
- 1 - 

 

三重県山岳連盟 平成 30 年度第 2 回（ 5月）理事会報告 

日時 平成 30 年 5 月 30 日（水）19 時～21 時 場所 鈴鹿市文化会館 第 4 研修室 

出席者：西、松尾（高体連）佐藤（桑名山歩）酒井（やまびと）根本、太田、鈴木、黒田（東芝）草川、

田中、稲垣（五目）小古、水谷、諸岡、小寺光紀（朝明）橋川（鈴鹿山）今井（鈴鹿 AP)赤塚（津峠）水

谷（ひさい）杜多、渡辺、宮澤、（松阪）木村（三重大）萩、加藤、原（かもしか） 

委任：葛原、戸田（高体連）岡田、森（東芝）小寺教夫（朝明）上岡（大台）宮崎（かもしか） 

欠席：佐藤（菰野） 

 

冒頭に根本会長挨拶 

〇岳連として大きな行事が控えている。8 月開催のインターハイは高体連の先生を中心に準備、岳連から

も支援隊の形で参加している。開催県として男女共 2 校ずつ出場する本大会を応援等々で盛り上げて頂

きたい。合わせて 3 年後開催される国体について、岳連本体で色んな準備が必要で役員だけでは賄いき

れない大きな行事なので、各山岳会皆さん全員で成功に向けて協力をお願いしたい。 

〇傘下山岳会の会員の皆さんでくれぐれも事故のないようそれぞれの会で安全啓発、又、専門部の活動

においてもくれぐれも山岳事故のないように気を付けて頂きたいとお願いします。 

 

１、議事 

役員の選任について 【資料１】平成 30 年度三重県山岳連盟役員 案 

 ①総会決議で保留になっていた副会長、監事の推薦、選任 下記の方について異議無く承認される 

副会長 高体連代表 西和典、 一般山岳会・個人会員代表 萩真生（かもしか）、職域山岳会代表 

太田宏史(東芝） 

  監事 （前副会長）門山信男（松阪）、奥井益夫（朝明・会長） 

 ②理事長、副理事長、部長の選任 会長より下記の方を推薦、異議無く承認される 

 理事長 加藤正之（かもしか） 副理事長 草川明（五目）、岡田浩嗣（東芝） 

 総務部長（事務局長） 加藤正之（兼務） SC（ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ）部長 加藤正之（兼務）  

 登山部長 根本幹雄（兼務） 

③各部の委員長、他役員の承認 委員会から推薦された方の紹介、及び、各委員会を盛り上げるため、  

サポートに参加して頂く各山岳会の割り当て紹介。 異議無く承認される。 

 

２、事務連絡 【資料 2】平成 30 年度 加盟団体代表者及び岳連理事・代議員・役員名簿 

 今後の岳連内の事務連絡は橋川（鈴鹿山）が行なう。名簿の確認・訂正を行なう。 

 

3、各部からの報告・動静・依頼等 

【登山部】 

■指導委員会 

（報告） 

①みえスポーツフェスティバルについて 【資料 3】みえスポーツフェスティバル山岳 2018 実施要項 

萩実行委員長より資料により内容説明。6 月中に開催地の津市への挨拶及び利用申請等を予定してい
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る。当日、各会からスタッフお手伝いでの参加をお願いしたい。 

②山登りベーシック塾に関して 

2018 年度の開催は中止する。（4 月時点で実行委員会を立ち上げ出来なかった為）秋季に単発の登山教

室（実習登山）を開催したい。来年度は開催する方向で実行委員会を早急に立ち上げる 

（予定） 

6/2-6/3 全国指導員委員長会議&研修会（東京） 森指導委員長出席予定。 

（依頼） 

各イベントへの協力依頼があれば、早めに連絡をほしい。 

 

