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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 8回（11月）理事会議事録 

 日時 令和元年 11月 26 日（火）19：00～19：50  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、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、小寺光紀、赤塚、水谷勉、渡辺、辻本、柏 23名、委任 5名、 欠席 7名 

 

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。本年も後2か月となりました。秋には各部担当のいろいろな行事開催、誠に

ありがとうございました。 （以下、報告事項は各項に記載） 

2. 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 10月 27日（日） 紀北町 天狗倉山、便石山 

参加者 137 名 事故：1.蜂刺され 現場塗り薬で対処、下山後尾鷲総合病院受診(回復) 2.下山途中

転倒 その場では本人大丈夫と申告。帰宅後痛みで受診、骨折(ヒビ)、傷害保険の申請中。 

  ２．少年少女登山教室 11月 10日（日） 場所：宇賀渓谷・砂山 

  11/17 夏山リーダー講師養成講習会 神戸登山研修所 加藤、松尾 

（予定） 

  １.ベーシック委員会  12 月中（日程未定） 

  ２．初心者対象積雪期登山研修  2020年 2 月 2 日（日）場所：御在所または竜ヶ岳  

 詳細決まり次第、周知します。 

  ３．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：御在所または竜ヶ岳 

 

 ○三重県山岳スポーツクライミング連盟山岳指導員募集 

      新規受験申請  期限 2020 年 1月 15日  指導委員長まで 実施要項は別途、周知します。 

 

■遭難対策委員会  

（報告）（予定） 

  ・別紙  他団体活動支援カッコ内削除、11 月予定慰霊山行の実施削除。 

 

○10/23 の捜索救助事案について、救助者本人より岳連事務局にお礼のメールがあり、出動いただいた委員宛に

転送いたしました 

 

■自然保護委員会    

（報告） 
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  11/9-10自然保護全国大会（宮城）1 名出席 

  11/24 尾高山清掃登山とメガソーラー視察及び研修会 8 名の参加。 

  自然保護月間 清掃登山実施報告 

10/31 朝明 AC 羽鳥峰界隈 8 名、11/14 朝明 AC 釈迦ヶ岳 6名、11/3 やまびと 御池岳、11/24 

かもしか 姫越山(紀伊長島) 4 名、11/24 鈴鹿山 入道ヶ岳 9名 

（予定） 特になし 

 

 

【競技部】  

  (報告） 

10/26-27 IFSC リードワールドカップ印西 2019 リード 田嶋あいか ８位入賞 

 

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

谷崎 

10/27(日) 旭・安八カップ 安八スカイウォール 鈴鹿高校 2名参加 

11/9(土) ビレイ講習会講師派遣 みえこどもの城 松尾 

11/16(土) SCJT ボルダ PUMP大阪 審判：戸田、松尾、坂口、谷崎 

(予定) 

12 /     第 74回国民体育大会三重県選手解団式・表彰式 渡部桂太出席 

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

2020/01/18-19 東海ブロック研修会（愛知 豊川高校） 

  C級審判資格認定研修会、審判資格更新研修会 （愛知あと 1 回開催、2月は滋賀で開催） 

2020/02/09 みえこどもの城 第 15回クライミング選手権 

   2020/03/28-29(予定) 東海地区国体合同予選会（岐阜） 

 

■山岳スキー競技 

 

 

【総務部】 

  (報告） 

  11/2 吉田沙保里大賞表彰式 加藤理事長出席 

  11月 9 日(土) 秋の安全登山と自然保護啓発活動 

県内11カ所の登山口または駐車場などで7:30～10:30まで実施。北勢地域の暫定集計では、アンケート回答

数 752 名。活動人員は三重県庁、警察、消防、岳連含め約 60 名。中勢地域、南勢地域を合わせた集計結

果は後日報告します。 ご協力ありがとうございました。 

 11 月 9日(土) 第 8回鈴鹿山系連絡協議会 

菰野町町民センター２階研修室において 13:00～17:00 まで実施。滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、愛知、

岐阜、三重の各府県岳連と三重県庁スポーツ推進課、三重県警察本部からも参加頂き 21 名が出席。遭難対
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策、自然保護、広報活動に関する状況報告と課題などの情報共有ができ、有意義な会議となった。 

