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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 6回（9月）理事会議事録 

 日時 令和元年 9月 27 日（金）19：00～20：30 場所 鈴鹿市文化会館第５研修室 

 (出席)根本、西、萩、太田、加藤、岡田、草川、葛原、松尾、鈴木、橋川、戸田、(代)居村、水谷一也、酒井、稲   

垣、木村、(代)土井根、諸岡、小寺光紀、赤塚、水谷勉、渡辺、辻本、柏木 25 名、委任 4 名、 欠席 6 名 

 会長挨拶、報告事項等 

冒頭、 県警本部地域部地域課のナガイ様にお越しいただきました。県内の山岳遭難発生状況について、及び、安全

登山啓蒙活動の協力依頼がありました。 

 

1. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会  

（報告） 

1. 8月 29日(木） 第 3回ベーシック塾（津会場）開催 39名受講 

  「歩行の仕方」 稲垣吉昭（理事・岳連指導員） 

  「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） 

２．実習登山 指導員下見（指導要領打合せ） 高畑山にて 

  8/31（土）参加指導員 7人、 9/ 8（日）参加指導員 8 人、 9/ 22（日）参加指導員 5人 

３. スポーツフェスティバル山岳 現地下見・打合せ等  

  9/1（日）、9/7（土） 

４.  9 月 23 日 （月・祝） 登山実習および初歩のレスキュー・救急法研修会 

  対象者；三重県山岳スポーツクライミング連会員 

  午前の高畑山登山（地図読み等の実地研修）は中止 

  初歩のレスキュー、救急法及び基本のロープワーク（鈴鹿高校で屋内講習）参加人数：40 名 

  講師 東芝山岳会 井戸(桑名消防)、太田(桑名消防)、カモシカ 原(亀山消防) 、松尾、戸田 

５.  日本スポーツ協会 コーチ１養成・検定 9月 21 日～22日 

 （予定） 

１．山登りベーシック塾実習登山  

  10月 19日（土） 受講申込者 52人 11 班  当日参加指導員（役員含む） 20人 

     雨天時は屋内での研修とし、延期はなし 

２．スポーツフェスティバル山岳 

  10月 27日（日） 紀北町 天狗倉山、便石山 

 （1）スポーツフェスティバル 2019 山岳会別参加者 127名 2019.9.20 現在 

会名 人数 コース別[Ａ Ｂ Ｃ] 

三重かもしか登山クラブ  ７ [２ ０ ２] 本部[２] 

松阪山岳会 １０ [０ ０ 10] 
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朝明アルパインクラブ  ３ [０ ０ ３] 

五目山岳会 ２３ [０ ０ 23] 

東芝山岳会 １６ [３ ５ ８] 

鈴鹿山岳会 １３ [０ ０ 13] 

津峠の会  ６ [６ ０ ０] 

ひさい山岳会 １０ [10 ０ ０] 

山岳同好会やまびと  １０ [ 0 0 10 ］ 

熊野山岳協会（非加盟団体） １４ [ 0 0 14 ] 

 

一般参加 （受付：9月末まで） 

一般 14名 [８ ０ ６] 

（2）班編成（予定） Ａコース…3 班  Ｂコース…1 班 Ｃコース…6(7)班 

（3）駐車場 銚子川河川敷駐車場（全員厳守） 

（4）当日日程  8：30 受付 8：45開会式 9：00 登山行動開始 14：00～15：00道の駅 

海山に下山、コース別解散 

（5）前泊の注意事項 種まき権兵衛の里（駐車場、芝生広場、通路）での幕営はしないこと。 

   また、道の駅海山、種まき権兵衛の里駐車場、高速道路 PA での車中泊をしないこと。 

（6）本部は道の駅海山駐車場、先導役は各コース 2 名（無線） 

※紀北町提供資料を参加団体の理事に配布。トレッキングマップは当日の行動に使用ください 

３．少年少女登山教室   

  11/10(日) 「宇賀渓滝めぐり隊」 後援：いなべ市教育委員会  ※別紙募集要項 

 宇賀渓キャンプ場 長尾滝から砂山の登山コース 

     ※指導協力できる方、担当 葛原まで連絡ください。 

４. 初心者対象積雪期登山研修 

  2020 年 2 月 2日（日）場所：竜ヶ岳（予定） 

５．日本スポーツ協会 コーチ１養成・検定（冬山編） 

   2020年 2月 1日～2日 場所：竜ヶ岳 

 