■遭難対策委員会（H30.4/12～5/25）   

（報告）    

4 月～8 月 国土地理院登山道調査実施 鈴鹿山系全域（県外を含む）  

4/21(土) 宮妻峡通行止め看板撤去 (4/25 供用開始) 宮妻峡周辺 1 名参加 

4/22(日) 冬山技術セミナー 実践編 No１ 木曽駒、宝剣岳 10 名参加 

4/26(木) 遭難対策委員会役員会 アイアンドアイ 総会審議事項 

4/29(日) 慰霊山行 御池岳 丁字尾根 12 名参加 

5/3(金)～5(土) 冬山技術セミナー 実践編 No２ 白馬岳 主綾 荒天のため中止 

5/5(土)～6(日) 冬山技術セミナー 実践編 No２ 明神岳 中明神沢 4 名参加 

5/6(日) 宮妻峡通行止め看板撤去 (4/25 供用開始) 宮妻峡周辺 2 名参加 

5/12(土) 遭難対策委員会総会 四日市文化会館会議室  

5/17(木) 北鈴鹿山岳協会総会 いなべ市北勢福祉センター  

5/19(土) 春の安全登山と自然保護啓発活動 5 山塊 7 登山口  

5/19(土) 遭対研修会（三重県警本部、西警察署合同）登攀、アブミ登攀 御在所 七の渡し岩場 遭 対

9 名、県警本部 2 名、西警 5 名、鈴鹿署 2 名 

（予定）    

4 月～8 月（随時実施）国土地理院登山道調査協力 鈴鹿山系全域（県外を含む）調査機器受領（2 組） 

H30 年度中（随時実施） 登山道道標調査 いなべ市域 全域  

6/19(火)～20(水) 東近江消防 愛知消防署研修会 講師派遣 神崎川 沢登り研修会 予備日（21,22) 

期日未定 登攀、確保研修会 場所未定 随時実施 

7 月 登攀技術セミナー 実習偏 岩稜登攀 アイガーミッテルギ稜 4 名参加予定 

救助・捜索専門部    

(報告)    

4/22(日) 冬山技術セミナー 実践編 No１ 木曽駒、宝剣岳 10 名参加 

5/3(金)～5(土) 冬山技術セミナー 実践編 No２ 白馬岳 主綾 荒天のため中止 

5/5(土)～6(日) 冬山技術セミナー 実践編 No２ 明神岳 中明神沢 4 名参加 

5/19(土) 遭対研修会（三重県警本部、西警察署合同）登攀、アブミ登攀 御在所 七の渡し岩場  

 遭対 9 名、県警本部 2 名、西警 5 名、鈴鹿署 2 名 

通信・予防専門部    
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(報告)    

4/12(木) 御在所デジピート補修 御在所岳 1 名参加 

4/13(金) 登山道標 補修 孫太尾、県境分岐 1 名参加 

4/15(日) 藤原山荘トイレ 水洗切り替え 藤原岳山頂トイレ 2 名参加 

4/19(木) 藤原岳 無線中継所 補修 藤原岳山頂避難小屋 4 名参加 

4/21（土） 宮妻峡通行止め看板撤去 (4/25 供用開始) 宮妻峡周辺 1 名参加 

4/21（土） 御池岳 登山道整備 倒木処理 コグルミ谷 長命水付近 1 名参加 

4/22(日) 登山道整備  八風 三池岳登山道 2 名参加 

4/23(月) 登山道整備  八風 三池岳登山道 1 名参加 

4/29(日) 登山道整備  朝明渓谷 ブナ清水道 2 名参加 

4/30(月) 登山道整備  八風 三池岳登山道 3 名参加 

5/4(祝・金) 登山道整備 朝明渓谷 ブナ清水道 7 名参加 

5/6(日) 登山道整備 朝明渓谷 ブナ清水道 2 名参加 

5/6(日) 宮妻峡通行止め看板撤去 (4/25 供用開始) 宮妻峡周辺 2 名参加 

5/8(火) 登山道整備  八風 三池岳登山道 1 名参加 

5/9(水) 登山道 調査 岳峠付近 崩壊箇所 1 名参加 

5/10(木) 登山道 調査 岳峠付近 崩壊箇所 1 名参加 

5/12(土) 藤原山荘トイレ 扉修理 他 藤原岳山頂トイレ 7 名参加 

5/12(土) 登山道整備 朝明渓谷 ブナ清水道 5 名参加 

5/20(日) 登山道整備 朝明渓谷 ブナ清水道 14 名参加 

5/19(土) 登山道整備 朝明渓谷 ブナ清水道 5 名参加 

遭難事故発生状況    

報告無し    

H29 年 8/13 宇賀渓駐車車両不明事案 発見 ホタガ谷支流 本人確定 

    

■自然保護委員会    

(報告)    

5/19（土） 自然観察会(裸地化とシロヤシオ観察) 竜ヶ岳 参加 15 名（松阪 6、鈴鹿 2、やまびと 2、

朝明 5) 

(予定)    

なし  

 

【競技部】 

（報告） 

三重県競技力向上対策本部の平成 30 年度チームみえジュニア 山岳競技で 10 名程度指定 

（予定） 

競技部準備会、競技部総会の開催 未定 

 選手父兄との話しが付き次第、総会を開き、三重国体に向けて準備していきたい。 
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【総務部】 

