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平成27年度 JOA 表彰 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会が「長年にわたり、オリエンテーリング指導員としてその

属する地域に普及振興のため著しく功績のあった者」等に行う表彰に金沢大学オリエンテーリングクラ

ブが団体として、平成 27年 11月 7日（土）全日本リレーオリエンテーリング選手権大会開会式に先立

ち表彰されました。おめでとうございます。 

 

主

な

事

業 

昭和 57年 10月に第 1回金沢大学オリエンテーリング大会を開催。 

その後、大会を重ね 

平成 27年４月に第 31回金沢大学オリエンテーリング大会を継続的に開催。 

地域の普及に貢献している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【受賞式にて】 
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第24回全日本リレー大会 

小林 力 

平成27年11月8日（日）、全日本リレー大会が滋賀県栗東市「滋賀日産リーフの森（県民の森）」で開催

されました。 

当日は、雨の中、大会運営には支障がなく予定通り開催されました。 

石川県はME,WE,MJ,XVの４クラスで参加。結果、ME 14位、WE 5位、MJ 4位、XV 失格と大学生を主

体とした、WEとMJで大健闘し、県別の団体成績は10位でした。 

 

【成績】 

ＭＥ 

１位  愛知１  2：26：43 （松井 － 谷川 － 細川） 

２位  静岡１  2：28：53 （松澤 － 小泉 － 長縄） 

３位  京都１  2：35：41 （伊藤 － 糸井川 － 松下） 

14位  石川   3：04：59 （高嶋 － 大竹 － 島倉 ） 

 

ＷＥ 

１位  埼玉１  2：20：29 （山岸 － 高野 － 皆川） 

２位  愛知１  2：24：03 （松井 － 伊東 － 守屋） 

３位  東京１  2：24：20 （田中 － 水嶋 － 渡辺） 

５位  石川   2：25：35  （木村 － 荒井 － 五味） 

 

ＭＪ 

１位  神奈川１ 2：26：52 （栗本 － 井倉 － 田中） 

２位  愛知４  2：35：18 （南河 － 野田 － 澤田） 

３位  愛知３  2：38：00 （佐藤 － 椎名 － 堀尾） 

４位  石川   2：39：08 （清水 － 大箭 － 渡邊） 

 

ＸＶ 

１位  東京１  2：18：45 （上田 － 高橋 － 児玉） 

２位  千葉１  2：24：42 （大塚 － 山川 － 鈴木） 

３位  愛知１  2：25：40 （小野 － 尾和 － 石田） 

失格  石川   失格    （大塚 － 藤田 － 森田） 
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インカレで五味選手（金大 女子）二冠！ 

小林 力 

長野県富士見町で、平成27年10月3日（土）に日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技

が、翌4日（日）ロングディスタンス競技が開催されました。 

スプリント競技は今回が第1回目の大会。五味選手は初代チャンプに輝きました。 

五味選手は、日本学連幹事長も務めています。その中での優勝。3月のミドルディスタンス競技とリレ

ー競技にも期待をしたいです。 

【スプリント競技にて】           【ロング競技にて】 

  

（写真は共にオリエンテーリングマガジン 2015.10月 より） 
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第 32回金沢大学オリエンテーリング大会開催！ 

【開催日】        2016年 3月 27日(日) <小雨決行・荒天中止> 9：00受付開始 

【会場】     福井県あわら市 トリムパークかなづ  

（福井県あわら市山室67字30番地1） 

競技形式  ポイントオリエンテーリングによるミドルディスタンス競技 

詳しくは公式 HP   http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2016/index.html     にて。 

 

 

石川県オリエンテーリング協会の平成 27 年度第２回理事会が、平成 28 年２月 21 日（日）に

金沢市総合体育館（第３会議室）で開催されました。議事内容の概略になります。 

石川県オリエンテーリング協会理事長 小林 力 

出席者（順不同、敬称略） 

 山本、田辺、森田（剛）、西村、畑中、石田（金大）、孫田、大塚、酒井、天谷、円井、小林 

 