■遭難対策委員会  

（報告）４～9月分（別紙） 

 

◯会計処理の件について 

・委員会の会計は預り金を除くと０円で推移している。 

・当座・定期預金のお金については捜索、登山道整備に出動した方に対する費用弁償として、委員会が預かっている。 

・全体の３割以内の範囲で、活動に要する備品購入及び遭難対策で必要な支出を行なっている 

・ある一定の時期（精算が終了した時点）で２/3程度を費用弁償として出動者に渡す予定 

  ・（現在、）膨大な出動人数とこれまでの会計上のチェックが必要の為、見直しを行なっている 
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  ・早くて、今年度末の委員会総会で出動者に示し、それにもとづいて実行する予定 

 （以上の内容については、4/12 の委員会総会で委員より承認を得ている） 

  

■自然保護委員会    

（報告） 

 指導員新規申込２名。 引き続き随時募集します。 

（予定） 

10、11月 自然保護月間 各会清掃活動を願います。 

  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。 

11/9-10 JMSCA自然保護全国大会（宮城）1名参加 

11/24（日）研修会（15 時～朝明茶屋）尾高山清掃登山とメガソーラー視察（9 時～） 

  ※別紙募集要項あり。 自然保護委員以外の方も奮って参加ください。 

 

【競技部】  

(報告） 

 ◯第 22 回 JOC ジュニアオリンピックカップ南砺 2019成績 2019/9/14-16富山県 桜ヶ池クライミングセンター 

  女子ユース C 16位 中野春風、23位 中野桜 

  男子ユース C 18位 杉本侑翼 

  女子ユース B 準優勝 柏綾音、5 位 小林舞、9 位 森奈央、20 位 西山心菜 

 

 8/31(土) クライミングジュニア体験会 スポーツの杜鈴鹿 雨天の為、9/7-8 に同時開催。 

 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 

(予定) 

 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 （予備：10/20）戸田 

 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 

 10/26(土) SCJT リード PUMP大阪店 「Life is Climb 2019」（共催大会）戸田、松尾 

 10/27(日) 旭・安八カップ 安八スカイウォール  

 11/16(土) SCJT ボルダ PUMP 大阪 戸田、松尾 

 12/7(土)  SCJT ボルダ Play Mountain 岡崎店 戸田(審判長)、松尾、他、三重から審判員 

 

 ■山岳スキー競技 

  

【総務部】 

（報告） 

○8月 31日(土) 令和元年度三重県地域スポーツ推進表彰式 

地域スポーツ推進功労者 ・・・ 田中 均様（三重岳連名誉会長） 

地域スポーツ推進優良団体 ・・・ 鈴鹿山岳会（会長 吉川 洋様 
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（予定） 

〇11 月 9日(土)第 8回鈴鹿山系連絡協議会 

  場所：菰野町 町民センター２階研修室 

  概略スケジュール（受付）12:30～12:55、（会議）13:00～17:00、会議終了後解散 

  ＊近畿ブロック・東海ブロック山岳連盟会長様宛に案内状をメール配信済み。（8/30） 

  岳連三役、各委員長（指導、遭対、自然保護）はご予定ください。 

◯11 月 9日(土) 安全登山と自然保護啓発活動・・・実施案別紙 

  春開催時と同様、実施場所の各加盟団体担当を分担しました。 

  意見等なし、各団体の協力をよろしくお願いします。  

 ■財務委員会 

   財務状況推移及び明細を別紙で示し、説明。 

 

