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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 11回（2月）理事会議事録 

 日時 令和 2年 2月 26日（水）19：00～20：50  場所 鈴鹿市文化会館第 5研修室 

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

黒田、稲垣、木村、(代)土井根、諸岡、小寺光紀、島田、赤塚、水谷勉、杜多、辻本、原、(代)小林 28名、

委任 3名、欠席 4名 

1. 会長挨拶、報告事項等 

お仕事お疲れの中 御出席ありがとうございます。今年度の理事会もあと二回の開催となりました。本年度中に締める

事案につきましては纏めお願いいたします。又次年度に向けての活動 立案の検討も併せよろしくお願いいたします。 

 

2. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告) 

 1/30・2/20 スポーツフェスティバル山岳実行委員会＆ベーシック委員会 

 スポーツフェスティバル山岳 

① 会場 入道ヶ岳  

② コース 椿神社 P～北尾根 or二本松尾根 or井戸谷～山頂 

③ 幹事団体 鈴鹿山岳会 

④ 日程案 9/27(日) 

⑤ 今後のスポフェス担当者 

基本的に、持ち回りの山岳会とする ※２０２０年度→鈴鹿山岳会 

⑥ 担当者が担当山岳会のため、都度、負担も多いため、連盟役員等が業務分担して協力体制を強化して臨

む。 

 山登りベーシック塾 ２０２０ 

① 講習形式・受講料 

知識講習 4回、実技講習 1回（知識講習受講者のみ） 

 講義受講料 4000円+テキスト代 1000円(第 1回講義にて全額徴収、欠席等の返金なし) 

 実技講習 1000円（実施日徴収） 

② 募集人員及び開催場所 

四日市文化会館、三重県総合文化センター 各会場共 80 名 

実技講習 亀山・高畑山(予定) 

③ 申込方法 

5月 7日(木)から 6月 5 日(金）までにWeb・FAX・郵送（但し、定員に達し次第締切） 

実技講習について 知識講習時に受付 

④ 講義日程 
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 四日市市文化会館 

第 3 ホール 

県総合文化センタ

ーセミナー室Ａ 

 講義テーマ 

第 1回（6月） 6月 18日（木） 6月 25日（木）  登山の基本(魅力、リスク、計画、装備) 

第 2回（7月） 7月 16日（木） 7月 30日（木）  登山の行動(歩行、危急時対応) 

第 3回（8月） 8月 27日（木） 8月 20日（木）  山の気象・自然保護 

第 4回（9月） 9月 17日（木） 9月 24日（木）  読図とナビゲーション 

実技講習 10/24(土) 予備日：10/25(日)  

 

初心者対象積雪期登山研修 

1月 25日下見実施。2月 2 日積雪が無く、中止。 

今後も積雪が見込めない為、今年度は中止とする。代替えとして、研修会ではありませんが、3/20～3/21 野伏

ヶ岳テント泊で親睦登山(各会ごとの現地集合・解散)を計画中。（2/26政府要請を鑑み中止します） 

日本スポーツ協会 コーチ１養成・検定（冬山編） 

2月 1日～2日 筆記試験、一般登山実技研修（ハライド）実施。冬山実技研修は積雪不足により延期。 

(予定) 

 2/24(祝)及び 2/29(土) 日本スポーツ協会 コーチ１養成講習（冬山編） 

 3/12(木) スポーツフェスティバル山岳実行委員会＆ベーシック委員会 菰野町・尾高 

(依頼事項) 

 ベーシック委員募集 

ベーシック塾のお手伝いをしていただける方を各会から（できれば一人以上）、募集します。 ※指導委員資格無く

ても可能です。 ３月理事会までに指導委員長まで連絡お願いします。 

（業務）企画、資料印刷、会場での受付や補助作業他  

 

■遭難対策委員会  

（報告）（予定） 【別 紙】 

 

■自然保護委員会    

（報告） 

  指導員任期更新者有り（該当者（会）へ連絡済み、新規登録も歓迎します） 

 (予定)  

  特になし 

   

