
第 3号議案 
 
 
 

川の体験活動指導者養成制度の改定について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
平成 24年 5月 26日（土） 

ＮＰＯ法人 川に学ぶ体験活動協議会 



１．ＲＡＣ指導者登録期限および更新料の変更について 
 

 

・ ＣＯＮＥ指導者の終身制に対応し、ＲＡＣリーダーへ新規登録する場合は更新制度を廃

止し終身制度による登録とする。 

・ 終身制に変更した場合の終身制移行手数料については下記のようにする。 

(単位：円) 

 終身移行手数料 カード発行手数料 備考 

期限切れ指導者 1,000 1,000 ※期限切れの期間

に関係なく復活可

能とする 

H24～26 に更新となる人 1,000 1,000 

 

H27 より更新なし 

 

・ ＣＯＮＥ指導者制度のナショナルスタンダード化に伴い、平成 25 年度にＣＯＮＥ指導

者登録料金改定等の行われた際には、ＣＯＮＥ指導者制度（ナショナルスタンダード資

格）への登録は付加資格とし、費用は別途設定する。 
 
 
２．川の体験活動指導者の制度変更へ向けた移行措置について ≪別紙１≫ 
 

 

・ 別紙１の通り川の指導者制度の見直しに伴い、インストラクター１種、2 種の統合をす

るに際して、現在登録しているインストラクター１種を新インストラクターへ、インス

トラクター2種をコーディネーターへ移行するための措置を別紙の通り行う。 

 

 

 

３．川の体験活動指導者の制度変更に伴う規定改定（案）   ≪別紙２≫ 
 
 

・今年度の取組みとして、＜別紙２＞の素案を叩き台として制度変更へ向けた検討委員会

を行う。 
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ＲＡＣイン

トラ1種 

（16h）

ＲＡＣイン

トラ2種 

（14h） 

ＣＯＮＥインスト

ラクター登録 

 

ＲＡＣインストラクター１種・2種 統合に向けた移行措置 

（2011.11.8 作成） 

 

□背景 

・現制度では、1種で必要なレスキュー技術を早く修了できるよう、また、インストラクターレベルは十分な 

 経験が必要であることから、インストラクター１種・2種を分けた。しかしながら下記の理由により、平成 

 23年5月 に行われた人材育成部会にて、ＣＯＮＥの指導者制度を考慮し、統合の方向で制度の見直しをす 

 べきと意見がまとまった。 

 

□理由 

・平成21年度より、安全およびレスキューに関する付加資格講座ができ、普及がはじまった。 

・体験活動現場からの意見としても、講座受講だけでなく実地訓練の経験がなければ、活用機会がないこと。 

・ＣＯＮＥインストラクターとして登録するためにはリーダー受講後ＯＪＴ１８時間以上が必要となった。 

・ＲＡＣイントラ2種となるためにはリーダー受講後2年の経験が必要であり、受講対象者が少ないこと等から 

 これまでに講座はこの10年間で2回の開催にとどまっている。 

現行  

移行案  

 

 

ＲＡＣイン

トラ1種 

（16h）

 

ＲＡＣイン

トラ2種 

（14h） 

改訂案  
ＲＡＣイントラ 

（21h以上）

★要検討事項 

・ステップアップ時の経験年数の撤廃 

 →ＯＪＴ時間は1種・2種で必要とされた経験年数（2年）が目安 

・イントラ1種・2種カリキュラム内容の再編 

・コーディネーターカリキュラム例の構築 

・指導者登録規定の改定（指導者名称、経験年数撤廃など） 

ＯＪＴ 

18時間以上 

ＲＡＣ水辺

のレス

キュー講習 

（5h） 
又は同等の研

修（SFR、SRT– 

1） 

 

 

 

ＯＪＴ 

18時間以上 

 

ＲＡＣコーディネーターが身に付

けるスキル及び不足するＣＯＮＥ

コーディネーターに必要な 

ＯＪＴ科目 

（30＋6）時間以上 

 

新ＲＡＣインスト

ラクター 

 

（ＣＯＮＥインス

トラクター登録） 

新ＲＡＣコーディ

ネター 

 

（ＣＯＮＥコー

ディネーター登

録） 

 
 

