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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 12回（3月）理事会議事録 

 日時 令和 2年 3月 18日（水）19：00～19：40  場所 鈴鹿市文化会館第 5研修室 

（出席）根本、西、萩、加藤、草川、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、赤塚、水谷勉、渡辺 22名、委任 7名、欠席 6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。今年度の理事会も最終の開催となりました。新型コロナウイルスで

世間騒いでおりますので、事項書に基づいてなるべく早く終了できるようご協力お願いします。 

2. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会  

（報告） 

 2/24(祝) 日本スポーツ協会 コーチ１養成・検定（冬山編）竜ヶ岳 

 3/12 スポーツフェスティバル山岳実行委員会＆ベーシック委員会開催 10名参加 

 「スポーツフェスティバル山岳」  

会場 入道ヶ岳  幹事団体 鈴鹿山岳会 

日程 9月 27日（日）  5月には実施要項を作成し、6月～募集開始予定 

 「山登りベーシック塾 ２０２０」 【詳細別紙あり】 

 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 

第 1回（6月） 

第 2回（7月） 

第 3回（8月） 

第 4回（9月） 

6月 18日（木） 

7月 16日（木） 

8月 27日（木） 

9月 17日（木） 

6月 25日（木） 

7月 30日（木） 

8月 20日（木） 

9月 24日（木） 

 （予定） 

  4/7(水) 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  19：00～ 於）オダカ 

 

■遭難対策委員会  

 （報告）（予定） 【別 紙】 

 

■自然保護委員会    

 （報告） (予定) 特になし  

  

 【競技部】  

  (報告）特になし 

  (予定) 
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  05/23-24(日程変更) 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 5/23 安八スカイウォール ・ボルダリング競技 5/24 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 

（報告） 

  12/18-19 ＩＳＭＦワールドカップ第 1戦（フランス・オッソワ）  

 インディビジュアル 途中棄権、スプリント 55位 

  01/20 ワールドウィンターマスターズゲームズ（オーストリア・インスブルック）  

 インディビジュアル 15位 

  01/25-26 ＪＭＳＣＡ公認 ヤマボクＳｋｉｍｏ  

 バーティカル 準優勝、スプリント 4位、インディビジュアル 4位 

  02/15 ＪＭＳＣＡ公認 ＭＩＬＬＥＴ杯 パラダナイトＳｋｉｍｏレース  

 インディディビジュアル 4位 

※エントリー予定だった 2 月のＩＳＭＦワールドカップ第 4 戦（中国）、ＩＳＭＦアジアカップ（韓国）はコロナ

ウイルスの影響で中止 

（予定） 

 04/04-05 ＪＭＳＣＡ公認 日本選手権大会（長野・栂池） 

 04/12  ＪＭＳＣＡ公認 白馬八方スーパーバーティカル大会（長野・白馬） 

  ※現時点では両大会ともに開催で準備中。 

 

【総務部】 

（予定） 

  04/11(土) 年次総会 津市・大川学園 5 階大会議室 10：00～ （理事会：9：00～） 

    ＜資料等準備事項＞ 

⑫加盟団体年次登録名簿提出期限：3/15（規約第 26条） 

 （各加盟団体⇒事務担当） ※3/16現在、4団体未提出 

 ⑬総会名簿作成：3/23（事務担当） 

⑭総会案内・委任状発送：3/23-27頃（事務担当） 

⑮資料提出：3/29（各委員長⇒総務部長） ※3/14各委員長にメール依頼済み 

⑯事業報告・決算・会計監査・予算案・事業計画案など最終確認会議：日程未定（三役・各委員長） 

⑰編集 

⑱印刷：4/7(火)  

   04/18(土) 春の「安全登山と自然保護」啓発活動 （三重県山岳遭難防止対策連絡協議会の項の通り） 

 

■財務委員会 

   財務状況推移について報告。 

■事務・広報担当 
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   特になし 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

 (報告)   

  03/13 岳連常任委員会 

   ・加盟団体への説明会の日時・依頼内容の確認 

   ・リハーサル大会開催経費調査について 

 (予定) 

  04/15(水) 岳連実行委員会 19：00～ 鈴鹿市文化会館第４研修室  

    ・加盟団体の実行委員の方、出席をお願いします。 

 2021/06/04-06   三重国体リハーサル大会 

 2021/09/30-10/3 三重国体スポーツクライミング競技 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

 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 中止。 

 (予定) 

 03/21-22 東海総体審判委員の下見 高畑山、鈴鹿峠自然の家 

 

