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JOA 地域活性 化委員会

活動計画 (
秦)

I.地域活性化委員会 の 目的 と活動 方針
(1)JOA会員 (
各都 道府 県協会)の組織的活動 の支援
① 協会 の活動 の中核 とな る人 と運営 の支援｡
②競技者登録者数 の増加支援O
③ 協会 の活動 資金 の獲得支援｡

(2)JOA 会費免 除 の条件 確認 と決 定
Ⅱ.支援 内容
会員 (
各都道府 県協会)の現状 は 5段 階程度 あ る と思 われ ､会員の意 向に基づ き適 した支援 をす るO
段階

JOA加盟

組織 運営
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競技 .普及活動状況
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大会 開催 な ど組織的 な活動 困難

3
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事務 局
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競技者
に難
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競技者数 の増加活動 ､収益事業が困難

支援 内容 (
一例 で あって､各会員 の実情占希望 に沿 う形 の支援 を行 う)
(1)競技者増加 支援
①ふ る さと登録促進支援
ふ る さ と登録 を求 め るパ ンフ レッ トの作成｡ パ ンフ レ ッ ト- の支援協 会連絡先 の掲載
イ ンカ レな どの各種 大会での広報｡各地 区学連 - の広報｡
②全 日本 リレー大会 - の合 同チー ムの斡旋 O
(2) 組織活動 の支援

①活動 の拠点 とな る地図 (
ホームテ レイ ン) の作成 支援｡
②大会開催 の人的支援 (
個人応援者の派遣｡ 隣接県 との連携支援｡ 地 区内合 同開催 支援 )
③事務 局活動 の地域連携斡旋

(3)収 益事業 の開催支援
① 地図読 み講習会 ､ ログイ ン大会等の開催 支援
②合宿 の誘 致 支援 ､JOA 主催 研修 会の開催 ､
(4) 普及事業の実施 支援

(
∋地域 の野外活動セ ンター な ど関係施設 等 との連携 支援｡
② 定期 大会 の開催支援｡子供 向けプ ログラムの実施支援｡
③ 地域 の関連 団体 (ワンゲル部 ､山岳部 ､ ランナー クラブ等 )へ の広報 支援

(5)競技 力 向上事業 の実施支援
(
∋各都道府 県体育 協会 - の加 盟支援
(
以上 )

(
解説)
地域活性化委員会 の活動 のね らい
基本 は各都道府 県協会 の活動 を支援す ることにある と考 えてい ます｡具体的 には以下の 3項 目が充実 し
た状況 にな るよ う支援 す ることを 目指 します｡
① 活動 の核 とな る人材 が存在 し､組織 として運営 され るC (
事務 局機 能 の充実)
② 財政基盤 の充実O 当面は JOA会 費に苦労 しない状況 にす ること
③ 競技者登録者数が一定の水準 に達す ること｡ 目安 は全 日本 リレー-チーム派遣 できる状況

C

もちろん､その上 で､競技 力向上や普及活動 を行 うことが最終 目標 と思 い ますが､当面は組織 としての
活動 を安定 させ る人 と予算 の確保 の支援 を優先 したい と考 えます｡

支援 内容 (
莱) の考 え方
支援 は､つま るところ､｢
人｣と ｢
お金｣ と考 えますC今後の競技力向上や普及活動 を進 める上で社会的
に認 め られ る状況 と財政 の確保が課題 と思 われ ます 〕｢
社会的 に認 め られ る｣ とは様 々なオ リエ ンテー
リング事業の実施 にお いて渉外活動が行 え､ また関連団体 と連携 で きる状況 です｡

支援 内容 のイ メー ジ
支援 内容は､各都道府県 とよく話 し合いの上 ､状況 に応 じ柔軟 な対応 を したい と思い ますが､例 えば以
下の よ うなイ メー ジを していますC <番号 は前ペー ジと同 じです >
(1)①ふ るさと登録支援②全 日本 リレー大会合同チーム斡旋
主 として学生 OBの獲得 を支援 します｡将来 の活動 の核 となる人材 はや は り､若 い時 に本格的 にオ リエ
ンテー リングに取 り組み､オ リエ ンテー リングの醍醐味 を知 ってい る人が第-候補 にな る と考 えますO
とはいえ､い きな り中核 を担 うとい うことではな く､まず は､ふ る さとを代表す る全 日本 リレー-の参
加 とい う競技者 としての参画が､ この世代 にお けるもっ とも強い動機付 けになる と考 えます｡
学生 に呼びか けるパンフ レッ トにふ る さと登録 時の連絡先 を掲載 し､各学連 な どで広報す る と同時 に､
協会 がない都道府 県においては､ まず は JOA が斡旋す る形 で参加 を 目指 しますO

