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平成 25 年 6 月 1 日（土） 

ＮＰＯ法人 川に学ぶ体験活動協議会 
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（１）背景とねらい 

・ 河川での水難事故を減らすためには、川から離れるのではなく、川の危険箇所や身の

守り方について学ぶために日ごろから川を活用することが大切です。 

・ 平成 20 年度は河川等での水難事故が多発しましたが、国土交通省の研究会において、

日ごろから地域住民同士で危険を知らせるなどの関係構築を行う等防災に関する地

域力の大切さが明らかとなりました。 

・ このような背景のもと、川遊びが多くなる夏休みに入る前に「河川水難事故防止週間」

（7月 1日～7日）が設定されることになりました。NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会

（ＲＡＣ）は、この週間と連携して「全国一斉１万人・川の流れ体験キャンペーン」

を実施します。 

・ ＲＡＣ構成団体等の協力に基づき、全国一斉にライフジャケットを正しく着用する方

法を学び、川の中での泳ぎ方や流れる姿勢など川の安全な利用法を楽しく体験する機

会とします。このことを通じて社会全体に対して、川の現状、川の面白さ、豊かさ、

恵み、怖さ、自らを守る知恵、等を知ってもらい、川に学ぶ社会の実現をめざした活

動を全国規模で展開・普及してまいります。 

 

（２）内容と目的 

・ 子どもまたは親子向けにライフジャケットの着用等川の安全利用の方法を講習する。 
・ ＲＡＣ関係者が川での川の流れ体験を一斉に実施することで川の安全利用を社会に

アピールする。 
・ 当該活動に併せて河川清掃を行い、自ら川をきれいにしたいという思いを達成する。 
・ 参加できない人のために、活動風景の動画をＨＰにて放映する。 

 

（３）全国一斉 1万人・川の流れ体験の時間帯 

  キックオフイベント日  

平成 25 年 7月 6 日（土）（河川水難事故防止週間中の土曜日） 

  メイン活動日  

平成 25 年 7月 14 日（日） 

 

  キャンペーン期間 平成 25 年 7 月１日（月）～8月 31 日（土） 

 

（４）共通プログラム 

 ・川の危険箇所、身の守り方、川での救助方法についての講習 

 ・川の流れ体験（ＰＦＤ着用しての流れ方・泳ぎ方講習含む） 

 ・クリーン作戦 

 

 

「全国一斉１万人・川の流れ体験キャンペーン ２０１３」 

～ライフジャケットをつけて、川で遊ぼう・川に学ぼう！～ 



（５）協力体制 

 ・ＲＡＣ構成団体等へ協力を仰ぎ、キャンペーン賛同団体を募る。 

 ・国土交通省 水管理・国土保全局の「河川水難事故防止週間」の関連事業としての位

置づけを依頼。 

 

（６）広報戦略 

 ・各種プレスサービスや関係機関（河川管理者、開催地域の教育委員会を通じた小学校 

への案内依頼 他）、関係メールマガジン等への広報活動を充実させる。 

 

（７）検討スケジュール（案） 

 平成 25 年度  

 ・5 月 事業計画・収支予算の確定／実施団体の公募 

 実施団体への説明資料配信 

     報道関係者等へ開催概要配信・ＨＰ配信 

 ・7 月 平成 25 年度「全国一斉 1万人・川の流れ体験キャンペーン」開催・ＨＰ放映 

 ・9 月 フォローアップ検討会の開催を検討 

 

（８）その他 
・ 保険への加入を条件とする。 
・ ＲＡＣリーダー以上の指導者を適切に配置し、下見、監視体制、適切な注意等の安全

管理等リスクマネジメントができることを条件とする。 
・ 川の指導者同士など大人の川流れも歓迎する。 

 
（９）キャンペーン賛同・報告手順 
 ・キャンペーン賛同申請書へ必要事項を記入しＲＡＣ事務局へ送る。 
・審査及び選考によりＲＡＣ事業として実施協力団体には「きれいな川と暮らそう基金」

