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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 平成 31年度第 5回（8月）理事会議事録 

 日時 令和元年 8月 28日（水）19：00～20：30 場所 鈴鹿市文化会館第５研修室 

 （出席者）西、葛原、松尾、戸田(高体連)酒井(やまびと)根本、太田、岡田、鈴木、(東芝)草川、稲垣、木村

(五目)水谷、代理内田、代理大貫(朝明)橋川(鈴鹿山)赤塚(津峠)水谷(ひさい)宮澤(松阪)萩、加藤、宮崎、原

(かもしか) 23名 委任 6 欠席 5 

  

冒頭、SO事務局長と登山担当者の２名がお見えになり、登山支援のお礼挨拶がありました。（別紙添付） 

 

1. 会長挨拶、報告事項等 

皆さま お仕事お疲れの中ご苦労さまです。残暑厳しい中 本日も、よろしくお願いいたします。 

 

◯ 遭難対策委員会について 

 ①委員長辞任について 

８月１日付、小古委員長より辞職したい旨、文書及び口頭で申し出あり。本人と数時間話し合いもしましたが、警察

職員であるが故の辞職要望が強く有り、受理しました。任期途中での辞任ですので、改選期までの間、登山部長（会

長）が兼任としたい。 

 

 ②会計処理の件について 

・会長就任以降、捜索依頼出勤の報告は今年 6 月藤原岳での事案以外受けておらず、2017 年度以前の費用弁

償金に対する、出動費の未払いを明確にしてほしい旨、会長、理事長より再三お願いをしている。合わせて、固定資産

や備品についても棚おろしを依頼しているが、数ヶ月たっても未報告となっている。 

・費用弁償金を『預り金』といっているが、経理に利用する項目として、財務委員会の承認を得ておらず連盟総会時の

会計報告とも相違する不明瞭な資産となっていることが問題である。 

 

 ③委員会の運営について 

・あってはならないことであるが、万一何かあったときの組織の長として責任の取り方を危惧している。会長及び登山部長

就任以来、遭難対策委員の出動に関して事前に連絡もなく、事後報告も受けていない。登山道整備中に委員の怪

我も多々あるようだが、一切報告がない。また、以前に比べて警察・消防の山岳救助体制が整備され、公的機関から

の出動要請もここ数年なくなってきており、今まで通りの活動が岳連の登山部（遭難対策）として必要かどうかも考える

時期にきていると感じている。 

 

・遭難対策委員会は山岳連盟の組織の一部で、山岳連盟の趣旨に沿った職務を分担し、その会計についても自ずと

山岳連盟の会計に属するものと考えるが、認識に乖離がある。組織として活動する以上、その活動内容も明瞭に保つこ

とが求められる。世間で不祥事が生じるなか、JMSCA からも法人化を推進して信頼度の向上を要望されており、三重

岳連も不明瞭な部分を速やかに改善して、透明性を維持することが基本であると考える。 

みなさんの意見をお願いします。 
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・（意見）山岳連盟として会計を財務委員会へ引き継ぎ、未払金の精算をすべき。このままでは次回総会での会計承

認はできない 

・（意見）登山部の一委員会でありながら、その活動報告がない（昨年度、今年度の毎月の理事会）、今回は会

計についても報告しないとなれば、組織として崩壊している。早急に改善を求める 

・（報告）遭難対策委員でもある理事の報告として、遭難対策委員会の総会時には、出動した委員へ支払う旨の話

が出ていたが、その後の状況は不明である。 

 

・（回答）今後の話し合いで改善がみられない場合、監事へ監査を依頼し、今ある問題を明瞭にするとともに、今後の

委員会の在り方についても協議していきたい。 

 

2. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会  

 ◯登山実習および初歩のレスキュー・救急法研修会（仮称）一般会員対象 

  対象者；三重県山岳スポーツクライミング連盟会員 

  日時：9月 23日（月・祝） AM７：００集合、  場所：鈴鹿峠自然の家 

  内容：午前 高畑山登山（地図読み等の実地研修） ベーシック塾実習登山下見を兼ねる 

       午後 初歩のレスキュー、救急法（自然の家にて屋内講習）担当：太田、原    

  鈴鹿峠自然の家にて、前泊可能（実費各自負担。宿泊費は無料の予定） 

  ※申込は、各所属団体とりまとめの上、9月 10日（火）までに指導委員長（草川）まで電子メールにて 

  ※JSPO の更新ポイントとなりますので、有資格者の方、参加ください。 

 

（予定） 

  ◯9/21(土)~9/22(日)及び 2/1(土)～2/2(日) 日本スポーツ協会 指導者（AC コーチ１）養成講習会   

 受講者には実施要項等メール案内します。（検定員 松尾） 

 

◯山登りベーシック塾 

（報告） 

 8/19（月）テキスト印刷  事務局  ベーシック委員 

 8/22（木）第 3回ベーシック塾（四日市会場）開催  「地図の読み方（基礎）」 岸田誠司（三重県高体

連登山部副委員長）、「歩行の仕方」 稲垣吉昭（理事・岳連指導員） 50名受講 

（予定） 

 8/29（木）第 3回山登りベーシック塾（津会場）開催 内容は、上記「四日市会場」と同様 

 8/31（土）、9/8（日）、9/23（祝） ベーシック塾実習登山 下見   

  連盟指導員対象、何れも AM７；００ 鈴鹿峠自然の家 集合  

   10/19(土) 実習登山 50名ほど受講予定 

◯みえスポーツフェスティバル山岳 2019 について 

  10月 27日（日）北牟婁郡紀北町 天狗倉山・便石山 参加費：1000円 
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  各団体で参加者を取りまとめ、参加申込書を萩理事まで送信してください。 

  前泊については各団体で手配をお願いします。 （本部役員の宿泊場所未定） 

  ※キャンプイン海山については、キャンセル料に注意のこと。区画（2張り可能）料金+人数分料金必要。 

  ※一般向け募集について ショップ、登山口等にポスター掲示。 

  現在、岳連会員 82名、一般 17名参加予定。最終的には募集の 120名程度になる見込み。 

 

◯少年少女登山教室について 

11/10（日）宇賀渓 砂山  担当、葛原理事より説明。計画案を承認。 

いなべ市教育委員会の後援を取り付けたうえで、夏休み明けにいなべ市の小中学校に案内。 

  

■遭難対策委員会  

 

■自然保護委員会    

 ◯10-11月 自然保護月間  

  例会登山の際は清掃活動をお願いします。 

  日時・山（コース）・参加人数・ゴミ画像を事務局まで報告願います。 

(予定)  

 11/9-10 自然保護全国大会（宮城）1名参加予定 

 

【競技部】  

(報告） 

 ◯2019年茨城国体成年男子 選手選考について 

  渡部桂太、田嶋瑞貴を代表として決定。 

 ◯第 22回 JOC ジュニアオリンピックカップ南砺 2019出場選手について 

  JMSCA推薦選手 【男子】杉本侑翼【女子】森奈央、小林舞、柏綾音、 

  三重岳連推薦選手 西山心菜、中野桜、中野風 

 ◯岳連加盟について 

  『MIE スポーツクライミングクラブ』として、選手及び関係者 28名で加盟団体として申請あり。 

 8/18(日) サニーディッパ伊勢店 キッズコンペ  ・後援要請 、審判員派遣（７名） 

(予定) 

 8/31(土) クライミングジュニア体験会 スポーツの杜鈴鹿 

 9/7(土)～9/8(日) 第 2回クライミング体験会 スポーツの杜鈴鹿  

 9/14-16 第 22回 JOCジュニアオリンピックカップ南砺 2019 審判として、松尾・戸田参加 

 9/28(土)～9/29(日) 第 2回クライミング認定講習会 スポーツの杜鈴鹿 

 10/14(祝) スポーツフェスタ’19 クライミング体験会 スポーツの杜鈴鹿 

 10/27(日) 旭・安八カップ 安八スカイウォール 

 ■山岳スキー競技 
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【総務部】 

（報告） 

  8/11(日) 「山の日」安全登山啓発活動（三重県警察本部 地域部地域課主催） 

  実施場所：御在所裏道、中道、武平峠の各登山口（7:30～9:00） 

参加者：県警本部 2名、四日市西署 4名、菰野消防本部 3名、三重県防災航空隊 3名、岳連 3名(東芝

山岳会) 

