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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 7 回（10 ⽉）理事会議事録 

 日時 令和元年 10 月 24 日（木）19︓00〜  場所 鈴⿅市⽂化会館第 4 研修室 
 (出席)⻄、萩、加藤、岡⽥、草川、葛原、松尾、鈴木、橋川、(代)居村、宮崎、酒井、⿊⽥、稲垣、木村、 
 (代)土井根、小寺光紀、島⽥、赤塚、水谷勉、杜多、辻本、原、柏木 24名、委任 4名、 欠席 7名 

  

冒頭 

 理事会の運営について 
◯議⻑について ①今月より理事⻑が委嘱、②理事⻑がこのまま務める、③今年度はこのまま理事⻑が務めるが来年
度から輪番する。の３案で採決、①３票、②７票、③６票で理事⻑が継続で議事進⾏となる 
◯報告は事項書に示されている内容については簡素化し、相談事項、審議・承認事項を中心に進めるべき。毎月の開
催については、それが望ましいとの意⾒。今後も、継続事案とする 
 

会⻑挨拶、報告事項等 

 皆さま お仕事お疲れの中ご苦労さまです。本日、海外出張の為委任欠席とさせていただいております。 
 
 前回の理事会には県警本部より状況報告ございましたが、その後も県下山域で死亡事故が発生しております。 
 秋の登山シーズン 傘下山岳会の皆さんも事故防止宜しくお願いいたします。     
  ◯9 月御在所  47 歳男性 滑落 死亡 ◯9 月錫杖ケ岳 75 歳男性 滑落 死亡   
  ◯10 月安坂山 66 歳男性 滑落 死亡      
  ・山域別 鈴⿅山系 30 件 台高山系 4 件  ・態様別 道迷い 34 人 滑・転落 18 人   
  ・年齢別 60 歳代 15 人 70 歳代 13 人  ・性別 男性 38 ⼥性 28    
  ・登下別 下山中 31 登山中 12          【10 月 8 日現在 県警提供情報】  
  

AED の件で       
月末開催のスポレク時 役員のご尽⼒により 1 台借りられるようになりました。  
連盟の⾏事、傘下山岳会様主⾏事において、万⼀の場合を想定し準備していきたいと考えますし、扱いの講習も開
催したいとおもいます。  

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．スポーツフェスティバル山岳 下⾒ 
  10 月 13 日（祝・月） 紀北町 便⽯山〜天狗倉山 幹事山岳会（かもしか）6 名、指導員 1 名 
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 ２．山登りベーシック塾実習登山  
 10 月 19 日（土）受講 28 名、スタッフ 20 名 登山は中止、屋内で①ロープワークの基礎②登山での救急法③
登山での事故防止の実習・講習を⾏なった。 

（予定） 
 １．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 
   会議後、参加山岳会代表と詳細打ち合わせ 
 2．少年少⼥登山教室  
  11 月 10 日（日） 場所︓宇賀渓谷・砂山 本日時点での参加者は 5 名+保護者。 
   危険箇所の通過もありますので、支援協⼒いただきたい。協⼒可能な理事は担当、葛原まで連絡下さい。 
 3. 初心者対象積雪期登山研修 
  2020 年 2 月 2 日（日）場所︓⻯ヶ岳（予定） 
 4．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︓⻯ヶ岳 
■遭難対策委員会  
（報告）（予定） 
  ・別紙 
■自然保護委員会    
（報告） 
 自然保護月間（清掃登山） 津峠の会 矢頭山 
（予定） 
 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 尾高観⾳駐⾞場） 
     参加者募集中です（11/17 締め切り）。 
 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。  

 
【競技部】  
◯みえこどもの城 2020/2/9 第 15 回クライミング選手権について  
  本事業について、昨年同様、三重岳連の公認大会としての認定を異議なく承認。  
(報告） 
 10/4-6 いきいき茨城夢国体 2019 成年男⼦（渡部桂太、⽥嶋瑞貴）ボルダ 3 位 リード 19 位 
 10/13-14 第 1 回 ANOC ワールドビーチゲームズ（2019 ドーハ）スポーツクライミング 渡部桂太 2 位 
 10/18-20 IFSC クライミングワールドカップ厦門 2019  リード ⽥嶋あいか 10 位 
 