の事業費より下記を配布する。 
□ オリジナルのぼり旗 
□ 子ども用ライフジャケット 2 着 

※３回目以上の協力団体は特典として大人用ＰＦＤ、スローバックへの選択変更が可能！ 

・ 選考結果と併せてＲＡＣより開催の注意事項等を送る。要件を満たす全ての賛同事業

団体に対して、下記のグッズを配布する。 
□ ステッカー 
□ 水辺の安全ハンドブック 
□ オリジナル指導者用ピンバッジ  ※リーダー用は 10 個を上限とする 

・ 開催団体より、実施後、参加人数と写真の簡易な報告シート・数分程度の動画をＲＡ

Ｃ事務局に送る。 



第１３回 川に学ぶ体験活動全国大会 inにいがた見附 

大会企画概要 資料 

 

１ 第１３回大会 企画概要について 

(1) 大会基本コンセプト：大会基本コンセプト（案） 

   

 

 

 

 

 

(2) 予 算：予算の基本的考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 日 程：大会の基本的な日程（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の運営について 

（1）スケジュール（案） 

 

日程確認 
事前準備：実行委員会開催（９月、1 月に開催予定）全国大会連携イベントの実施 

１1 日 直前準備：作業内容はこれから検討。 
１2 日  

★10：00  挨拶 
祝 辞 

                  予定の紹介 
     基調講演 

★12：00  昼 食   
★13：00 パネルディスカッション 
★15：00 活動報告 
★18：00  交流会 

１3 日   
★ 9：00 テーマ別分科会（公募 依頼） 
★11：00 全大会  
★12：00 昼食   
★13：00 Ｅボート乗船に向けて出発 
★16：00  終了 

  1４日   
★エクスカーション実施（今後検討） 

      
 

テーマ： 
獲得目標について   

■ 川をテーマに様々な活動をしている全国の仲間のパワーを集結し、地域の防災力を高

める機会とします。 
■ 昨年実施した防災キャンプをはじめとした生徒・児童の体験活動などを通しての水辺

体験の有意義さ、防災教育的要素、安全安心の川づくり、全国各地で精力的に行われ

ている水辺活動実例報告など、川の持つ力を全国に発信します。 
 

 
２）予算について 

(ア) 全体予算・助成金・寄付金等について 
① 事務局予算は、河川整備基金の助成金を基本とする予定。 
② 参加費・協賛費・助成金等は、使途を明確にして運用する。 
③ 連携イベントの運営等は参加関連団体それぞれの予算で実行される。 

(イ) 予算の最終確定は、平成２５年４月とする。 
 



２ 今後の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■スケジュール概要 
  

平成２５年 ４月      予算（案）決定（助成金などの決定を受けて） 

平成２５年 ６月      NPO 法人 RAC 総会にて企画案・準備状況等報告・検討 

平成２５年 ６月～７月   全国の RAC 会員団体及び関係者へ案内状郵送 

平成２５年 ９月      第２回実行委員会開催 

平成２５年１０月      全国大会の実施 

平成２５年１１月 ～    報告書の作成  

平成２６年 １月      第３回実行委員会開催 

 