 8/25 (日) スペシャルオリンピックス日本三重 登山支援（羽鳥峰）６加盟団体で協力 

(予定） 

 8/31(土) 令和元年度地域スポーツ推進表彰式（三重県地域連携部 スポーツ推進課主催） 

三重とこわか国体・三重とこわか大会開催 800日前記念「みえのスポーツフォーラム 2019」同時開催 

実施場所：鈴鹿市民会館（13:00～13:30） 

出席者：地域スポーツ推進功労者 ・・・ 三重岳連名誉会長 田中 均様（三重岳連会長同行予定） 

地域スポーツ推進優良団体 ・・・ 鈴鹿山岳会（吉川会長出席予定） 

＊三重県ＨＰの公表資料 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846550.pdf 

 

 ■財務委員会 

  ◯7月度の会計報告を回覧。 

  ◯会計簿推移について報告。 

6月理事会で報告の通り、指導委員会ベーシック塾、自然保護委員会の口座を解約し総務部の通帳へ統合。 

遭難対策委員会については、未報告。（財務委員長と遭難対策委員会会計担当者のメール連絡を回覧） 

 ■事務・広報担当 

  

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告)   

 ◯スポーツクライミング競技の施設基準の改定について 

リード競技について、予選を各選手２本とし、４ルート同時に登れる施設への変更の動きがあり、JSPO、

JMSCA、三重県、菰野町で折衝中。大会役員配置や会場レイアウト変更も考えられるが、現時点ではどうなるか

未定。 

(予定) 

 10/4-10/6 茨城国体視察 根本・加藤・他 審判として、松尾・戸田 

 

◯国体 PR クライミング体験会 

 8/12(月) いなべ市・にぎわいの森 「山の日イベント」 10時~15時 （終了） 

 9/29(日) 四日市・水沢星の広場 確認中 

 9/29(日) 菰野町 こもガク （未定） 開催 

 10/20(日) 菰野町 かもしかハーフマラソン 

 10/27(日) 菰野町 地区まつり会場（３会場） 
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 11/10(日) 大台・宮川 

 11/10(日) 菰野町 地区まつり会場 

 11/24(日) 菰野町 地区まつり会場 

※前日はボード設置の作業あり。 各日程、岳連他行事等とも重なる為、手の空いている方の支援協力をお願いし

ます。（協力可能な方は連絡をお願いします） 

 

【高体連登山部】 

（報告） 

 8/2(金)～8/6(火)  南部九州高校総体インターハイ 2019（宮崎）。 

  男子 神戸 3位、 女子 神戸 7位 

 (予定)   

 11/2(土)~11/3(日) 岳連主催秋季大会 亀山予定 

 11/4(月・祝) 高校選抜クライミング選手権予選会 静岡スクエア 

 

3. 関係団体の報告・諸連絡 

①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会 

 (報告) 8/11(日) 「山の日」安全登山啓発活動 

②鈴鹿山系連絡協議会 

 (予定）11/9(土)・午前 秋の安全登山・自然保護啓発活動 

      11/9(土)・午後 連絡協議会（三重開催）菰野町町民センター 

③大杉谷登山センター、大台ヶ原の利用に関する協議会 

大杉谷登山道 台風の襲来で一時通行止めの区間あり 現在は通行可。 入山の際は 登山センターの HP参照

して入山ください。  https://www.oosugidani.jp/   

整備ボランテアも開催予定されています。お時間つくかたご協力お願いします。（9/21-22、10/12-13） 

④その他関係団体 

   