  

 ■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】 

■国民体育大会関連 

  (報告)  特になし 

  (予定) 11/29 菰野町実行委員会 副会長級会議 根本出席 

  

◯国体 PR クライミング体験会について 

 10/27(日) 菰野町 地区まつり会場（千種、竹永、鵜川原）済 

 11/10(日) 大台・宮川 済 

 11/10(日) 菰野町 地区まつり会場（朝上）済 

 11/17(日) 県民の森 済 

 11/24(日) 菰野町 地区まつり会場 (菰野)  済 

  ※各会場、150~200名の体験者がありました。 

 2020/02/22(土) 鈴鹿 青少年の森  

  前日は設置作業あり。 前日、当日のお手伝い可能の方、理事長まで連絡下さい。 

 

◯2021みえ国体での競技役員編成について（検討資料別紙） 

・菰野町及び県からの予算立てのための役員編成調査に基づき、菰野町提示より調整を進めている 

・役職名については、先催県の実施要項に書かれているものから抽出 

・構成表(規則)については、JMSCA の国体競技規則集に基づいた数字(日本スポーツ協会承認)で、規則上の役

員数となる。但し、これだけでは実際運営できない。参考に 2019年度の茨城国体実績数を掲載（プログラム上の

名簿より抽出、3 日間の役員入れ替わりの数もありか） 

・菰野町提示の 159名より中央、近県者数を引いた 135 名が現段階での三重岳連内で必要な役員数となってい

る（競技期間（3日間）、毎日必要となるので延べ人数ではもっと多くの人数(180~200名)がいないと運営でき

ない） 

 ○役員参加者リスト作成について 

菰野町より日当・旅費交通費等の予算立ての為、参加者調査の依頼があり、各会よりの参加可能者のリスト作成

をお願いします。（2年後のことなので、大まかなものでよい。加盟会員以外の方でも興味のある方にもお声掛け下さ

い）次回例会時にリストのフォマットをお渡しし、年明け早々に提出いただく予定でいます。ご協力お願いします。 

 (質問) 現在、運営役員の資格がない者でもよいのか。 

（回答）内容的には受付業務や選手誘導、荷物運搬等の簡単なものとなる。競技委員については資格保持者や

ルールのわかっている人、技術のある人を人選しこれに当てる。役員の研修については、JMSCA の講師を招いて開催
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の研修会、又、6月のリハーサル大会の前日の運営会議での説明、本大会前日の最終打ち合わせで行なう。又、事

前の資料等の提供も行なう。 

 （要望）役員が出動するスケジュールをだしてほしい 

  (回答) 来月理事会で、研修会実施の予定・リハーサル大会日程・本国体日程についてお知らせします。 

  

 

【高体連登山部】 

 (報告)   

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：羽黒山・筆捨山 

11/4(月) 高校選抜スポーツクライミング選手権予選会 静岡スクエア 鈴鹿高校 2名参加 

 (予定) 

  12/21(土)-22(日) 全国高校選抜スポーツクライミング選手権大会 加須 鈴鹿高校 2 名出場 

 

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 

   山岳遭難発生状況（11 月 21 日現在：県警地域課提供） 

件 数：６６件（＋１７）遭難者数８５人（＋２６）うち死者４人（－１）負傷者２９人（＋７）  

 ←（ ）は前年同期比 

態様別：道迷い４４、滑・転落２１、疲労１０、転倒２、病気２、その他１ 

場所別：鈴鹿山系４２、台高山系５、その他１９ 

年齢別：１０歳未満（２）、１０歳代（１）、２０歳代（１０）、３０歳代（１２）、４０歳代

（１１）、５０歳代（１１）、６０歳代（１８）、７０歳代（１８）、８０歳以上（２） 

住所別：三重４１、愛知２７、福島１、東京１、岐阜２、滋賀２、京都３、大阪５、奈良３ 

②鈴鹿山系連絡協議会 

 (報告） 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 

  来シーズンは入山協力金本格運用開始か？今年度後半の理事会(12/25)で決定！ 

 ◯24 日で桃ノ木小屋 今シーズン終了、30 日大台ケ原スカイライン 冬季閉鎖    

④その他関係団体 

 特になし 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

 12/21-22 高校選抜クライミング選手権 

 2020/02/15-16 氷雪技術研修会（大山：指導委） 
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4. 加盟団体より 