  ◯遭難対策委員会費用弁償規定の件について 

   （財務委員長） 

9/18 の意見交換の席で、費用弁償は延べ約 2,900 人に対し一人一日約 700 円の支払い額になりそうとの試算

であり、これは登山道整備など無償で請け負った事業も含めたためであるとお聞きした。これでは遭難対策委員会費

用弁償規定に定める捜索、救助に出動した委員への費用弁償（交通費、食費 800円、出動手当 1700円な

ど）よりも少額であり、このような支払いでは規定が守られず問題があるのではないか？ そうするのであれば規定の見

直しあるいは廃棄することを申し入れる 

（遭難対策委員会副委員長兼事務局） 

  当該の費用弁償規定は、記載された金額の範囲内での支払いを想定しているので問題はない。 

（理事長） 

 委員会でやり繰りしていることなので、委員会に任せるが、明確にわかりやすいように処理して下さい。 

  

 ■事務・広報担当 

   特になし 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告)   

 ◯菰野町国体推進室より岳連（競技団体）に対し、役員編成案、タイムスケジュール案の調整依頼がありました。 

   JMSCA ではリード競技規則の改正を進めており、それに基づき役員編成案を提示 

   日程については三重県及び JSPO の承認に基づき作成 

 ・意見 岳連会員がどういった競技役員や係員として出動しないといけないかなどを示す準備をお願いしたい 

 ・回答 次回以降、今ある資料の範囲で準備します 

 

(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 



- 5 - 

 

  

◯国体 PR クライミング体験会 

 9/29(日) 「秋のワクワクふれあいまつり 2019」 四日市・水沢星の広場 自然の家体育館に変更 

 9/29(日)  こもガク クライミング体験 菰野・県民の森 中止。 

 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） 

 

 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、人手が足りていません。 

手の空いている方の支援協力をお願いします。（協力可能な方は理事長まで連絡をお願いします） 

 

【高体連登山部】 

 (予定)   

 11/2(土)~11/3(日)  岳連主催秋季大会 幕営：石水渓キャンプ場 登山コース：三子山～高畑山 

 11/4(月) 高校選抜クライミング選手権予選会 静岡スクエア 

 

2. 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 

 

②鈴鹿山系連絡協議会 

 (予定） 

11/9(土) 連絡協議会 及び安全登山と自然保護啓発活動 別項の通り 

      

③大杉谷登山センター、大台ヶ原の利用に関する協議会 

（報告） 

 ◯事故発生情報（9/15 発生）  

   沖見沢～崩壊地の区間において足を滑らせ２ｍほど滑落。骨盤骨折の重傷です 

（予定） 

   10/12(土)～10/13(日)大杉谷登山道ボランティア整備プロジェクト https://www.oosugidani.jp 

   会員の方でご支援をお願いしたい 

 

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） 

https://www.oosugidani.jp/
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 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・Ａ級・Ｂ級主任検定員養成講習会・山岳コーチ２養成講習会 大阪 

 10/26-27 IFSC クライミング・ワールドカップ リード 印西 

 11/9-10 自然保護委員総会（宮城県） 

 11/17 夏山リーダー講師養成講習会 神戸登山研修所 

 12/21-22 高校選抜クライミング選手権 

  

3. 加盟団体より 

特になし 

 

4. その他   

◯理事会の運営について 

  ・ 議長について、現在理事長が努めているが、規約では理事長が委嘱することとなっている 

  ・報告事項がほとんどで毎月開催が必要なのかどうか 等 

  ※次回以降、皆さんの意見をお願いします 

○AED の導入について 

買い上げの場合、日本製で１台約 30 万円位必要。昨年度 3 月理事会で審議いただいた内容を含め、今後も導

入について検討していきたいので、皆さんの情報・意見をお願いします。 

 

■ 10月度理事会  10月 24 日（ 木 ）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第 4 研修室   

・理事会事項書原稿の報告は 10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  

 

 

 

 

mailto:%20secretariat@mie-sangaku.org


【遭難対策委員会関係】

会議
期　日 事　業　名 場　所 摘　要

4/9（火） 役員会 アイアンドアイ 8名参加
4/12（金） 総会 四日市文化会館 34名（委任共）
8/24（土） 役員会 松之舎 10名参加
9/17（火） 法律相談 法律事務所（四日市市） 4名参加
9/18（水） 三重岳連、岳連幹事との意見調整 朝明茶屋 5名＋岳連＋幹事