１．平成２７年度 事業・会計決算中間報告 

事業は、当初予定通り行えている。 

決算は、初任者研修の中止のため収入・支出が共に減となった。また、H27.8.29に手伝いを行ったロ

ゲイニング協会からの収入等があり、例年より繰越金に余裕がでる見通し。 

２．平成２８年度 協会役員案について 

改選年度となるが、数名変更する程度で現行役員を継続し、５月の総会に諮る。 

３．平成２８年度 事業案・会計案の検討 

   事業は、平成２７年度事業と同等の内容。11 月から 12 月頃にインストラクター講習会を行う予定で

調整。また、小松で 6月に OL体験会、11月にスポーツフェスティバル参加を検討しているため、決定

したら県協会も協力することとする。 

   予算は、JOA から組織育成費の廃止の決定があったため、収入減、支出増となる。今後、大会参加料

の値上げ等を検討していく。 

４．その他 

（１）石川県民体育大会について 

 ①平成２８年度大会の申込について 

平成 27年度と同様、オリエンテーリング競技の参加申込書に「総括表」を１枚追加する。 

 ②平成２８年度以降の大会参加要件について 

正式競技（男子・女子）に出場する場合、石川県オリエンテーリング協会「個人会員」が１人以上在

籍することを参加申込要件に追加する。「個人会員」は参加選手でなくともよい。 

→男女両方に出場する場合、男女それぞれ１人以上在籍が必要。 

→参加選手（補欠含む）が「個人会員」であることが望ましいが、今後の検討課題とする。 

（２）パーマネントコース管理について 

①報告書の書式について 

コントロール毎の記号や作業内容を記載する必要があるため、作業者が記載しやすい欄等を追加し、

報告書の書式を見直す。 
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  ②身分証について 

協会で身分証を作成するので、顔写真を作業者本人が添付し、活用すること。 

（３）その他 

 ①日本オリエンテーリング協会（JOA）の現状について 

2005年以来、事務局経費の削減や企業協賛の増収などを実施してきたが、十分な成果が出ず、競技者

登録費の値上げと組織育成費の廃止の結論となった。 

日本でのオリエンテーリング活動をするうえで、ルール策定や国際窓口など、なくてはならない存在

であるが、財政危機の問題を抱えているため、今回の方針が決定された。 

石川県 OL協会へも財政面での支援がなくなる。 

 ②五味選手（金大女子）の優勝報告 

平成 27年度のインカレショートとロングで優勝（二冠）を達成。 

 

次は JOAからのアナウンスです。 

 

１．今回改革の骨子 

今回の財政改革は、JOAの財政基盤を確立するだけでなく、会員のオリエンテーリング活動発展への

新たな枠組みを作り、競技者・愛好者がオリエンテーリング活動にこれまで以上に魅力を感じられ

る環境作りを目指しています。ご理解とご協力をお願いします。 

 

財政改革の骨子：組織の基盤を固める 

JOAの財政基盤を安定させるため、事務局維持経費・上部団体等への加盟費など、固定費約750万円を、会

員会費、競技者登録費、指導者登録費でまかなうため、以下の改訂を行います。 

①競技者登録費を5000円／年に改定します。同時に一時登録を廃止します。 

②会員への組織育成費を廃止します。 

 

会員の発展への支援 

組織育成費の廃止に伴い、財政的に困難な会員が会員を、オリエンテーリング界全体で支え、会員の活性

化に資するため、会員支援に関する規程を設け、以下の措置を講じます。 

①競技者登録者数に応じて、最大７万円の財政的支援を行います。 

②地域活性化委員会を設立し、JOA、ブロック代表理事、ブロック近隣県の連携で会員における普及・発

展を人的にも支援します。 

 

魅力あるオリエンテーリング環境に向けて 

 ○競技者登録、エントリー登録のウェブ化など利便性向上を図ります。 

○全日本大会のリニューアルをはじめとする主催大会の魅力度アップとともに、そのノウハウを広く提供

し、大会を活性化します。 

○顧問弁護士の設定や保険、安全のためのマニュアルを通して、安心して参加できる大会づくりを支援し
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ます。 

