に出にくい」といった
声も聞かれます。一方で、近年ではコントローラー養成の仕組みが充実し、大会等のプログラム提供
に関わる資質育成が進んでいるという現状もあります。
これらの現状変化を踏まえ、JOA では普及教育委員会を中心に競技を的確に指導し、オリエンテー
リングの楽しみを深めることができる指導者育成の在り方を検討してきました。一方、JOA が加盟す
る日本スポーツ協会でも、
「生涯を通じて快適なスポーツライフの構築を通して望ましい社会の実現に
貢献する推進役となる指導者育成を目指し」、指導員資格の改訂が行われ、その中に各種目の指導者を
位置づけています。JOA はその理念に賛同し、社会に対してより広く認知された資格として日本スポ
ーツ協会の枠組みの中でのコーチ制度の設置を目指すこととしました。
コーチ制度の設置により、ディレクター等の既存の資格については以下のように整理することを計
画していします。
①運営上の資格
公認大会開催にあたっては、
「ディレクター」を運営者に配置することが規則により求められていま
す。ディレクターからコーチへの移行にあたり、イベントアドバイザーでも公認大会の運営者配置に
対応し、運営上の問題が生じることがないようにすることを予定していました。一方で、現在進行し
ている公認大会の改革に関するワーキンググループの議論では、イベントの質を維持できる技量を持
った新規資格を立ち上げることも検討されています。この新規資格への移行については最小限の講習
で行えるよう調整中です。
②新設されるコーチへの移行
ディレクター1 級(D1) およびディレクター2 級(D2)より新設コーチへの移行は、移行講習および共
通科目（スポーツ協会開講）の受講によって可能となります。これにより、D2 はコーチ１へ、D1 は
コーチ２へ１日程度の講習会に加えて自宅学習と共通科目（コーチ１：45 時間在宅、コーチ２：135
時間集合＋在宅）により資格取得が可能です。
③インストラクター
インストラクターは JOA 独自の資格のため、今後も継続します。なお、日本スポーツ協会のスポ
ーツ指導者養成事業の進展によっては、同協会の「スタートコーチ」へ移行することも検討していま
す。また、①②の移行を希望しないが、指導員としての資格を維持したい方のために、ディレクター
からインストラクターへの移行についても検討中です。
④③現在のディレクターについて
現行のディレクターについては、上記①、②、③に移行しない場合、現在の資格年限を持って失効
となります（最長 2023 年度末）。
３）日本スポーツ協会指導員制度によるコーチの骨子
同制度によるコーチは、４つのレベルが想定されていますが、JOA では当面、コーチ１（最下位の
ランク）、コーチ２（次のランク）の養成を行います。
１）コーチ１の概要
対応レベル：オリエンテーリング競技の専門知識・技能及び指導力を活かし、クラブの教室等に於い
て初心者～初級者を対象とした指導を企画・運営を行う。地域でクラブ内での指導や初心者指導がで
きる人材として期待されます。
受講条件：受講年度の 4 月 1 日現在で満 18 歳以上
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受講科目：共通科目Ⅰ（45h）
専門科目（30h）※集合（16h）レポート課題等（14h）。
受講料：共通科目Ⅰ
19,800 円（税込）別途リファレンスブック代 1,500 円（税抜）
専門科目
20,000 円（税抜）
登録料：基本登録料
10,000 円
資格別登録料
10,000 円
初期登録手数料 3,000 円
目標人数：120 名程度
２）コーチ２の概要
対応レベル：中心的役割を担ってクラブの育成等の指導ができる。また、より広いエリア（県及びブ
ロック）を対象とし、レベルに応じた競技指導を企画・実施できる。インカレ・全日本リレーの監督
ができる人材として期待されます。
受講条件：受講年度の 4 月 1 日現在で満 20 歳以上
受講科目：共通科目Ⅰ（135h）
専門科目（44h）※集合（24h）レポート課題等（20h）。
受講料：共通科目Ⅰ
16,000 円（税込）別途リファレンスブック代 3,000 円（税抜）
専門科目
20,000 円（税抜）
登録料：基本登録料
10,000 円
資格別登録料
10,000 円
初期登録手数料 3,000 円
目標人数：50 名程度
●オンラインセミナー報告(顧問：村越)
JOA では、緊急事態宣言およびその直後のオリエンテーリング活動が十分行えなかった 2020 年６月
以降、オリエンテーリング愛好者に活動の楽しみや学びの場を提供するとともに、トップ選手の活動
の場を提供するため、日本学連と共催でウェブを使った講習会・講演会を開催してきました。12 月ま
でに 15 回を数え、延べ 1000 人弱の方々に参加いただきました。
内容
参加者(概数）
2020/6/6 学連講習会
150
JOA＋学連
100
JOA＋学連
100
JOA＋学連
150
2020/8/7 JOAセミナーコースプラン
5
2020/8/23 フィジカルトレーニング
9
2020/8/29 フィジカルトレーニング
9
2020/8/30 JOAセミナー準備
9
2020/9/22 JOAセミナールートプラン
18
2020/11/11 JOAセミナーnavitabi
21
2020/11/18 JOAセミナーnavitabi
21
2020/11/25 全日本ロング感想戦
120
2020/11/28 OMM振り返り
160
2020/12/10 JOAセミナールートプラン
24
2020/12/21 AsJYOCプロモーション
80
合計
976

講師
村越真
伊藤樹
尾崎弘和
稲毛日菜子
村越真
外部講師
外部講師
尾崎弘和
小泉成行
入江崇
入江崇
小牧・稲毛他
柳下、円井、田中
村越
村越・香港

備考

強化選手無料
強化選手無料

スポーツ庁補助予定
スポーツ庁補助予定

もともとコロナ禍の代替活動としてスタートしました。一方で、遠隔地からも参加できる、リモー
ト会議システムの画面・情報共有機能を活用し、レースの深い振り返りを多くの人と共有しやすいな
ど、リモートセミナーならではのメリットがあることも分かってきました。
１月以降も月２回程度のペースで、無料の講演会や有料のセミナーを開催する予定です。今後のイ
ベントについては、JOA のオンライン特設ページに掲載されますので、ご覧ください。１月から２月
には、１月 22 日 21～22 時配信「小牧弘季活躍の秘密に迫る（仮題）」
「レジェンドと語る」
（仮題）を
配信予定です。
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JOA オンラインセミナーのページ：http://www.orienteering.or.jp/joa-about/online/
●今後の公認大会・講習会のお知らせ (状況により変更の可能性があります。)
2 月 20 日
2 月 20-21 日
2 月 21 日
2 月 28 日
3月7日
5 月 16 日
10 月 23-24 日

第 13 回全日本スプリントオリエンテーリング大会
ナヴィゲーションインストラクター養成講座
大阪 OLC45 周年記念大会
[公認 B]
ナヴィゲーション講習(ブロンズレベル)
上尾大会 in 熊谷さくら
[公認 S]
富士山麓大会
[公認 A]
全日本オリエンテーリング大会(ミドル・ロング)

(奈良県)
(静岡県)
(大阪府)
(愛知県)
(埼玉県)
(静岡県)
(長野県)
以上
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