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
6/29( 土 ) ～
6/30(日)

全国遭対委員会総会兼研修会 未報告 1名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
5/14（火） 総会

いなべ市北勢福祉セン
ター

3名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
4/21(日) 雪稜登攀研修会 宝剣岳　サギダル尾根 8名参加
4/27(土)～29(月) 雪稜登攀研修会 白馬主綾・杓子尾根 8名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
6/17（月） 藤原～入道　不明者捜索 石榑峠～竜、～八風峠 3名参加+いなべ署
6/18（火） 藤原～入道　不明者捜索 藤原岳～石榑峠 3名参加+いなべ署
6/19（水） 藤原～入道　不明者捜索 伊勢谷～治田峠、孫太尾 7名参加
6/20（木） 藤原～入道　不明者捜索 根の平峠～雨乞～入道 10名参加
6/21（金） 藤原～入道　不明者捜索

蛇谷　多志田谷上部で発
見

5名参加＋県警
6/22（土） 藤原～入道　不明者捜索 遺体収容搬送

9名参加＋警察消
防

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
4/21（日） 金山デジピーター点検補修 金山岳 3名参加
5/12(日) 藤原山荘デジピーター点検補修 藤原山荘 2名参加
7/15（月・祝） 御在所デジピーター点検補修 御在所山頂 1名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
春の啓発活動
秋の啓発活動

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
4/6（土） 登山道整備 朝明遊歩道 3名参加
4/7（日） 登山道整備 藤内壁前尾根 3名参加
4/7（日） 登山道整備 八風渓谷　中峠道 3名参加
4/27（土） 登山道整備 ブナ清水道 1名参加
4/28（日） 登山道整備 八風渓谷　中峠道 3名参加
5/18（土） 登山道整備 朝明遊歩道 3名参加
5/19（日） 登山道整備 朝明遊歩道 5名参加
5/26（日） 登山道整備 朝明遊歩道 5名参加
6/2（日） 登山道整備 朝明遊歩道 4名参加
6/2（日） 登山道調査 藤原岳　孫太尾 3名参加

他団体主催研修会、会議
全国遭対協議会、研修会

救助専門部・捜索専門部　

北鈴鹿山岳協会　総会

研修会

道標、登山道、登山施設の整備と調査

通信専門部
ＡＰＲＳ連絡通信網整備（中継基地局整備）

予防専門部　
啓発活動（　日、　名）



6/2（日） 登山道施設整備 藤原岳　避難小屋 9名参加
6/16（日） 登山道整備 朝明遊歩道 5名参加
6/9（日） 登山道整備 朝明遊歩道 2名参加
6/23（日） 登山道整備 朝明遊歩道 1名参加
7/7（日） 登山道整備 朝明遊歩道 8名参加
7/15（祝・月） 登山道整備 御在所岳　中道 6名参加
7/28(日) 登山道施設整備 藤原岳　避難小屋 6名参加
7/28（日） 登山道整備 御在所岳　中道 7名参加
8/3（土） 登山道整備 御在所岳　中道 7名参加
8/10（日） 登山道整備 御在所岳　中道 4名参加
8/11（日） 登山道整備 御在所岳　中道 8名参加
8/18（日） 登山道整備 御在所岳　中道 6名参加
8/19（月） 登山道整備 御在所岳　中道 2名参加
7/28（日） 登山道整備 御在所岳　中道 7名参加
8/24（土） 登山道整備 御在所岳　中道 3名参加
8/25（日） 登山道整備 御在所岳　中道 7名参加
9/1（日） 登山道整備 御在所岳　中道 7名参加
9/7（土） 登山道整備 御在所岳　中道 4名参加
9/15（日） 登山道整備 御在所岳　中道 5名参加

9/16（月・祝） 登山道整備 御在所岳　中道
4名参加　登山口
～オバレ岩間完了

期　日 事　業　名 場　所 摘　要

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
6/22（金） 夏山フェスタ展示資材搬入 名古屋市ウインクあいち 2名参加
6/23（土） 夏山フェスタ出展 名古屋市ウインクあいち 参加多数
6/24（日） 夏山フェスタ出展 名古屋市ウインクあいち