○登山、ロゲイニングなど、他のアウトドアスポーツと連携しオリエンテーリングの情報発信と社会的評

価の向上に努めます。 

○2021年のマスターズ世界選手権（関西開催）に向けて、スキルアップの場を提供し、マスターズ世代の

世界へのチャレンジを支援します。 

 

２．よくある質問にお答えして 

 

JOAは必要でしょうか？ 

 世界選手権に限らず国際大会への参加、競技や地図のルールを整え、気持ちよく楽しめるスポーツ環境を作る上でも、オリ

エンテーリングの普及を果たすためにも、組織は不可欠です。組織自体は一人一人のオリエンティアとその貢献によって成

り立っています。個人の貢献を集め、大きなものにするためにも組織は欠かせません。 

 

JOAが何を考えているかよく分からない 

 JOAもコミュニケーションが不十分であったと認識しています。今までのようなブロック理事等による顔をあわせての話し合

いに加え、会員MLでの情報連絡強化を図ります。またJOA WEBサイトを活用し、情報公開に努めます。JOAの窓口も出来るだ

け明確にし、JOAが行っている活動が広く伝わるよう、オリエンテーリング界内外に対する情報発信に努めます。  

 

「登録費値上げ」「組織育成費の廃止」以外の方法はないのでしょうか？ 

 2005年以来、固定費を下げる努力と同時に、協賛企業の獲得、寄付金の募集、受託事業による収入など、増収策を検討・実施してき

ました。一定の成果を上げたものもありますが、同時にその額は限られたものでした。  

組織維持の基盤となる固定費は組織の主要な構成者である会員と競技者、指導者が広く担うことが、組織のあり方として健全です。

さらに、競技者登録費を主たる財源を変えていくことで、競技者の方々に組織へ積極的にコミットしていただくことで、競技スポーツと

してのアイデンティティーの確立にもつながります。  

 

登録費を支払わない人が増え、愛好者減少にならないでしょうか？ 

 「競技者登録」をしている方でも、競技に対する考え方は様々です。年間5000円は、真剣に競技スポーツに取り組む上で高いとは考

えていませんが、5000円に見合う価値を見いだせないオリエンティアがいることはありえるでしょう。その方が今回登録しないことは、

大変残念なことです。時間をかけて御理解いただく努力をいたします。価値を見いだした方にはそれに応えるサービスの提供をしてい

きます。  

愛好者減少を食い止めるには、Bクラスや競技登録を必要としないクラスを大会に設けることを推奨します。競技登録を必要としない

クラスは、規程に縛られない運営が可能です。これは中級者の楽しみを維持するのに寄与するだけでなく、初心者を受け入れやすい

環境、ナヴィゲーションスポーツに興味を持つアウトドア活動者の参加を容易にするメリットもあります。競技スポーツとしてのコアを大

事にしながら、自由な発想で仲間を増やしませんか？  

 

どうしたらオリエンテーリング界がよくなりますか？ 

オリエンティアの皆様一人一人に、具体的な行動を起こし、小さな貢献をすることをお願いしたいと思います。大会に参加

する、遠くのイベントに旅行する、仲間を誘う、運営を手伝う等、オリエンテーリングには生涯続けられる様々な楽しみが

あります。それを続けることが、オリエンテーリングを楽しくし、仲間を増やすことにつながります。  
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   都市
ま ち

が元気だから会社も元気 

米沢電気工事株式会社 
本 社/ 〒921-8588 金沢市進和町 32番地 076-291-5200（代） 

支 店/ 東京 名古屋 大阪 

営業所/ 埼玉 富山 福井 新潟 九州 白山 小松 能登 

http://www.yonezawa.co.jp 

米沢電気グループ 
北星産業株式会社          大和タクシー株式会社 

株式会社テクノブレーン       株式会社米沢ビルシステムサービス 

北斗油送株式会社          藤井商事株式会社 

大和商事（株）（しあわせの湯２）   株式会社オータム（しあわせの湯） 

大和タクシーコールネット（株）   大和自動車交通株式会社 

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 

石川日産自動車販売株式会社     株式会社日産プリンス金沢 

社会福祉法人若松保育園       株式会社金沢観光 

      

 