■財務委員会 

（報告） 

会計・財務について、新年度体制への移行がはっきりとできていません。来月にはきちんと報告させてい

ただきます。 

（依頼） 

今年度の会費の納付をお願いします。金額、口座は今まで通りです。 

 加盟団体年会費 10,000 円と、個人登録料 1,000 円*登録会員数 

 振込先口座：百五銀行 県庁支店 普通 口座番号：56100 口座名：三重県山岳連盟一般会計 

 

【特別部会】 

■全国高校総体実行委員会（菰野町実行委員会）    

（報告）    

 4/26 平成 30 年度全国高校総体登山大会菰野町実行委員会総会 菰野町役場 加藤理事長出席  

 4/27 菰野消防・三重防災航空隊・自衛隊・医師協議会 菰野町役場 緊急対応のうちあわせ 

 4/28(土)～30(月) 第２回安全対策会議 四日市市少年自然の家 大会コース下見、退会運営説明 

 5/6 三重インターハイ・三重国体 PR イベント「クライミング体験会」 三重県民の森 

 5/12 三重インターハイ PR イベント「登山」 武平峠~御在所 一般 40 名、スタッフ参加 20 名程   

（予定） 

 6/2 救急・搬送訓練 菰野富士、菰野町消防本部  

 6/22(金)~6/24(日) 拡大事務局会議 四日市市少年自然の家 全国高体連登山部の方への大会説明等 

 6/30 三重インターハイ PR イベント「ナイフの使い方等」 三重県民の森 

 7/14(土)~7/16(月) 第 3 回安全対策会議  

 7/15 菰野消防・三重防災航空隊合同訓練 

 

■国民体育大会（菰野町） 

（予定） 

 6/1~6/3 福井国体リハーサル大会・会議の視察 

（依頼） 

〇今年度の役員養成事業調査等について 

①国体視察（10/5~10/7 福井） 来年度（茨城）再来年度（鹿児島）は遠方で出来ない為、今年度の視

察が必要。各会の若い実働できる人の参加をお願いします。 

②審判資格、競技運営資格の取得 今年度は三重県で開催（H31.2/2~2/3 予定）なので主だった方に取得

をお願いします。  

 ※国体競技の説明を各山岳会例会等にお邪魔して行っていきます。 

③三重国体開催日について 

 2021.10/1(金)~10/3(日)で調整をしている。山岳連盟としてこれで良いか意思確認したい。 
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 岳連として承認。 

④2021 年度にリハーサル大会を行なうか否かの調査についての意見集約について 

 県の国体準備委員会より、大会の規模、参加人数、経費、開催するメリット等の調査。 

6/3 福井視察で情報を集め、6 月理事会で報告しますので、岳連としての意見集約をお願いしたい。（県

への回答期限は 7/20） 

【その他】 

①スポーツの杜鈴鹿主催のクライミング体験会・講習会支援依頼について 

本年度も依頼があり、皆さんの協力のもと、9 月以降に松尾、戸田（高体連）が岳連の窓口として進め

ていきます。 

②クライミング確保研修会について 

菰野町の PR イベント等に向けて、今後確保の研修会を予定。各会のイベント協力者向けに行ないます

のでよろしくお願いします。 

 

４、関係団体の報告・予定・要望意見 

①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会 

（予定） 

 5/31 総会 根本会長、加藤理事長出席 

 

②高体連登山部 

（報告） 

 5/26~5/27 三重県高校総体並びに全国高校総体・東海高校総体登山競技三重県予選 朝明渓谷 

  全国大会出場校 男子：神戸高、四日市工業高 女子：いなべ総合高、神戸高 

（予定） 

 6/15~6/17 東海高校総体登山競技大会 愛知 鳳来寺山・本宮山 

  出場校 男子：四日市高、四日市工業高 女子：菰野高、四日市農芸高 

 

③大杉谷登山センター 

(報告)    

3/29 H29 年度第３回理事会 大台町役場会議室 構成機関代表として出席 

 （今年度改選時期ではあるが山岳連盟は重任） （理事任期は 2 年）  

(予定)    

4/17~4/18 大杉谷オープン前パトロール 大杉渓谷～日出ケ岳  大杉谷登山センター理事、関連組織

より 22 名参加 

4/20 大杉渓谷オープンセレモニー 大杉谷登山センター 大杉谷登山センター理事、山岳連盟会長と

して初参加。テープカットから安全祈願に変更 

4/25 登山センター第一回理事会 三瀬谷公民館 大杉谷登山センター理事 

    （代表理事交代の為 臨時開催）   

5/21 登山センター社員総会並びに第二会 理事会 大台町役場 大杉谷登山センター理事 
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（情報共有）    

 ※4 月オープン以後すでに 2 件の救助事案が発生しています！十分ご注意を  

 