参加多数＋講演1
名

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
4/1（月） 軌跡記録 八風峠～三池岳周辺 2名参加
4/4（木） 軌跡記録 石榑峠～三池岳～福王山 2名参加
4/6（土） 軌跡記録 朝明遊歩道 4名参加
4/17（水） 軌跡記録 調子ヶ口～水舟の池 1名参加
4/20（土） 軌跡記録 菰野富士 1名参加
4/22（月） 軌跡記録 竜王山＝綿向山 2名参加
4/28（日） 軌跡記録 高室山 2名参加
5/2（木） 軌跡記録 国見尾根～中道 1名参加
5/4（土） 軌跡記録 国見岳～群界尾根 1名参加
5/8（水） 軌跡記録 霊仙山　榑ヶ畑道 2名参加
5/11（土） 軌跡記録 油日山～那須ヶ原山 2名参加
5/22（水） 軌跡記録 竜ヶ岳　太尾 2名参加
5/30（木） 軌跡記録 朝明渓谷猫～笠岳 2名参加
6/3（月） 軌跡記録 日本コバ 2名参加
6/11（火） 軌跡記録 鍋尻山 1名参加
6/13（木） 軌跡記録 宮指路岳 2名参加
6/23（日） 軌跡記録 焼尾山 2名参加
6/26（水） 軌跡記録 一ノ谷新道～表路 2名参加
7/12（金） 軌跡記録 武平峠～御在所岳 2名参加
7/20（土） 軌跡記録 雲母峰 2名参加
7/25（木） 軌跡記録 雲母峰 2名参加

国土地理院（地域連携登山道調査）

慰霊山行

他団体活動支援（5回、196名）



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 ⻄穂独標と焼岳 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 
8/31〜9/2 例会 ⽩⾺岳〜唐松岳〜五⻯岳  
9/14 例会 大台ケ原 参加 14 名 
9/20〜22 例会 赤石岳 中止 
9/23 岳連研修会 参加 3 名   
(予定)    
9/27〜29 例会 涸沢〜穂高連峰 参加 7 名  
9/27〜29 例会 巻磯山・平ケ岳  
10/05（⼟）〜06（日）  例会   木曾駒（桂小場クラッシックルート）  
10/20（日） 例会 本宮山  
10/22（祝） 例会 ⾦勝山  
10/26（⼟） 例会 釈迦が岳   
10/27（日） 岳連フェスティバル 熊野古道(便石山と⾺越峠)    

② 東芝山岳会三重支部  
(報告)  
9/7-8 例会山⾏ 大台・大和谷 【中止】天候不良 
9/21 例会山⾏ 錫杖ケ岳 参加 10 名 
9/22 四日市市浜⽥小学校登山下⾒ 御在所裏道 参加 2 名 
9/23 連盟研修会「基本登山技術と救急法」  講師 2 名＋受講者 4 名 

  (予定)  
  9/28-30 全日本登山大会（岐阜岳連主催） 高山市周辺 4 名参加予定 
 10/2  四日市市浜⽥小学校登山本番 御在所裏道 8 名程度参加予定 
 10/19  実習登山支援スタッフ 高畑山 5 名参加予定 
 10/20  四日市市小学校登山３校合同下⾒ 御在所裏道 3 名参加予定 
 10/27  みえスポフェス 2019 山岳 紀北町周辺 20 名参加予定 
 11/5  四日市市⽻津北小学校登山本番 御在所裏道 10 名程度参加予定 
 11/6  四日市市中央北小学校登山本番 御在所裏道 10 名程度参加予定 
 11/7  四日市市保々小学校登山本番 御在所裏道 10 名程度参加予定 
③ 五目山岳会  

(報告)  
7/18 山登りベーシック塾 四日市市文化会館 4 名参加，ｽﾀｯﾌ 6 名参加 
7/25 山登りベーシック塾 津 総合文化ｾﾝﾀｰ ｽﾀｯﾌ 2 名参加 



