
平成 27 年度 CONE 事業報告

（平成 27 年4 月1 日～平成28 年 3 月31 日） 

事業概要 

（１） 安全管理に関わる資格制度、講習会、普及啓発 

 リスクマネジャー養成研修会（1回）、リスクマネジメントディレクター養成研修会（3回）、

リスクマネジメント基礎講座（6回）の開催を通じてリスクマネジャー及びリスクマネジメ

ントディレクターへの登録を促した。

 各研修会・講習会を全国で展開していくためには現講師だけでは限界があるため、全国に

講師を配置していくために講師養成会を開催（３回）。

 SAFETY OUTDOOR を通じて全国で普及啓発キャンペーンを実施。

 安全講習会の受託事業や講師派遣（今年度：講習会受託 1件、講師派遣 3件）。

（２） 指導者養成 

 新指導者制度NEAL（全国体験活動指導者認定委員会 自然体験活動部会）の指導者登録

を促進するために、CONE として下記を実施。

・ NEAL主任講師である CONEトレーナーと養成団体にNEAL養成講習の開催の促進。

・ CONE 指導者でまだ NEAL 指導者になっていない人たちへの対応策として、国立青少

年教育振興機構と協力し、移行講習会の開催回数を 3 回増やした（国立大雪青少年交流

の家、国立吉備青少年自然の家、国立赤城青少年交流の家）。 

・ CONE指導者でNEALに移行した指導者に対して登録証の取得を促した。 

 NEAL指導者養成団体として、NEALリーダー養成講習会を開催（NEALインストラクタ

ーとNEALコーディネーターの養成講習会の開催も検討していたが、最少催行人数に達せ

ず中止となった）。

（３） 専門テーマ研修会 

 専門研修会として判例から学ぶリスクマネジメントを 1回、野外保険の基礎を 2回実施し

た。

1. 事業報告

1.1 会員数 

（※別紙参照） 

1.2 自然体験活動普及事業 

（１） SAFETY OUTDOOR キャンペーンを実施 

（２） アウトドアチャレンジの展開（野外力検定、教材開発） 

（３） 体験の風をおこそう運動推進委員会への協力 

（４） ESD-Jの取り組みへの協力 

（５） メールマガジンを発行（毎週 1回）、 

ホームページ（適時更新）による情報提供 
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1.3 自然体験活動指導者登録活用事業 

（１） 登録指導者数 

（※別紙参照） 

（２） トレーナー養成会・認定会 

 

事業名 日程 会場 参加者数 

養成会（第 1回） 6/16（火）～17（水） 
安藤百福センター 申込者 2名 

※開催中止 

養成会（第 2回） 9/22（火祝）～23（水祝） 
滋賀県立長浜ドーム 申込者 3名 

※開催中止 

養成会（第 3回） 3/9（水）～10（木） オリンピックセンター 4名 

認定会 2/8（月）～9（火） 安藤百福センター 
1名 

※開催中止 

 

 

（３） トレーナーの会（更新講習会）（※詳細は別紙参照） 

開催地： 全 3回（石川県 10月、滋賀県 11月、東京都 1月） 

 

（４） CONE主催NEAL指導者養成会（※詳細は別紙参照） 

NEALリーダー養成講習会を全 2回（東京都 12月、長野県 2月）開催。インストラクタ

ー養成講習会及びコーディネーター養成講習会は最少催行人数に達せず中止。 

 

1.4 自然体験活動指導者交流支援事業 

（１）2015年 CONE全国フォーラム in白山 ～だれでも・どこでも・自然人～ 

（子どもゆめ基金） 

開催日：平成 27年 10月 30日(金)～11月１日（日） 

会場：石川県立白山青年の家（白山市八幡町） 

主催：NPO法人自然体験活動推進協議会 

企画・運営：第 16回 CONE全国フォーラム in白山実行委員会 

参加者数：57名  スタッフ数：53名 

 

（２）イベント等への参加 

新宿御苑みどりフェスタ（4月） 

春のキッズフェスタ（6月）、秋のキッズフェスタ（10月） 

体験の風をおこそう運動 関連イベント（10月）など。 

 

1.5 自然体験活動指導者認定制度の事務局運営に関わる事業 

（１）新指導者制度の運営業務請負（全国体験活動指導者認定委員会自然体験部会）（※詳細は別

紙参照） 

 