 9/28(土)・10/20(日)第 2 回クライミング認定講習会 スポーツの杜鈴⿅ ⼾⽥ 
 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 
(予定) 
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 10/26-27 IFSC リードワールドカップ印⻄ 2019 リード ⽥嶋あいか出場 
 
 10/26(土) SCJT リード PUMP 大阪店 「Life is Climb 2019」（共催大会）審判⼾⽥、松尾 
 10/27(日) 旭・安八カップ 安八スカイウォール  
 11/9(土) ビレイ講習会講師派遣 みえこどもの城 
 11/16(土) SCJT ボルダ PUMP 大阪 審判⼾⽥、松尾 
 12/7(土)  SCJT ボルダ Play Mountain 岡崎店 ⼾⽥(審判⻑)、松尾、他、三重から審判員 
 
 ■山岳スキー競技 
  
【総務部】 

（予定） 
〇11 月 9 日(土) 安全登山と自然保護啓発活動・・・9 月度理事会で提案のとおり 
 ※各登山口担当会へアンケート用紙配布 
〇11 月 9 日(土) 第 8 回鈴⿅山系連絡協議会・・・9 月度理事会で報告のとおり 

場所︓菰野町 町⺠センター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⻑様宛に案内状をメール配信済み。（8/30） 

岳連三役、各委員⻑（指導、遭対、自然保護）はご予定ください。 
  
 ■財務委員会 
   財務状況推移について別紙で報告。 
 ■事務・広報担当 
   特になし 
 
【特別部会】 
■国⺠体育⼤会関連 
(報告)   
 10/4-10/6 茨城国体視察 根本・加藤・他岳連委員、（菰野町町⻑、菰野町国体推進室担当者） 
  総務関連、会場全般、競技風景等をスライドで報告。 
(予定) 
  
◯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・少年自然の家体育館 済 
 9/29(日)  こもガク クライミング体験 菰野・県⺠の森 中止。 
 10/20(日) 菰野町 かもしかハーフマラソン 済 250 名程の体験で盛況でした。 
 
 10/27(日) 菰野町 地区まつり会場（千種、竹永、鵜川原） 
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 11/10(日) 大台・宮川 
 11/10(日) 菰野町 地区まつり会場（朝上） 
 11/17（日）菰野町 県⺠の森 
 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⻑まで連絡をお願いします） 
 

◯2021 みえ国体での競技役員・係員について 
 前回の理事会で意⾒があった件で、競技役員編成表、過去の国体の役員名簿等を⽰し、概要の説明を⾏う。 
 みえ国体では競技施設変更、プレ大会開催時期等が未確定の為、現時点で正確な必要人員数は未定。 
 確定後、再度資料配布の上、説明を⾏なう。 

〇プレ大会の開催時期、対応可否について 
   菰野町実⾏員会事務局より、予算申請の関係から早急に岳連としての意⾒を求めらている。 
   本件は、岳連内の菰野町実⾏委員会委員で協議・決定し、理事会に報告することで了承を得た。 
 
 
【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︓⽻⿊⼭・筆捨⼭ 
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 
 ◯10/5 より、大杉⾕登⼭歩道では「大杉⾕⼊⼭協⼒⾦」の徴収（試⾏）を開始 
  詳細 Web アドレス︓https://www.oosugidani.jp/news/506/ 
 ◯2019 年度シーズンは 11 月 24 日(日)までです。 
 
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） 
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 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 神⼾登山研修所 加藤、松尾 
 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   

◯11/2（⼟）吉⽥沙保⾥⼤賞表彰式への出席依頼について 
本年度の夢追い人吉⽥沙保⾥大賞に今年のクライミング世界選手権リードで 3 位の森秋彩（あい）さんと指導
者の伊東秀和さんが表彰されることになりました。オリンピック、国体に向けスポーツクライミング競技に注目が集まっ
てきています。皆さんの参加をお願いします。（10/16 加盟団体宛メール済） 
 