7/27〜28 7 ⽉例会 一般登山 北⼋ﾂ 縞枯山,茶⾅山 11 名参加 
8/3 一般登山 鈴⿅ 愛知川沢登り 4 名参加 
8/4 一般登山 鈴⿅ 蛇谷沢登り 7 名参加 
8/4〜6 登攀部 北ｱ 剱岳⼋ツ峰 2 名参加 
8/10〜11 一般登山 南ｱ 荒川三山〜赤石岳 2 名参加 
8/10〜13 一般登山 南ｱ 赤石岳〜荒川三山 5 名参加 
8/10〜16 一般登山 東北各山 2 名参加 
8/11 山岳イベント支援 いなべ市 2 名参加 
8/12 山岳イベント支援 いなべ市 7 名参加 
8/22 山登りベーシック塾 四日市市文化会館 4 名参加，ｽﾀｯﾌ 6 名参加 
8/25 スペシャルオリンピックス支援 鈴⿅ 朝明〜ハト峰 8 名参加 
8/29 山登りベーシック塾 津 総合文化ｾﾝﾀｰ ｽﾀｯﾌ 3 名参加 
8/31 ベーシック塾実習登山下⾒ 鈴⿅ 高畑山 1 名参加 
9/7 ベーシック塾実習登山下⾒ 鈴⿅ 高畑山 1 名参加 
(予定)   
9/21〜22 山岳コーチ研修会 鈴⿅ 朝明  
9/23    ベーシック塾実習登山下⾒&研修会  鈴⿅ 高畑山  
9/28〜29 一般登山 北ｱ ⿅島槍ヶ岳  
10/12     一般登山 奥美濃 三周ヶ岳   

④ 菰野山岳会 
⑤朝明アルパインクラブ 

(報告) 
7 ⽉ 13 日（⼟）滋賀県高島市三国山赤坂山縦走 
毎週⼟、日は登山道整備現在は中道登山道 
７⽉１５日 深山橋ー南雨乞岳 
７⽉２５日 カタツムリ山⾏大洞山 
７⽉２８日 藤原山荘整備、トイレ掃除 
８⽉０８日 天狗滝、神崎川キャニオリング 
８⽉１１日 アサケアルパインクラブの例会は、愛知川 よくもまぁ飽きずに、今年も鈴⿅の鉄板ルートです(笑) 
毎週⼟、日は登山道整備、中道登山道整備終了 

⑥鈴⿅アルパインクラブ 
⑦ 鈴⿅山岳会  

(報告) 
 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 ４名参加 
 9/7-9/8 鈴⿅市市⺠登山大会 ⻄穂独標 台風接近の為、中止 
 (予定) 
 9/21 鈴⿅市体協 救急救命・AED 講習会 10 名参加予定 
 9/23 岳連研修会 ２名参加予定 



 9/29 ⽉例山⾏ 入道ヶ岳  
 10/25(仮) 鈴⿅市合同訓練 
 10/27 スポーツフェスティバル山岳  
⑧ 津峠の会    
 (報告) 
  8 ⽉ 25〜29 日  例会山⾏ 笠ヶ岳       雨天中止 
  9 ⽉ 7 日       例会山⾏ 総門山       雨天中止 
 (予定) 
  9 ⽉ 21 日       例会山⾏ 三子山       7 名予定 
  9 ⽉ 28 日       例会山⾏ 矢頭山       5 名予定 
  10 ⽉ 5 日      例会山⾏ 宮指路岳     4 名予定 
  10 ⽉ 19 日      例会山⾏ 鶏冠山      5 名予定   
⑨ひさい山岳会    

(報告)  
8/3〜8/6 夏山山⾏⽩⾺岳 北アルプス 参加者 19 名 
8/18 例会山⾏経ヶ峰 津市 参加者 9 名 
8/31 8 ⽉例会 ⽴成公⺠館 参加者 16 名 
9/1 例会山⾏宮指路岳・高円山 鈴⿅ 雨天予報のため中止 
9/15 例会山⾏ポンポン山 京都 参加者 13 名 
9/19〜22 北岳・間ノ岳 南アルプス 参加者 4 名 
9/4 9 ⽉例会 ⽴成公⺠館 参加者 14 名 