【競技部】  

 (報告） 

 02/09 みえこどもの城 第 15回クライミング選手権 

 02/08-09 スポーツクライミング第 15回ボルダリングジャパンカップ 渡部桂太 10位 

  ◯ボルダリング 2020年度スポーツクライミング国際大会派遣選手  渡部 桂太選出 

 02/22 スピードジャパンカップ （審判）戸田 
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 (予定) 

 03/28-29 令和 2年度東海スポーツクライミングコンペ（兼：東海地区国体合同予選会） 

  ・リード競技 3/28 安八スカイウォール ・ボルダリング競技 3/29 ぴなくる２ 栄 

 07/18-19(予定) 東海ブロック大会（愛知）日程を含め、調整中 

 

■山岳スキー競技 

  

【総務部】 

 (報告） 

  02/15 登山普及情報交換会 加藤理事長出席 来年度より JMSCA主催の少年少女の普及イベントはしない。 

  各県でのイベントは引き続きしてほしいとの要請 

  02/16 全国理事長会議 加藤理事長出席 

 ワールドカップ絡みの件、IFSC との東京五輪代表選考に関する件等の報告 

（予定） 

  年時総会 ：4月 11日（土曜日） 津市・大川学園 5階大会議室 

 

◯三重とこわか国体標章およびマスコット使用に関する報告のお願い 

 総務部にて取りまとめのうえ、年度末に大会実行委員会へ報告させて頂きますのでご連絡ください。・・・期限 3/19 

 三重県 HP 『とこまる等の使用について』 http://www.pref.mie.lg.jp/KOKUTAI/HP/m0011800066.htm 

 

◯来年度の総会について 【別紙：総会資料（案）1月度理事会配布済】 

加盟団体登録会員届について 

メール： [三重岳連］2019019：令和2年度の加盟団体登録会員届の提出について（1/30配信）の通り、

提出期限（3/15）までに返信お願いします。  

 

■財務委員会 

  財務状況推移について、報告します。（詳細回覧） 

 

■事務・広報担当 

   特になし 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

 (報告)   

  国体 PR クライミング体験会 02/22(土) 鈴鹿青少年センター  新型コロナウイルス感染症対策のため、中止。 

 (予定) 

2021/06/04-06    三重国体リハーサル大会 

2021/09/30-10/03 三重国体スポーツクライミング競技 

http://www.pref.mie.lg.jp/KOKUTAI/HP/m0011800066.htm
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 ◯公務員調査について、菰野町より県に報告済み（総勢 20名）今後の追加、変更等あれば逐次報告ください。 

 ◯岳連内実行委員会について、各会選出委員の紹介。 

（承認事項） 

 ◯岳連内実行委員会発足について 

  実行委員会を立ち上げ、早急に役員の決定が必要。4月中に開催したい。（承認） 

 ◯各会の総会日程のご報告依頼について 

現状、役員名の県への報告を待っていただいているが、(運営経費算出等の関係で)5月中には確定が必要。参

加者調査の前に、加盟会員へのスポーツクライミング競技内容と運営役員の任務説明を行うことで多くの参加をお

願いしたい。そこで、多くの会員が集まる各団体の総会時に国体担当理事が説明へ伺いたく、日程の報告を依頼

します。（総会が無理な場合等、個別相談します）（承認）事務局まで報告のこと。 

 

【高体連登山部】 

 (予定) 

 02/27(木) 安全登山顧問研修会 

 03/14-15 新人大会 四日市・少年自然の家 雲母峰登山 

 03/21-22 東海総体審判委員の下見 

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 

（予定） 

 4/18(土) 春の「安全登山と自然保護」啓発活動 各地区主要登山口 

②鈴鹿山系連絡協議会 

 

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） 

  2/18(火)  大台ケ原の利用に関する協議会 奈良県労働会館 

   27の構成機関の代表として出席。令和元年度の実績並びに令和二年度の活動内容の提案がありました。 

   開山期間は 4月 18日より 11月 30日まで（ただし天候状況に依っては早まることもあり）   

上北山村の新規活動取り組みとして冬季入山可否を検討中の件で説明あり（今月 4回 大台ケ原登録ガイド

を主体にモニターツアーを実施中）     

（予定） 

  4/9(木)-4/10(金) 大杉谷登山道パトロール 桃ノ木小屋 1泊 

   登山道の点検と整備 つり橋の安全点検 緊急時の通報救助体制他 

   協力いただける方は根本まで連絡ください。 

  4/17(金) 大杉谷オープンセレモニー 登山センター前広場 10：00～ 

    終了後、センター理事会 

 ◯大杉谷の 2020年度登山期間 4/17～11/30 入山協力金徴収開始、ご協力をお願いいたします。 
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④その他関係団体 