＜別紙１＞ 
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＜別紙２＞

NO 現行 改定案

1

（指導者の名称と種別）
第3条　この規定で定める指導者は別に定める基準
に従い以下の名称で登録する。

(２) 川に学ぶ体験活動インストラクター１種・2種（略
称をＲＡＣ インストラクター1種・2種とする）

（指導者の名称と種別）
第3条　この規定で定める指導者は別に定める基準に従い
以下の名称で登録する。

(２) 川に学ぶ体験活動インストラクター（略称をＲＡＣ インス
トラクターとする）

2

（ＲＡＣインストラクター1種・2種の指導者登録要件）
第5条　次の各項に該当する者をＲＡＣインストラク
ター1種・2種として登録することができる。
(１) ＲＡＣリーダーで、リーダー登録後１年間にわた
り、１０日以上の経験（2種は2年間にわたり、30日以
上の経験）を積んだ満20歳以上の者。
(２) ＲＡＣインストラクターの養成事業を修了し、また
は、それと同等の研修を修了したと認められる者
で、指導者養成団体に登録されている者。

（ＲＡＣインストラクターの指導者養成講座受講及び登録要
件）
第5条の１　次の各項に該当する者はＲＡＣインストラクター
養成講座を受講することができる。
(１) ＲＡＣリーダーで、リーダー登録後80時間以上の川での
体験活動経験を積み、それを証明できる者。

第5条の２　次の各項に該当する者をＲＡＣインストラクター
として登録することができる。
(１)  ＲＡＣインストラクターの養成事業を修了し、または、そ
れと同等の研修を修了したと認められる者で、指導者養成
団体に登録されている者。

3

（ＲＡＣコーディネーターの指導者登録要件）
第6条　次の各項に該当する者をＲＡＣコーディネー
ターとして登録することができる。
(１) ＲＡＣインストラクター２種で、インストラクター2種
登録後3年間にわたり45日以上経験を積んだ満23
歳以上の者。

（ＲＡＣコーディネーターの指導者養成事業受講及び登録
要件）
第6条の１　次の各項に該当する者はＲＡＣコーディネー
ター養成事業を受講することができる。
(１) ＲＡＣインストラクターの養成事業を修了後、240時間以
上のＯＪＴを積んだ者で、指導者養成団体に登録されてい
る者。

第6条の２　次の各項に該当する者をＲＡＣコーディネー
ターとして登録することができる。
(１) ＲＡＣコーディネーターの養成事業を修了し、または、そ
れと同等の研修を修了したと認められる者
(２) ＲＡＣコーディネーターの養成事業を修了後、360時間
以上のＯＪＴを積んだ者で、指導者養成団体に登録されて
いる者。

4

（指導者登録の有効期間）
第8条　ＲＡＣリーダー、インストラクター1種・2種、
コーディネーターの登録有効期間は、登録年度より
翌々年度の3月末日とする。

（指導者登録の有効期間）
第8条　ＲＡＣリーダーの登録有効期限は無期限とする。Ｒ
ＡＣインストラクター、コーディネーターの登録有効期間は、
登録年度より翌々年度の3月末日とする。

5

（指導者登録の手数料及び指導者登録更新の手数
料）
第11条　ＲＡＣ指導者の登録手数料及び更新手数
料を下記の通り定める。
(１) ＲＡＣ活動リーダー・ＲＡＣインストラクター1種・2
種・ＲＡＣコーディネーターの登録手数料及び更新手
数料は、登録者一人に付き3年間で3,000円とする。

（指導者登録の手数料及び指導者登録更新の手数料）
第11条　ＲＡＣ指導者の登録手数料及び更新手数料を下
記の通り定める。
(１)ＲＡＣリーダー・ＲＡＣインストラクター・ＲＡＣコーディネー
ターの登録手数料は、登録者一人に付き2,000円とする。
(２) ＲＡＣインストラクター・ＲＡＣコーディネーターの更新手
数料は、一人に付き3年間で2,000円とする。

川に学ぶ体験活動指導者の登録に関する規定 改定（案）
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＜別紙２＞

NO 現行 改定後

6

（業務）
第４条　ＲＡＣトレーナーは、以下の指導者養成事業
を実施することができる。
（２）ＲＡＣインストラクター１種・２種（以下「インストラ
クター」という）

（業務）
第４条　ＲＡＣトレーナーは、以下の指導者養成事業を実施
することができる。
（２）ＲＡＣインストラクター（以下「インストラクター」という）

※ 平成23年度中に、新しいインストラクター（及びコーディネーター）のカリキュラム及びＯＪＴの内容を構築する。
※ 平成23年度中の、インストラクター、コーディネーター講座は、別紙移行手続きにより行う。
※

川に学ぶ体験活動 トレーナー認定および登録に関する規定　改定（案）

付則　　本規定は、移行期間を経て、平成25年4月1日に改定される。

CONEへの登録は付加的資格と位置づけ、ＣＯＮＥ所定の料金を別途納付した場合にのみ、ＣＯＮＥへの登録・更
新手続きをＲＡＣより行う。
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□ＲＡＣ講座認定費・会計処理手数料について 
No 講座種類 講座登録費 
1 ＲＡＣ指導者養成 10,000 円 
2 RAC 基礎講座 5,000 円 
3 ＲＡＣ水辺のリスクマネジメント講座 ― 
4 ＲＡＣ水辺のレスキュー講習会 5,000 円 
5 Ｅボート指導者講習会 5,000 円 
6 RAC 子ども水辺安全講座 10,000 円 
7 RAC サマーキャンプ 10,000 円 