５、加盟団体活動報告・予定・要望意見 

① 桑名山歩会    

(報告)    

4/17(火) 山行 御在所山 藤内沢～本谷 雨天中止 

4/22(日) 山行 ハライド～ブナ清水 参加９名 

5/2～5/3 山行 西穂高岳 雨天中止 

5/12(土) 山行 ブナ清水～国見岳～根の平 参加８名 

5/15(火) 山行 Ｔ字尾根～大池岳 参加８名 

(予定)    

5/27(日) 山行 赤坂山  

6/9(土) 山行 霊山  

6/19(火) 山行 鬼が牙  

6/24(日) 山行 元腰谷  

    

② 山岳同好会やまびと    

(報告)    

4/14(土) 第一例会 大洞山 参加 17 名 

4/19(木) 第二例会 お金明神・鈴鹿の上高地 参加 13 名 

4/28(土) 第二例会 御在所～鎌ケ岳～山岳寺 参加 20 名 

5/6(日) 第二例会 ハライド～ハト峰 参加 25 名 

5/12(土) 第一例会 陣馬形山 参加 15 名 

5/18(金) 第二例会 南雨乞岳・清水頭 参加 10 名 

5/19(土) 春の「安全登山と自然保護」啓発活動 大貝戸山口 参加 6 名+いなべ市 1+警察 2 名 

5/19（土）岳連・自然保護委員会観察会 竜ヶ岳 参加 2 名 

5/20(日) 第二例会 六甲山系 摩耶山-布引 参加 11 名 

(予定)    

5/26(土) 第二例会 横山岳  

5/30～31(水木) 第二例会 瑞牆山と金峰山  

6/3(日) 第一例会 御在所岳  

6/3～4(日月) 第一例会 北八ヶ岳  

6/10(日) 第二例会 藤原岳～竜ヶ岳  

(要望等)    

特になし    

     

③ 東芝山岳会三重支部    
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(報告)    

4/21(土)・22(日) 例会山行 大杉谷～桃の木小屋 4 名参加 

4/28～4/30 H30 年全国高校総体 第 2 回安全対策会議 四日市市少年自然の家・各コース 14 名参加 

5/2～5/6  ＴＡＣ創立 70 周年記念行事 北アルプス奥上高地周辺 10 名参加 

5/13（日） 朝明山の家整備 朝明山の家  

5/19（土） 春の安全登山啓発活動 御在所岳・中道登山口 4 名＋三重県警 2 名 

5/20（日） 朝明山の家整備 朝明山の家  

(予定)    

5/26（土） TAC 三重／月例山行 釈迦ケ岳・羽鳥峰方面 下山後、朝明山の家で懇親会 

5/26、5/27（日） 高体連インターハイ県予選・県総体サポート 朝明渓谷周辺  

5/30（水） 三重県山岳連盟理事会 鈴鹿市文化会館  

6/2（土） 三重インターハイ緊急時対応訓練 菰野消防本部  

6/16（土） TAC 三重／月例山行 鎌ケ岳周辺  

7/7（土） TAC 三重／月例山行 未定  

7/14(土)～16(月) H30 年全国高校総体 第 3 回安全対策会議 四日市市少年自然の家・各コース  

8/2(木)～8/7(火) H30 年度全国高校総体 登山大会   

8/25(土) SON 三重登山支援 雲母峰または入道ケ岳  

9/20(木) 四日市市立浜田小学校 5 年生 83 名登山支援 御在所岳  

(要望等)    

特になし    

    

④ 五目山岳会    

(報告)    

4/14 総会 菰野町民センター  

4/15 4 月例会・清掃登山 竜ヶ岳中道 15 名 

4/28～29 一般登山 石鎚山 5 名 

4/28～29 一般登山 奥穂高岳 2 名 

4/30 登攀部 金毘羅山（京都） 2 名 

5/4～5 一般登山 涸沢 3 名 

5/4～5 登攀部 妙義山、小川山 2 名 

5/12 一般登山 イブネクラシ 2 名 

5/12 初心者用クライミング講習 御在所 6 名 

5/13 5 月例会 ヤシオ尾根～国見岳 15 名 

5/26 初心者用クライミング講習 鬼が牙  

(予定)    

6/16 6 月例会 小川山・金峰山  

6/30 初級者登山講習会 津市錫杖ヶ岳  

(要望等)    
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無し    

    

⑤ 菰野山岳会    

 ・報告無し    

    

⑥ 朝明アルパインクラブ    

(報告)    

4/29（日） 例会山行 御池岳丁字尾根四尾根 

(予定)     

(要望等) 無し    

    

⑦ 鈴鹿山岳会    

(報告)    