特になし 

 

■ 12月度理事会  12月 19 日（木）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第  研修室   

・理事会事項書原稿の報告は１２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  
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【遭難対策委員会関係】

会議
期　日 事　業　名 場　所 摘　要

10月開催は無し

10月開催は無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10/13（日） 登攀研修会 御在所　前尾根 8名参加
10/20（日） 登攀研修会 御在所　前尾根 6名参加
10/27（日） 登攀研修会 御在所　藤内壁　一の壁 6名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10/23（水） 道迷い遭難　捜索救助　男性1名 白石　三国谷 6名参加
10/26（土） 多志田山遭難者　慰霊　 藤原岳多志田谷 4名+遺族1名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10/17（木） 高山赤十字との共同APRS修理完了 岐阜県上宝村
10/20（日） 高山赤十字との共同APRS設置 岐阜県上宝村 1名参加
10/29（火） 高山赤十字との共同APRS設置完了 岐阜県上宝村 1名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10/13（日） 登山道整備 御在所岳　中道 3名参加
10/1４（月・祝） 登山道整備 御在所岳　中道 3名参加
10/20（日） 登山道整備 御在所岳　中道 3名参加
10/21（月） 登山道整備 御在所岳　中道 2名参加
10/22（火） 登山道整備 木和田尾根 1名参加
10/27（日） 登山道整備 御在所　藤内壁　一の壁 6名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10/26（土） 多志田山遭難者　慰霊　 藤原岳多志田谷 4名+遺族1名参加

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
10月報告事項無し

11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 いなべ市登山地図刊行支援

他団体主催研修会、会議

救助専門部・捜索専門部　

研修会

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）
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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） 

 11/2(土) 例会 蓬莱山 11 名参加 

 11/3(日) 例会 T 字尾根から御池岳21 名参加 

 11/9(土) 岳連啓発活動 藤原岳 大貝戸口 5 名参加 

       例会 堀坂山  観音 11 名参加 

 11/16(土) 例会 仙ケ岳～宮指路岳 15 名参加 

 11/23(土) 例会 岩ヶ峰、釈迦ヶ岳、段木尾根 20 名参加 

 11/24(日) 例会 三森山(1101m)・水晶山(958m)と岩村城址 18 名参加 

 (予定)    

 12/1(日) 例会 朝明よりハライドピストン  

 12/8(日) 例会 お金明神  

② 東芝山岳会三重支部  

（報告） 

 10/27 みえスポフェス 2019 山岳 紀北町周辺 参加 17 名 

 11/3 例会山行 野登山・仙ケ岳 参加 11 名 

 11/5 四日市市羽津北小学校登山支援 御在所裏道 児童 85 名、支援者 12 名 

 11/6 四日市市中央北小学校登山支援 御在所裏道 児童 18 名、支援者 8 名 

 11/7 四日市市保々小学校登山支援 御在所裏道 児童 65 名、支援者 13 名 

 11/9 秋の啓発活動 御在所周辺など 参加 12 名 

 11/9 第 8 回鈴鹿山系連絡協議会 菰野町町民センター 参加 3 名 

 11/10 少年少女登山教室支援 宇賀渓・砂山 参加 6 名 

 (予定)  

 12/1 熊野オールドトレイル支援 熊野市 6 名支援予定 

 12/7-8 記念山行と忘年会 御在所・湯の山ロッジ 

③ 五目山岳会  

（報告） 

 10/19 ベーシック塾実習登山兼コーチ研修 鈴鹿峠自然の家 受講生 2 名,ｽﾀｯﾌ 5 名参加 

 10/20 かもしかﾏﾗｿﾝ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ体験会支援 菰野町役場 2 名参加 

 10/27 ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ山岳(兼 10 月例会) 紀北町 天狗倉山 22 名参加 