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

 9/14-16 スポーツクライミング第２２回 JOCジュニアオリンピックカップ南砺２０１９、 

 9/28-30 全日本登山大会（岐阜大会） 三重岳連より 4名参加予定。 

 10/4-6 茨城国体 

 10/12-14 安全登山指導者研修会「西部地区」 （主管：大阪府連 場所：神戸セミナーハウス） 

 10/26-27 登攀技術研修会（大阪：指導） 

 11/9-10 自然保護委員総会（宮城県） 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

 

https://www.oosugidani.jp/
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■ 9月度理事会  9月 27日（金）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第 5研修室   

・理事会事項書原稿の報告は 9月 15日締切日までに送信してください。  

・報告する事項がない場合、本文に「報告事項なし」で送信ください。 

 ※送信先アドレス： secretariat@mie-sangaku.org  

 

加盟団体活動報告・予定 

 

① 山岳同好会やまびと  

（報告） 

8/3～4 例会 西穂独標と焼岳 参加 14名 

8/8～10 例会 槍ケ岳（上高地より 参加 8名 

8/17 例会 伊吹山（上平寺より）参加 8名 

8/22～24 例会 北岳・間ノ岳 参加 11名 

（予定） 

8/31～9/2例会 白馬岳～唐松岳～五竜岳 

9/14 例会 大台ケ原 

9/20～22 例会 赤石岳 

9/23 岳連研修会  

9/27～29 例会 涸沢～穂高連峰 

9/27～29 例会 巻磯山・平ケ岳 

 

② 東芝山岳会三重支部  

（報告） 

7/6 例会山行 日本コバ 雨天中止 

7/7 三重県山岳遭難防止講演会 県庁講堂 参加 10名③ 五目山岳会  

（予定） 

8/3-4 例会山行 白馬岳  

8/6 四日市市羽津北小学校登山下見 御在所裏道  

8/25 SO日本三重登山支援 羽鳥峰  

8/27 四日市市浜田小学校登山下見 御在所裏道 

④ 菰野山岳会 

 

⑤朝明アルパインクラブ 

 

⑥鈴鹿アルパインクラブ 

mailto:%20secretariat@mie-sangaku.org
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⑦ 鈴鹿山岳会  

（報告） 

7/28(日) 月例山行 愛知川沢遊び 中止 

（予定） 

8/25 スペシャルオリンピックス日本三重登山支援 羽鳥峰  

9/7-9/8 鈴鹿市市民登山大会 西穂独標 

9/21 鈴鹿市体協 救急救命・AED講習会 

 

⑧ 津峠の会    

(報告) 

7月 6日 例会山行 弥山・八経ヶ岳   雨天中止 

7月 24～25日 例会山行 白山        雨天中止 

(予定) 

8月 25～29日 例会山行 笠ヶ岳       3名予定 

9月 7日 例会山行 総門山       5名予定 

９月 21日 例会山行 三子山       5名予定 

9月 28日 例会山行 矢頭山       5名予定 

 

⑨ひさい山岳会    

 

⑩松阪山岳会    

（報告） 

8/31～9/1 夏山例会 焼岳登山と上高地散策  27名参加 

（予定） 

9/29 例会山行 学能堂山  

 

⑪大台山倶楽部  

（報告） 

7/20.21（土.日) 白馬岳 長野県 中止 

7/20.21（土.日) 宝剣岳 長野県 中止 

7/27（土) 東海ブロック大会支援 鈴鹿市 1名参加 

8/3（土) 例会、インドア・ボルダ 明和町 3名参加 

8/4（日) 堀坂山～観音岳 松阪市 2名参加（他会 2名） 

8/10（土) 伊吹山 滋賀県 3名参加 

8/11（日) インドア・ボルダ 明和町 2名参加 

（予定） 

8/31（土) 鈴鹿 SG イベント支援 鈴鹿市  
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9/7（土) 例会 大台町  

9/7.8（土.日) 鈴鹿 SG イベント支援   

9/28.29（土.日) 鈴鹿 SG イベント支援 

 

⑫ 三重大学ＷＶ部 

（予定） 

夏合宿   8/23～28   蝶ヶ岳、常念岳、大天井岳、燕岳   （予備日 1日） 

 

⑬ 三重カモシカ登山クラブ 