 (三重県警察) 

 02/25 山岳遭難救助研修会 県警察学校 岳連より 2名参加 

 02/26 御在所山頂付近で救助訓練 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

 03/07-03/08 リード・ジャパンカップ 開催延期。 

 03/20-03/22 リードユース日本選手権印西大会 開催延期。 

4. 加盟団体より 

理事会の開催日について（津峠の会より） 

会場の都合がありますが、例として毎月第◯・✕曜日と固定して開催できないか。 

異議なし。 原則、第４水曜日を開催日とする。（５月開催より） 

 

 

5. その他 

○次年度岳連役員改正について（会長より） 

  正式には総会で承認となりますが、現三役で来年度も継続し、三重国体に向けて体制を整えていきたい 

 

◯遭難対策委員会の発展的解散を提案（会長より） 

 会計についての状況、今年度の活動状況、今後の警察からの要請について説明。 

特に、捜索救助活動や登山道整備について、委員の高齢化問題（病気）、作業中の事故（救急搬送事案の

報告もなし）等で万一の責任の所在は長である会長にあることを懸念。 

これまでの活動実績は評価しますが、初期の目的は達成と判断し、原点に戻って連盟会員相互互助の活動に特

化すべきと考え、今年度で発展的解散を提案します 

(遭対副委員長） 

連盟会員相互互助の活動に戻そうという意向については賛成、了承します。遭対の主だった委員の意見の集約も

できているので、進めてください。 

 （会長）今後、遭難対策委員会の規約見直し、備品の整理をしていきたい 

   ・ 

 

 

■ 3月度理事会  3月 18 日（ 水 ）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について 各部・委員会、関連団体等の報告・依頼事項は 3/10 までにお願いします。 

  各所属団体の報告は 3月 15日締切日までに送信してください。(要望等ある場合は 3/10 までに) 



【遭難対策委員会関係】

会議
期　日 事　業　名 場　所 摘　要

1/25（土） 役員会 松之舎

1月開催は無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
1/19（日） 冬山技術セミナー 本谷、３ルンゼ
1/26（日） 冬山技術セミナー ３ルンゼ、αルンゼ

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
1月報告事項無し

1月報告事項無し

1月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
1月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
1/11（土） 登山道整備

宮妻峡カズラ谷登山道整
備

6名参加
1/13（月・祝） 登山道整備

宮妻峡カズラ谷登山道整
備

1名参加
1/18（土） 登山道整備

宮妻峡カズラ谷登山道整
備

2名参加
1/25（土） 道標設置

宮妻峡カズラ谷登山道整
備

6名参加

1月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
1月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
1月報告事項無し

2月予定
登攀研修会・冬山技術セミナーの開催
登山道整備の実施 孫太尾
登山地図刊行支援 いなべ市登山地図（25,000分の1地形図ベース　令和2年3月刊行予定）
役員会開催

他団体主催研修会、会議

救助専門部・捜索専門部　

研修会

表彰

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（　回、　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)  

2/1  (土) 例会 樹氷の高見山  参加 13名 

2/15(土） 例会 霧氷の三峰山  参加 12名 

2/16(日) 総会  桑名市メディアライブ 

(予定)  

3/20～21 例会 熊野古道 八鬼山他  

3 月 22日 例会 風越山   

 

② 東芝山岳会三重支部  

(報告)  

2/15 例会山行 多度山トレイル 12名参加 

(予定)  

2/28 大台ヶ原冬季モニターツアー 上北山村 7名参加予定 

3/7 例会山行 未定  

3/7 総会 朝明山の家  

3/20-22 春山合宿 野伏ケ岳・薙刀山 

   

③ 五目山岳会  

(報告)  