※ 支援講座については「講座認定費」の他に、上記金額と同額の「会計事務手数料」を設定。 
 
 
□ＲＡＣ指導者登録料 

No 名称 料金 備考 
1 RAC・CONE リーダー※ 3,000 円 RAC リーダーのみでも 3,000 円 
2 RAC インストラクター1 種・CONE リー

ダー※ 
3,000 円  

3 RAC インストラクター1 種・CONE イン

ストラクター※ 
3,000 円  

4 RAC トレーナー 19,000 円 登録料 9,000 円※更新も同じ 
受講料 10,000 円※更新も同じ 
※CONE トレーナーのついては
各指導者が CONE に支払う。 

5 RAC 基礎講座 1,000 円 カードなし 
6 RAC リスクマネジメント専任講師 10,000 円  
7 RAC リスクマネジメント講座 500 円  
8 RAC レスキュー講座 500 円  
9 RAC レスキュー専任講師 10,000 円  
10 E ボート指導者 3,000 円  
11 E ボート指導者講習会講師 10,000 円  

  ※平成 25 年度に改定予定（RAC 登録料 2000 円、 CONE 登録 3000 円） 
 
 
□ＲＡＣリーダー・インストラクター1 種養成会資料代 

項  目 金  額 
平成 23 年度改訂料金 3,000 円 
《ＲＡＣリーダー・テキスト内容類》 
①「ＲＡＣ指導者養成ハンドブック」（A4 版） 

  ②「ＲＡＣ指導者ハンドブック」（手帳版） 
③「水辺の指導者読本」（A4 版） 

 ④「水辺の安全ハンドブック」（A5 版） 
 

（平成 23 年 5 月 27 日現在） 

＜参考２＞ 
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ＲＡＣ新インストラクター 

（OJT320ｈ※1 以上＋講習21h） 

ＲＡＣコーディネーター 
（講習20h＋ OJT 360ｈ※2 以上） 

ＯＪＴ 

23h以上 

ＯＪＴ 

（ＲＡＣリー
ダー養成 

講座実施研修

等） 

 
 

ＲＡＣリーダー 

（基礎講座4h＋17ｈ） + 

+ + 

+ 

Ｎational：新しい自然体験活動指導者 
 

事前課題 

※ＯＪＴ及び評価含

ＲＡＣトレーナー 

養成会（1泊2日） 

ＲＡＣトレーナー研修会 

 

□ＲＡＣ指導者制度・付加資格・体験活動プログラム全体概略図（試案） 

（2012.3.28 作成） 
 

全国一斉１万人・川の

流れ体験（7～8月） 

川に学ぶ全国大会 水辺のＲＭ 

マスター講師 

水辺のＦＡ 

マスター講師 

ＲＡＣフォーラム 

Ｎationalリーダー 

ＲＡＣ指導者付加資格 

Ｎationalイントラ 

Ｎationalコーディ

ネーター 

ＣＯＮＥトレーナー 

認定会（1泊2日） 

+ 

ＲＡＣ普及講座 

川体験・入門プログラム 指導者向け（プロ指向）プログラム 

ＲＡＣ指導者養成 

ＲＡＣサマーキャンプ 

子ども水辺安全講座 

子ども向けプログラム 

CONE指導者制度 

+ 

ＲＡＣ学校連携 

（3h） 

スローバック 

講師 

スローバック 

マスター講師 

水辺のＲＱ 

マスター講師 
水辺のレスキュー（ＲＱ）

講習（5.0h） 

Ｅボート指導者 

マスター講師 
Ｅボート指導者講習

（5.0h） 

水辺のファーストエイド

（ＦＡ）講習（5.0h） 

水辺のリスクマネジメント

（ＲＭ）講座（3.5h） 

水辺のファーストエイド

（ＦＡ）講習（5.0h） 

（自然環境の特質的な講

習）（5.0h） 

※1 規定における経験日数相当（現ＲＡＣイントラⅡのカリキュラム相当の内容を含む 参考：8h/日×40日=320h） 

※2 規定における経験日数相当（経験重視・ＰＤＣＡ含）（参考：8h/日×45日=360h以上） 

＝22.5ｈ 

Ｅボート指導者 

専任講師 

水辺のＲＭ 

専任講師 

水辺のＲＱ 

専任講師 

水辺のＦＡ 

専任講師 

ＣＯＮＥトレーナー 

養成講習（1泊2日） 
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