 11/9 安全登山啓発活動＆登山道清掃 鈴鹿 宇賀渓,竜ヶ岳 13 名参加 

 11/10 クライミング体験会支援 菰野町朝上地区 2 名参加 

 11/9～10 一般登山 伊豆 天城山,箱根 金時山 4 名参加 

 (予定)  

 11/17 11 月例会 一般登山 大峰 八経ヶ岳  

 11/30 一般登山 三河 岩古谷山  

 12/14 12 月例会 一般登山 鈴鹿 イブネ・クラシ  
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 12/14 2019 年山行反省会 鈴鹿 藤内小屋 

④ 菰野山岳会 

⑤朝明アルパインクラブ 

 (報告) 

10 月 27 日(日)前尾根登攀研修 

10 月 2７日(日宮妻峡整備 

11 月 01 日(木)金山ロボットメンテナンス&鳩羽峰、根の平周回コース 

11 月 03 日(日)南雨乞岳―雨乞岳―東雨乞岳 

11 月 10 日(日)銚子ヶ口 

11 月 14 日(木)自然保護強化月間ゴミ拾い IN 釈迦ヶ岳 

⑥鈴鹿アルパインクラブ 

⑦ 鈴鹿山岳会 

（報告） 

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） 

 (予定)  

11/17(日) 月例山行 牛草山・温坊 南伊勢町 

11/24(日) 月例山行 入道ヶ岳清掃登山 

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） 

 10 月 5 日     例会山行 宮指路岳      6 名 

 10 月 19 日     例会山行 鶏冠山      中止 

 10 月 27 日     みえスポ 天狗倉山・便石山  6 名 

 11 月 2 日     例会山行 御池岳        ４名 

 11 月 9 日     例会山行 綿向山       7 名 

 (予定)  

 11 月 16 日     例会山行 岩屋口山       4 名予定 

 11 月 23 日      例会山行 仙ケ岳        7 名予定 

 12 月 7 日     例会山行 網掛山        5 名予定 

⑨ひさい山岳会  

（報告） 

 10/19～20 例会山行蓼科山 長野県 参加者 8 名 

 10/27 三重スポーツフェスティバル 紀北町 参加者 8 名 

 11/2 例会山行ナメラ山・岩屋口山 松阪市 参加者 9 名 

 11/9 安全登山と自然保護啓発活動 経ヶ峰平尾登山口 参加者 7 名 
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 11/6 11 月例会 立成公民館 参加者 17 名 

 (予定)  

 11/7 例会山行天狗堂 滋賀県永源寺 参加者 16 名予定 

 12/1 例会山行網掛山 大紀町 参加者 12 名予定 

 12/14～15  例会山行一族山・子の泊山  熊野市  参加者 14 名予定 

⑩松阪山岳会    

（報告） 

 11/9 安全登山と自然保護啓発活動 掘坂山・森林公園 2 名参加 

 11/10 例会山行 学能堂山 17 名参加 

 11/17 例会山行 入道ヶ岳 20 名参加 

 11/24 松阪市民ハイキング 関の観音山と宿場町散策  

 (予定)  

 12/1 例会山行 網掛山  

 12/8 例会山行 忘年登山・オハイ（九鬼 

⑪大台山倶楽部  

（報告） 

 10/19（土) インドア・ボルダ 明和町 1 名参加（他会 1 名参加） 

 10/26（土)～27（日） 国体 PR イベント支援 菰野町 3 名参加 

 11/2（土) 御在所岳、藤内壁・ロック 菰野町 3 名参加 

 11/2（土) 例会 大台町 4 名参加 

 11/9（土) 安全登山啓発活動（大杉谷登山センター） 大台町 2 名参加 

 11/9（土)～10（日） 国体 PR イベント支援 大台町 5 名参加（他会 4 名参加） 

 11/13（水) 堀坂山 松阪市 1 名参加（他会 2 名参加） 

 (予定)  

 11/15（金)～16（土） 大日ヶ岳 岐阜県郡上市  

 12/7（土) 例会 大台町  

⑫ 三重大学ＷＶ部  

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 