(2)①活動 の拠 点 となる地図 (ホー ムテ レイ ン) の作成支援
各地域でオ リエ ンテー リングの活動 を行 う上で､ホームテ レイ ン となる質の高い地図が必要 と考 えます｡
近 隣メンバー による地図調査のほか､公認大会 開催 な どに よる整備 が考 え られ ます｡整備後 は､継続 的
な大会開催 のほか､合宿の誘致 ､JOA研修会 ､地図読み講習会 な どの収益事業 の拠点 とな りえますO
全 国の利用可能テ レイ ン情報の とりま とめを JOA で行 い広報 してい きます｡

(2)②大会 開催 の人的支援
① と も関係 し､今後のテ レイ ン活用､地図整備 の観点か らも､個人あ るいは近 隣地 区か らの大会開催支

全国的に大会 ボ ランテ ィアスタ ッフ､特 に ノウハ ウをもったス タッフが不足 してい る と思われ ､ふ る さ
と登録者や地元出身者 -の呼びかけの他 ､大会ボ ランテ ィア登録 ､JOAWe
b の専用ペー ジ新設 な どで ､
人的資源 の活性化 を進 めたい と思います｡,

(2)③事務局活動の地域連携斡旋
自立 して事務 局を維持 できない場合 は､地域 内で連携 しての運用､あるいは

JOA で一部代行す るな ど

の検討 を行います｡ とはいえ､当面､多数 の事務 を こなす ことは困難 なため､イベ ン トのエ ン トリー受
付 ､全 日本 リレーエ ン トリーな どの必要最 小限の支援 にな ると思い ます,
3

(3)収益事業の開催支援
①地図読み講習会 ､ ロゲイ ン大会等の開催支援②合宿の誘致支援 ､J
OA主催研修会 の開催､
ホー ムテ レイ ンの活用 による県内開催 の支援｡講師や テキス トな どの ノウハ ウの提供､合宿では コーチ
の派遣 な どを支援 しますC
また､県内開催が困難 な場合 は､地域 内での合 同開催 な どの斡旋検討 を行 います｡

(
4)普及事業の実施支援
野外活動セ ンターや関連施設-の J
OA名 での働 きかけ (
渉外活動)､大会や講習会な どの関係団体-の

JOA名 による広報活動 (
参加者募集)な どを考 えていますO
(5) 競技力向上事業 の実施支援

①各都道府 県体育協会- の加 盟支援
各都 道府県の体育協会の状況 の問い合 わせや具体的 な事務手続 きのア ドバイス

C

関連事業 の進 め方 につ いての ノウハ ウの支援Oすでに体育 巌会 に加盟 している近隣会員 か らのア ドバイ
スな どを検討 します,
J
その他 ､ この項 目には明記 してい ませ んが､競技力向上 として､全 日本 リレー参加や ､それ に向けた合
宿､ コーチの派遣 な ども競技力向上の一環 とな ります｡
(
共通) これ ら活動の情報 を一元的に提供す るため､J
OA-We
b内にペー ジを新設 しますo

掲載内容
･ふ るさ と登録募集案 内 (
支援会員)
･支援イベ ン ト (
大会)のボ ランテ ィア募集 ､参加者募集
･大会ボランテ ィア登録 (
可能エ リア､提供可能 な ノウハ ウ)
･全 日本 リレーの合同チー ム斡旋

オ リエ ンテー リングとい うマイナースポー ツにおいては活性化 が短期でできることはな く､中長期の視
点 をもって地道 な取 り組みが必要 と思い ます｡ どうゆ う姿 に してい きたいのか､一
一緒 に考 えなが ら進 め
させ ていただけれ ば と思い ます,
.
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