◯JMSCA 山岳遭難防止啓発ビデオについて 
 減遭難キャンペーン「ストップ・ザ・１０００」の啓発活動の⼀環とした⾳声⼊りアニメ動画が作成されました。 
 Youtube の JMSCA チャンネルで視聴できますので会員さんへの拡散をお願いします。 
  アドレス︓https://youtu.be/kS9TdvUq01c 
 
 

 

■ 11 ⽉度理事会  11 ⽉ 26 日（ 火 ）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 11 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【遭難対策委員会関係】

会議
期　日 事　業　名 場　所 摘　要

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

　9月開催は無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
　9月開催は無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
　9月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
9/29（日） 上宝デジピートシステムメンテ完了 岐阜県上宝村 1名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
　9月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
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

9/21(土) 中道浮き石、浮き岩調査 御在所中道 1名参加
9/23（月・祝） 中道浮き岩処理完了 御在所中道、階段上 3名参加
9/28(土) 中道オバレ岩の広場整備 御在所中道オバレ岩 5名参加
9/29(日) 登山道整備 中道　まり子の碑付近 1名参加

9/30(月) 登山道、道標調査 宮妻渓谷　周回
2名参加(四日市市
委託事業)

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
　9月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
　9月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
　9月報告事項無し

10月予定
登攀研修会の開催
登山道整備の実施 木和田尾根、孫太尾根、宮妻渓谷、中道、裏道
慰霊山行の実施 藤原岳滑落死亡事故

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）

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）

他団体主催研修会、会議

救助専門部・捜索専門部　

研修会
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加盟団体活動報告・予定 
① 山岳同好会やまびと  
（報告） 
 10/05（土）〜06（日） 例会 木曾駒（桂小場クラッシックルート） 参加 10 名 
 10/20（日） 例会 本宮山 参加 11 名 
 10/22（祝） 例会 ⾦勝山 中止 
 (予定)    
 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)  
 11/2(土) 例会 蓬莱山  
 11/3(日) 例会 T 字尾根から御池岳 
 11/9(土) 岳連啓発活動 藤原岳 大⾙⼾口 秋の安全登山啓発活動 
       例会 堀坂山  観⾳  
 11/16(土) 例会 仙ケ岳〜宮指路岳  
 11/23(土) 例会 岩ヶ峰、釈迦ヶ岳、段木尾根  
 11/24(日) 例会 三森山(1101m)・水晶山(958m)と岩村城址    
② 東芝山岳会三重支部  
（報告） 
 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 
 10/2 四日市市浜⽥小学校登山本番 御在所裏道 8 名参加 
 10/3-7  茨城国体視察 鉾⽥市総合運動公園 2 名参加 
 10/19 ベーシック塾実習登山 高畑山  受講者 5 名＋スタッフ 5 名 
 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） 
 9/21 山岳コーチ研修会 鈴⿅市 鈴⿅学園 4 名参加 
 9/22 ベーシック塾実習登山下⾒&研修会 鈴⿅ 高畑山 4 名参加 
 9/23 救急法＆ロープワーク研修 鈴⿅市 鈴⿅学園 10 名参加 
 10/14 スポーツフェスティバル下⾒ 紀北町 熊野古道 1 名参加 
 (予定)  
 10/19 ベーシック塾実習登山兼コーチ研修 鈴⿅ 高畑山  
 10/27 スポーツフェスティバル山岳 紀北町 熊野古道  
 11/9 安全登山啓発活動 鈴⿅ 宇賀渓  



- 7 - 

 

 11/9〜10 ⼀般登山 伊豆 天城山 
④ 菰野山岳会 
⑤朝明アルパインクラブ 

(報告) 
8 月 18 日（日）中道整備（ロープウエイ下〜おばれ岩 間） 
8 月 19 日（月) 中道整備（ロープウエイ下〜おばれ岩 間） 
8 月 24 日（土）中道整備 
9 月 01 日（日）中道整備︓中道オバレ岩下部 
9 月 07 日（土）中道整備︓オバレ岩直下 水道整備、歩道整備 
9 月 23 日（月・祝）中道整備 
9 月 28 日（土） 中道駐⾞場集合︓オバレ岩の広場 
10 月 14 日（月・祝） 中道中道オバレ岩の広場整備 
10 月 6 日（日）銚⼦岳―静ケ岳―⻯ヶ岳縦⾛ 
１０月５日〜６日 大杉谷〜粟谷小屋〜大台ヶ原 