 (予定)  
  10/5  例会山⾏大国⾒山 奈良県天理市 参加者 10 名予定 
  10/15  例会山⾏蓼科山  ⻑野県 参加者 12 名予定 
⑩松阪山岳会    

(報告)  
9/29 例会山⾏ 学能堂山   
(予定)    
10/13 例会山⾏ 政子・奥草山  
10/20 例会山⾏ 国⾒岳  
10/27 みえスポーツフェステバル 天狗倉山・便石山 

⑪大台山倶楽部  
(報告)  

  9/7（⼟) 例会 大台町 3 名参加   
  (予定)  
  10/5（⼟) 御在所ロック、例会 菰野町、大台町 
⑫ 三重大学ＷＶ部  
⑬ 三重カモシカ登山クラブ 



【2019.9.27 開催 2019 年 9 ⽉度理事会提出⽤】 

「安全登山と自然保護啓発活動」について 
 

近年の登⼭ブームと相まって登⼭者も増加傾向で、週末は大変賑わっています。しかしながら、訪れる人の
増加に伴い悲惨な事故・遭難も後を絶ちません。また、多くの入⼭者による踏み荒らし等で貴重な草花の衰退
も懸念されます。 
 鈴⿅⼭脈・台高⼭脈に関係の深い東海・関⻄２府６県の⼭岳関係者が協⼒して対策を講じていくことが課
題であり、恒例となった春と秋の啓発活動を関係機関の協⼒を仰ぎ、より充実した内容で実施したいとの意向
です。 これまで⼭岳遭難と⾃然保護対策は、⾏政、観光、警察、消防、⼭岳関係、⾃然保護関係と多くの
機関がそれぞれの⽴場で実施してきたところですが、より広範囲に効果的なものにするため、関係機関と連携し
て主な三重県側登⼭口で啓発活動を計画させて頂きます。 
 
 ご多用とは存じますが、趣旨をご高察のうえご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 
 

－ 記 － 
 
■２０１９年度の実施計画 
  ○秋の啓発活動︓２０１９年１１月９日（土曜日） 

＊実施要項は（次頁）をご参照ください。 
以上 

 
２０１９年９月３０日 

 
鈴⿅⼭系連絡協議会                
 愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県       
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県       

各府県⼭岳連盟               
 

【鈴⿅⼭系連絡協議会 三重県側担当】      
三重県⼭岳遭難防止対策連絡協議会 副会⻑ 
三重県⼭岳連盟 会⻑   根本 幹雄      

印 
【三重県側連絡事務担当】             

三重県⼭岳連盟 理事⻑  加藤 正之    
三重県四日市市天カ須賀 2-4-12    

TEL059-365-3228           
E-MAIL m-kato@m6.cty-net.ne.jp 

  



【2019.9.27 開催 2019 年 9 ⽉度理事会提出⽤】 

「安全登山と自然保護啓発活動」 実施要項 
■実施日程 
   ２０１９年１１月９日（土曜日） ７︓３０〜１０︓３０（集合７︓００） 
 
■実施内容 

○登⼭届の提出確認、登⼭届用紙配布・促進 
＊登⼭届は管轄の警察署でご準備をお願いします。 

○安全登⼭指導 
○装備品の確認（⾬具、⾷糧、飲料、地図、コンパス、電灯、通信⼿段等） 
○⾃然保護の呼びかけ、登⼭調査アンケート 

＊アンケート用紙、配布資料は三重県⼭岳連盟で準備します。 
 
■実施場所と担当分担 

 ⼭域 実施場所 担当分担 

北
勢
地
域

 