4/13.20.27,5/11.18 おなご山行(鈴鹿分割縦走) 鈴鹿山系県境稜線 6 名 全 7 回完歩 

5/1-5/2 春山山行 北ア・西穂高岳独標 7 名 

5/3-5/4 例会山行 鈴鹿テント泊山行  銚子ヶ口・愛知川 7 名 

5/13 例会山行 那須ヶ原  雨天中止 

5/19 岳連・自然保護委員会観察会 竜ヶ岳 2 名 

5/19 鈴鹿山系春山の「安全登山と自然保護」啓発活動 宮妻登山口 5 名 

5/20 例会山行 雨乞岳 甲津畑～雨乞岳 11 名 

(予定)    

5/26 例会山行 宇連山登山 愛知県新城市 13 名予定 

6/6 定例会 ジェフリーすずか 19：00～ 

6/16 研修会（救急法） 鈴鹿市消防本部 普通救命講習Ⅰの受講 

(要望等)    

・(周知）5/3 椿大神社奥付近で熊の目撃情報あり（真偽不明）    

       

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ    

 ・報告無し    

    

⑨ 津峠の会    

(報告)    

4 月 14 日 例会山行 住塚山 ６名参加 

4 月 21 日 例会山行 観音岳～白米城 11 名参加 

4 月 28 日 例会山行 鎌ヶ岳 雲母峰 10 名参加 

5 月 3 日 例会 津中央公民館 8 名参加 

5 月 12 日 例会山行 高室山 7 名参加 

5 月 19 日 例会山行 鶏冠山 荒天により中止 
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5 月 20 日 みえスポ 下見登山 経が峰 津 2 名その他 11 名 

(予定)    

5 月 26 日 例会山行 大峰 釈迦が岳 4 名参加予定 

6 月 2 日 例会山行 竜ヶ岳 6 名参加予定 

6 月 7 日 例会 津中央公民館 10 名参加予定 

6 月 9 日 例会山行 学能堂山 8 名参加予定 

6 月 23 日 例会山行 白猪山 8 名参加予定 

(要望等)    

なし    

    

⑩ ひさい山岳会    

(報告)    

4/22 例会山行 三上山 表参道より妙光寺山へ 参加者 22 名 

5/12 例会山行 国見岳 朝明から頂上、ブナ清水経由して下山 参加者 12 名 

5/20 スポレク下見経が峰 平木ルートより穴倉ルート 参加者 11 名他 3 名 

5/9 月例会 立成公民館 参加者 20 名 

(予定)    

5/27 例会山行 銚子ヶ口 永源寺から頂上往復 参加者 15 名予定 

6/3 例会山行 学能堂山 御杖村から故須磨峠頂上往復 参加者 17 名予定 

6/17 例会山行 猿投山 猿投神社から往復 参加者 12 名予定 

(要望等)    

特になし    

    

⑪ 松阪山岳会    

(報告)    

4/15(日） 例会・山行 学能堂山 雨天中止 

4/22(日） 総会・セミナー 松阪市産業振興センター  

5/13(日） 新会員研修会 森林公園・観音岳  

5/20(日） 例会・山行 霊仙山 16 名参加 

(予定)    

6/9(土） 例会・山行 烏岳  

6/23(土） 例会・山行 総門山  

(要望等)    

無し    

    

⑫ 大台山倶楽部    

(報告)    

4/15（日） 屋内技術トレーニング及び例会 熊野市 4 名参加 
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4/20（金） マスコミ取材支援 栃山南西尾根 1 名参加 

5/20（日） 屋外技術トレーニング 明豆ゲレンデ 3 名参加 

(予定)    

6/2（土） 屋内技術トレーニング及び例会 熊野市  

6/5（火） 視察支援 大杉谷登山道  

6/16（土） 例会山行 父ヶ谷  

(要望等)    

特になし    

    

⑬ 三重大学ＷＶ部    

(報告)    

5/12〜5/13  入道ヶ岳  新人山行   

(予定)    

5/26〜5/27 錬成Ⅰ 藤原岳   ５名 

  御在所岳 ４名 

(要望等) 無し    

    

⑭ 三重カモシカ登山クラブ    

(報告)    

(予定)    

(要望等) 無し    

     

 

 

■ 6月度理事会  6 月 28 日(木)19：00～ 鈴鹿文化会館３階第 研修室にて行います。 

   

・理事会事項書原稿の報告は理事会の５日前が締め切りです。 ない場合は「・報告無し」

と記載させて頂きます。 

  

※次回報告より、宛先は下記アドレスまでお願いします。

m.m.a.secretariat@blue.ocn.ne.jp 
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