⑥鈴⿅アルパインクラブ 
⑦ 鈴⿅山岳会 
（報告） 

9/23(祝) 岳連研修会 初歩のレスキュー・救急法 鈴⿅高校 2 名参加 
9/29(日) 月例山⾏ ⼊道ケ岳 雨天予報の為、中止。 
9/29(日) 国体 PR クライミング体験会 四日市少年自然の家体育館 1 名支援 
10/12-10/14 安全登山指導者研修会(⻄部地区・神⼾）国登研 1 名参加 台風の影響により、開催中止 
他、鈴⿅市管内の登山道整備（台風後の倒木処理）を⾏なう。 

 (予定)  
10/19(土) 月例山⾏ 東三河・本宮山（789M） 
10/27(日) みえスポーツフェスティバル山岳 12 名参加予定 
11/5(火)   月例山⾏ 釈迦ケ岳（鈴⿅山系） 
11/17(日) 月例山⾏ 牛草山・温坊 南伊勢町 
12/7(土)  忘年会 
12/8(日） 研修会（読図とナビゲーション） 

⑧ 津峠の会    
（報告） 

9 月 21 日 例会山⾏ 三⼦山 雨天中止 
9 月 28 日 例会山⾏ 矢頭山 3 名 

 (予定)  
10 月 5 日  例会山⾏ 宮指路岳  5 名予定 
10 月 19 日 例会山⾏ 鶏冠山  6 名予定 
10 月 27 日 みえスポ 天狗倉山・便⽯山  6 名予定 
11 月 2 日  例会山⾏ 御池岳  ４名予定 
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11 月 9 日   例会山⾏ 綿向山  6 名予定 
⑨ひさい山岳会  
（報告） 

10/5 例会山⾏大国⾒山 奈良県天理市 参加者 10 名 
10/2 10 月例会 ⽴成公⺠館 参加者 16 名 

 (予定)  
10/19〜20 例会山⾏蓼科山 ⻑野県 参加者 9 名予定 
10/27 三重スポーツフェスティバル 紀北町 参加者 8 名予定 
11/2 ナメラ山・岩屋口山 松阪市 参加者 8 名予定   

⑩松阪山岳会    
（報告） 

10/13 例会山⾏  政⼦・奥草山 雨天中止 
10/20  例会山⾏  国⾒岳 

 (予定)  
  10/27  みえスポーツフェステバル  天狗倉山・便⽯山 11 名参加予定 

11/9  安全登山と自然保護啓発活動 掘坂山・森林公園 
11/10  例会山⾏ 南亦山 
11/17  例会山⾏ ⼊道ヶ岳 
11/24 松阪市⺠ハイキング 関の観⾳山と宿場町散策 

⑪大台山倶楽部  
（報告） 

9/21（土)〜22（日） 大峰水系前⻤沢・沢登り 奈良県 2 名参加（他会 3 名参加） 
9/28（土) インドア・ボルダ 明和町 3 名参加（他会 1 名参加） 
10/5（土) インドア・ボルダ 明和町 1 名参加（他会 1 名参加） 
10/5（土) 例会 大台町 3 名参加 
10/1(火)〜2（水） 大峰水系四ノ川・沢登り 奈良県 2 名参加（他会 2 名参加） 
10/5（土)〜6（日）大峰水系前⻤沢・沢登り 奈良県 1 名参加（他会 3 名参加） 

 (予定)  
10/19（土) 御在所・ロック 菰野町 
10/26（土)〜27（日） イベント支援 菰野町 
11/2（土) 例会 大台町 
11/9（土)〜10（日） イベント支援 大台町 

⑫ 三重大学ＷＶ部  
（予定） 

 10/26(土）、10/27（日） 鎌、御在所 5 名 
⑬ 三重カモシカ登山クラブ 
⑭ MIE スポーツクライミングクラブ 
  ・報告事項なし 
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