藤原岳（御池岳） いなべ市藤原町 
藤原岳大⾙⼾休憩所 

いなべ市内関係機関 
（幹事会）⼭岳同好会やまびと 

⻯ケ岳 いなべ市大安町 
宇賀渓駐⾞場 

いなべ市内関係機関 
（幹事会）五目⼭岳会 

釈迦ケ岳 菰野町朝明渓谷 
朝明大駐⾞場 

菰野町内関係機関 
（幹事会）朝明アルパインクラブ、 

菰野⼭岳会 
御在所岳（鎌ケ岳） 菰野町湯の⼭温泉 

御在所ロープーウェイ付近 
菰野町内関係機関、近県⼭岳連盟 
（幹事会）三重かもしか登⼭クラブ、 

高体連登⼭部、 
東芝⼭岳会三重支部 

御在所岳・中道登⼭口 
御在所岳・裏道登⼭口 
鎌ケ岳・⻑⽯谷登⼭口 

鎌ケ岳、入道ケ岳 四日市市水沢町 
宮妻峡駐⾞場 

四日市市内関係機関 
（幹事会）鈴⿅⼭岳会、 

鈴⿅アルパインクラブ 

中
勢
地
域

 

経ケ峰 津市芸濃町・美⾥町 
 ⼭出ルート登⼭口駐⾞場 
 なめし地蔵駐⾞場 など 

津市内関係機関 
（幹事会）津峠の会、ひさい⼭岳会、 

三重大ＷＶ部 
堀坂⼭・観音岳 松阪市 

 森林公園駐⾞場 など 
松阪市内関係機関 
（幹事会）松阪⼭岳会 

南
勢
地
域

 

大杉谷登⼭道 多気郡大台町大杉 
大杉谷登⼭センター前 

大台警察署、大杉谷登⼭センター 
（幹事会）大台⼭倶楽部 

以上 



三重県山岳・スポーツクライミング連盟  

自然保護委員会 2019秋の企画  募集要項 

 

尾高山清掃登山と研修会 

 

日時・場所 11/24（日）登山 9；00 尾高観音駐車場 

（乗馬クラブ、ラ・シュボーシェ隣）  

（雨天時は登山中止） 

研修会 15：00～17：00頃 朝明茶屋 

  

 

内容：9：00～ 清掃登山とメガソーラー化する尾高高原を眺める 

 （駐車地～行者コース～尾高山～見晴コース～駐車地） 

    15：00～17：00頃 自然保護研修会（朝明茶屋にて） 

        （活動内容について・自然に親しむ工作 

バードコール及び 苔テラリウム作り予定） 

 

    持ち物：ゴミ袋、軍手の他、登山通常装備、昼食 

 

※自然保護指導員の方は都合のつく限り御参加下さい。登山のみ、研修会のみでも可。 

※自然保護指導員以外でも、興味のある方はぜひとも御参加下さい。 

※登山雨天中止の場合、前日 19：00以降に申込者へ連絡します。 

※ゴミは基本的に各自で処分願います。 

 

申し込み：11/17（日）までに自然保護委員長 水谷までメールでお申込み下さい。 

      記入事項 

      代表者の氏名・連絡先（携帯番号） 

所属山岳会、 

参加人数 

参加項目（登山のみ・研修会のみ・両方）、 

yamadori@m3.cty-net.ne.jp 
090-8738-1736  水谷（昼間はあまり出られません） 

 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 自然保護委員長 

  水谷一也（朝明アルパインクラブ） 

mailto:yamadori@m3.cty-net.ne.jp


宇賀渓 
 

隊員募集 

～令和最初の少年少女登山教室～ 

日時 

2019 年 11 月 10 日（日） 

午前 8 時  集合（午後 1 時頃 解散予定） 

場所  

宇賀渓キャンプ場～砂山（三重県いなべ市大安町） 
  
 案内人 • （公財）日本スポーツ協会 公認  山岳指導員   

         •   三重県山岳・スポーツクライミング連盟会員 

          •   いなべ総合学園高校山岳スキー部部員  

参加料 一人 300円（保険料など） 

対 象 4年生以上の小学生 15人定員 

     体験希望の小学校の先生または小学生の保護者様 

 

主催  三重県山岳・スポーツクライミング連盟 

後援  いなべ市教育委員会   

            詳しくはwebで   

   http://mie-sangaku.org 
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