1/18～19 JMSCA C級審判員認定研修 愛知 豊川高校 3名参加 

1/25 初心者対象積雪期登山研修下見 鈴鹿 藤内沢 1名参加 

1/25～26 1月例会 一般登山 台高 高見山 8名参加 

2/1～2 日本ｽﾎﾟｰﾂ協会 ｺｰﾁ 1養成･検定 鈴鹿 ﾊﾄ峰,ﾊﾗｲﾄﾞ 4名参加 

2/8 一般登山 木曽 富士見台 5名参加 

2/15 2月例会 一般登山 西濃 伊吹山 10名参加 

(予定)    

2/22～23 一般登山 ﾃﾚﾏｰｸｽｷｰ講習会 北八ヶ岳 縞枯山荘  

2/24or29 日本ｽﾎﾟｰﾂ協会 ｺｰﾁ 1養成･冬山研修 鈴鹿 藤内沢 

 

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 
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⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告) 

1/19(日) 月例山行 綿向山 樹氷まつりに会員 19名同行。 

(予定) 

2/16(日) 月例山行 龍仙山（南伊勢町） 

2/16(日)-19(水) スキーツアー 白馬五竜 

3/1(日)  月例山行 伊吹山 CL:飯場 

4/19(日) 年次総会 

 

⑧ 津峠の会    

(報告) 

1 月 24日  熊野古道 伊勢市から田丸    雨天中止 

2 月 2日   例会山行 姫越山        2名参加 

2 月 7日   熊野古道 田丸から栃原      5名参加予定  

(予定) 

2 月 15日  例会山行 国束山        4名参加予定 

2 月 21日  熊野古道 栃原から三瀬谷    3名参加予定 

2 月 29日   熊野古道 伊勢から田丸     3名参加予定 

⑨ひさい山岳会    

(報告)  

1/19 例会山行高見山 台高山系 参加者 10名 

2/2 例会山行交野山・国見山 大阪府交野市 参加者 11名 

2/15～16 例会山行北横岳 北八ヶ岳 参加者 5名 

2/5 2月例会 立成公民館 参加者 15名 

(予定)  

3/1 例会山行姫越山 南伊勢町町 参加者 13名予定 

3/15 例会山行百々ヶ峰 岐阜市 参加者 8名予定 

 

⑩松阪山岳会    

(報告)  

2/2 岳連積雪期登山研修 御在所岳周辺 9名参加予定 中止 

2/9 例会山行 高見山 24名参加 

2/12～13 例会スキー研修 白鳥高原 9名参加 

 (予定)    

 3/1 例会山行  大日ヶ岳  

 3/15 例会山行 局ヶ頂 

 

⑪大台山倶楽部   
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(報告) 

1/16（木) 三峰山 松阪市 1名参加（他会 2名参加） 

1/17（金) インドア・ボルダ 四日市 1名参加（他会 1名参加） 

1/18（土) SC審判員講習会 愛知県豊川市 1名参加 

1/19（日) 三峰山 松阪市 1名参加（他会 1名参加） 

1/19（日) 総門山ボルダリング 大台町 1名参加（他会 1名参加） 

1/25（土) インドア・ボルダ 明和町 1名参加（他会 1名参加） 

1/26（日) 三峰山 松阪市 1名参加（他会 2名参加） 

1/27（月) 御在所岳 菰野町 1名参加（他会 1名参加） 

1/29（水) 稲村ヶ岳 奈良県天川村 1名参加（他会 1名参加） 

 注意、稲村小屋の水源付近に熊の出没痕跡多数有り。   

1/30（木) 御在所岳 菰野町 1名参加（他会 2名参加） 

2/1（土) 例会 大台町 4名参加 

2/2（日) 明神平 松阪市 1名 

2/8（土) 綿向山 滋賀県日野町 1名参加（他会 1名参加） 

2/11（火) 三峰山 松阪市 1名 

2/11（火) パラグライダー事故救助活動 熊野市紀和町 2名参加（他会 2名参加） 

(予定)  

2/15～2/16 八ヶ岳 長野県  

2/28（金) 御在所岳藤内壁ロック 菰野町  

3/7（土) 例会 大台町 

 

⑫ 三重大学ＷＶ部  

(報告)  特になし 

(予定) 

3/10 交流登山 比叡山  三重大 5名、愛教大 10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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