会員団体各位

ＮＰＯ法人川に学ぶ体験活動協議会 企画総務部会長 平山康弘

～ＲＡＣプロモーションビデオ祭典～

ＲＡＣアワードへの出品募集のご案内

拝啓 迎春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は大変お世話になっており

ます。

さて、ＲＡＣでは来年度へ向けた新しい企画として、一般の方々に川の魅力や楽しさを知って

もらい、もっとたくさんの方に川へ来てもらうことを目的に、各会員団体から川のプロモーショ

ンビデオを募集することとしました。

是非趣旨ご理解いただきご応募くださいますようお願い申し上げます。

なお、6 月上旬に開催の選考会で、優秀な作品につきましては、賞状及び副賞をお送りさせて

いただきます。

［応募概要］

□ 応募日時：平成 25年 3月 15日（金）～5月 15日（水）まで

□ 応募方法：ＲＡＣホームページのＲＡＣアワード応募申込フォーム（※別紙ご参照）へ

必要事項をご記入の上、映像データを「宅ファイル便」等のデータ送信サービス

でお送りください。   

□ 送付形式：汎用映像データ形式（wmv、mov、mpg、avi、fly,、rm）

：映像の長さは原則として 2分程度とします（１団体複数の応募が可能です）。

□ 大 賞  1団体  （副賞として Rac30.000ポイント※贈呈）

  副大賞 1団体  （副賞として Rac20,000ポイント贈呈※）

  特別賞  数団体  （副賞として Rac10,000ポイント贈呈※）

   ※ＲＡＣポイント・・RACグッズや RACレンタル料と交換できるポイントです（1p=1円）。

□応募条件

肖像権等につきましては承認済の作品をお送りください。また応募頂いたプロモーションビデ

オは Youtube 等各種ＳＮＳ等にて活用させていただく関係で、当該ビデオ映像の著作利用権は

RAC帰属とさせていただきます。予めご了承の上ご応募ください。なお賞状及び副賞は応募頂い

たＲＡＣ加盟団体へ贈呈いたします。

[連絡先] NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会  事務局

    〒110-0001 東京都台東区谷中 3－6－16大輪ビル 3F・A 室

     TEL.03-5832-9841 FAX03-6893-2642   E-Mail rac@rac.gr.jp
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第１回 RAC アワード
エントリー作品

RACAW01　（RAC ファンクラブ）　

「I　Love　River」　川で遊ぶことが無条件に楽しい様を表した作品

RACAW02　（RAC ファンクラブ）　

「スローロープ」　レスキューするにあたって、スローロープは有効なツールである

　　　　　　　　RAC指導者は、正しいレスキューの心得等を学び、子供たちに伝えて

　　　　　　　　いこうと活動をしています。

RACAW03　（九州中央山地自然学校）　

「川においでよ！」　僕たちの命は　水から生まれた　僕たちの笑顔は　川から生まれた

　　　　　　　　　　　　さがしに行こうよ　あたらしい自分！

RACAW04　（九州中央山地自然学校）　

「川においでよ！」　僕たちの笑顔は　川から生まれた　さがしに行こうよ　あたらしい自分！

 　　　　　　　　　　　　みんなが笑顔になれる場所　川！

RACAW05　（九州中央山地自然学校）　

「川においでよ！」　僕たちの笑顔は　川から生まれた　さがしに行こうよ　あたらしい自分！

 　　　　　　　　　　　　みんなが笑顔になれる場所　川！

RACAW06　（子ども水辺サポートセンター）　

「森水キャンプ 2012」　森水キャンプに参加してくれた、子どもたちの笑顔と

RACAW07　（RAC ファンクラブ）　

「RACとは・・」　RACの活動を紹介した PV

RAC アワード投票用紙 RAC アワード投票用紙

※下記の投票用紙のナンバーに○をし、切り取った後、所定の投票 BOXに入れて下さい。

（　　　）RACAW01　「I love river.」

（　　　）RACAW02　「スローロープ」

（　　　）RACAW03　「川においでよ！」

（　　　）RACAW04　「川においでよ！」

RACAW08　（RAC ファンクラブ）　

「RAC指導者・・」　RAC指導者たるや・・・を紹介した PV

RACAW09　（公益財団法人ハーモニィセンター・小貝川ポニー牧場）

「川で遊べ！」　とにかく自然体験は楽しい！でもやってみないとわからない。

　　　　　　　百聞は一見に如かず。見てください。 

（　　　）RACAW05　「川においでよ！」

（　　　）RACAW06　「森水キャンプ」

（　　　）RACAW07　「RAC とは・・」

（　　　）RACAW08　「RAC 指導者・・」

（　　　）RACAW09　「川で遊べ！」

（　　　）　

（　　　）RACAW01　「I love river.」

（　　　）RACAW02　「スローロープ」

（　　　）RACAW03　「川においでよ！」

（　　　）RACAW04　「川においでよ！」

（　　　）RACAW05　「川においでよ！」

（　　　）RACAW06　「森水キャンプ」

（　　　）RACAW07　「RAC とは・・」

（　　　）RACAW08　「RAC 指導者・・」

（　　　）RACAW09　「川で遊べ！」

（　　　）　