1.6 自然体験活動に関する安全管理に関わる事業 

（１） リスクマネジャー、リスクマネジメントディレクター登録事業 

（２） 安全管理に関わる研修会を開催（※詳細は別紙参照） 

リスクマネジャー養成研修会、リスクマネジメントディレクター養成研修会、 

リスクマネジメント基礎講座、リスクマネジメント基礎講座 講師養成会 

（３） 自然体験活動指導者向け安全管理講習会と講師養成（河川整備基金） 
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1.7自然体験活動に関わるその他の事業 

（１） 自然体験活動推進法（仮称）の制定に向けた提言 

（２） 広島県立福山少年自然の家体験活動等企画運営業務（広島県） 

（３） JOLA企画準備業務（※JOLA：Japan Outdoor Leader Award） 

（４） 書籍販売 

（５） その他 

2. 会議、委員会

2.1 役員会議等 

総会（1回）、評議員会（1回）、理事会（全 2回）、常任理事会（全 3回） 

2.2 委員会 

（１） 安全委員会（全 5回） 

リスクマネジャー・リスクマネジメントディレクター養成研修会とリスクマネジメント基

礎講座の開催・運営、基礎講座の講師養成、安全対策・SAFETY OUTDOOR の普及啓発

活動、安全対策情報の発信、CONE包括保険の受入審査などを行った。 

（２） 指導者委員会（全 3回） 

インストラクター・コーディネーター養成会、トレーナー養成会・認定会、トレーナーの

会等の開催計画と実施。NEAL指導者養成制度への CONEの対応について検討した。 

（３） JOLA創設準備委員会 

※JOLA：Japan Outdoor Leader Award 

日本を代表する自然体験活動指導者の表彰制度を創設するための企画。（ゴアテックス株

式会社等とともに行った。） 

（４） 総務委員会 

事務局における労務、経理、各種事業などの運営状況の確認をした。 

3. 事務局

常勤職員（3 名）
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年 月 日程 曜日 事業名
15 金 第1回安全委員会 オリンピックセンター 東京都

23～24 土～日 リーダー養成講習会 三浦ふれあいの村 神奈川県
26 火 第1回指導者委員会 オリンピックセンター 東京都
20 金 第1回常任理事会 オリンピックセンター 東京都
27 金 評議委員会、第1回理事会、総会 オリンピックセンター 東京都
30 月 第2回指導者委員会 オリンピックセンター 東京都

21～22 火～水 トレーナー養成会 オリンピックセンター 東京都
23 木 第2回安全委員会 オリンピックセンター 東京都

7 2～3 土～日 リーダー養成講習会 三浦ふれあいの村 神奈川県
7 水 第3回指導者委員会 オリンピックセンター 東京都
15 木 リスクマネジメント講習会 オリンピックセンター 東京都

26～29 月～木 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講習会 オリンピックセンター 東京都
30 金 第2回常任理事会 オリンピックセンター 東京都

14～16 金～日 CONEフォーラム 国立中央青少年交流の家 静岡県
23～25 日～火 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ講習会／講習会講師養成会／安全管理者更新講習会 検討中 大阪府
5～6 土～日 更新講習会（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ／ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ／CONEﾄﾚｰﾅｰ／主任講師） オリンピックセンター 東京都

12～13 土～日 講習会講師養成会、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ養成研修会 国立日高青少年自然の家 北海道
21～22 月～火 講習会講師養成会／安全管理者更新講習会 検討中 熊本県
26～28 土～月 インストラクター養成講習会 オリンピックセンター 東京都

2 金 更新講習会（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ／CONEﾄﾚｰﾅｰ／主任講師） 検討中 関東
6～7 金 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ養成研修会 オリンピックセンター 東京都

14～15 土～日 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ養成研修会／ﾘｽｸﾏﾈｼﾞｬｰ養成研修会 国立赤城青少年交流の家 群馬県
22～23 日～月 講習会講師養成会／安全管理者更新講習会 オリンピックセンター 東京都
24～25 火～水 更新講習会（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ／CONEﾄﾚｰﾅｰ／主任講師） オリンピックセンター 東京都
30 月 第4回指導者委員会 オリンピックセンター 東京都
30 月 更新講習会（インストラクター） オリンピックセンター 東京都

4～5 土～日 トレーナー認定会 安藤百福センター 長野県
9～10 木～金 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基礎／ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ養成研修会 石川県立白山青年の家 石川県
9 木 JOLAアワード式典 オリンピックセンター 東京都
19 日 リスクマネジメント講習会 オリンピックセンター 東京都

21～22 火～水 リスクマネジャー養成研修会 オリンピックセンター 東京都
23 木 第3回常任理事会 オリンピックセンター 東京都

3 17 金 第2回理事会 オリンピックセンター 東京都
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