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 【実施要項：別紙】 

2019年度は前年と比べ大幅な遭難事故件数があり、県警でも危惧している。コロナウイルスの影響でのイベント

自粛には該当しないとの県の回答もあり、趣旨を鑑みながら実施を決定。ご協力お願いします。 

 ・アンケート用紙、資料等は 4月の理事会で各担当会へ配布。 

②鈴鹿山系連絡協議会 

   4/18(土) 啓発活動 鈴鹿山系・武平峠 滋賀岳連実施 

③大杉谷登山センター https://www.oosugidani.jp/ 

（予定） 

 3/25(水)  2019年度最終理事会 根本出席 

 4/9(木)-4/9(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 岳連より根本、他１名参加 

   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 

https://www.oosugidani.jp/




【遭難対策委員会関係】

会議
期　日 事　業　名 場　所 摘　要

3/06（金） 役員会 菰野第二区公民館

1月開催は無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
2/9（日） 冬山技術セミナー 御在所岳　３ルンゼ
2/23、24（日、月） 冬山技術セミナー 御池岳 兼慰霊18名参加
3/8（日） 冬山技術セミナー 雨天中止

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
2月報告事項無し

2月報告事項無し

2月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
2月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
2/2（日） 登山道調査 孫太尾 11名参加
2/9（日） 登山道整備 孫太尾 2名参加
2/15（土） 登山道整備 孫太尾 3名参加
2/23（日） 登山道整備 孫太尾 5名参加
3/1（日） 登山道整備 孫太尾 6名参加
3/7（土） 登山道整備 孫太尾 9名参加
3/12（木） 登山道整備 孫太尾 4名参加
3/15（日） 登山道整備 孫太尾 8名参加

2月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
2月報告事項無し

期　日 事　業　名 場　所 摘　要
2月報告事項無し

3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）
総会開催

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）

他団体主催研修会、会議

救助専門部・捜索専門部　

研修会



 

「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・関西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 － 

 

■２０２０年度の実施計画 

 

  ○春の啓発活動：２０２０年４月１８日（土曜日）少雨決行！ 

                                     強雨中止！ 

＊実施要項は（次頁）をご参照ください。 

 

 

鈴鹿山系連絡協議会 各府県山岳連盟      

 愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県       

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県       

               

 

【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 副会長 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 

会長   根本 幹雄   

 

【三重県側連絡事務担当】             

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 

理事長  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 

mailto:m-kato@m6.cty-net.ne.jp


 

「安全登山と自然保護啓発活動」 実施要項 

■実施日程 

   ２０２０年４月１８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・スポーツクライミング連盟で準備します。 

■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 

藤原岳大貝戸休憩所 

いなべ市内関係機関 

（幹事会）山岳同好会やまびと 

竜ケ岳 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・長石谷登山口 

鎌ケ岳、入道ケ岳 

 

 

仙ケ岳 

（亀山市安坂山町） 

四日市市水沢町 

宮妻峡駐車場 

 

石水渓 

（石谷川林道終点） 

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 

 

三重かもしか登山クラブ 

中
勢
地
域 

経ケ峰 津市安濃町 

 平尾登山口駐車場 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 

大台町関係機関、大杉谷登山センター 

（幹事会）大台山倶楽部 

以上 
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 ◯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。 

  大台ヶ原の利用に関する協議会 

（予定） 

  5/17(日) 第 7回大台ヶ原マラソン in かみきた 

 ◯宿泊施設 フォレストかみきた（上北山村）同時オープン 

 ・村民人口 500名足らずの村で村活性化にむけた行事開催されます。ぜひ、皆さんで訪問ください。 

④その他関係団体 

  大阪府岳連 4/12(日) 大阪府チャレンジ登山大会（ダイトレ）  

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

 04/11-04/12（日程変更） リード・ジャパンカップ 加須  松尾、戸田審判で参加 

 05/03-05/04（日程・場所変更） リードユース日本選手権倉吉大会 

 05/05-05/06 ボルダリングユース日本選手権倉吉大会 

 05/16-05/17 コンバインドジャパンカップ 盛岡 

4. 加盟団体より 

特になし 

5. その他 

◯総会の決議事項について 

①次年度岳連役員改選について(規約第 13条) 会長、副会長、監事 推薦の承認 

・会長 根本幹雄(東芝山岳会三重支部) 

・副会長 萩真生（三重かもしかクラブ）・太田宏史(東芝山岳会三重支部)・西和典（高体連登山部） 

異議なく、拍手をもって承認される。 

・監事については、今年度の監査終了時に選任、4月理事会で推薦。 

 

②遭難対策委員会解散提案の件について 

 (遭対副委員長）遭対の方より提起します。3/6の遭対役員会で解散を決議。3月中に遭対総会を開催し、

そこで解散をして清算をします。その結果をもって(4月理事会で報告)総会に解散を提案。 

その後の委員会のあり方については岳連に委ねる。 

 

■ 4月度理事会  4月 11 日（ 土 ）09：00～  大川学園 ５F大会議室  

・部・委員会等からの報告・諸連絡、依頼・審議事項等及び加盟団体からの要望等の原稿は 4月 5日までに

送信してください。加盟団体からの報告は 4月 15日締切日までに送信してください。 

 

5月度理事会  5月 27 日（第４水曜日）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第 5 研修室 

6月度理事会  6月 24 日（第４水曜日）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第 5 研修室 

https://oodaigahara-marathon.jimdofree.com/
http://forest-kamikita.com/
http://sangaku-osaka.com/tokubetu/20/daitore/0412.html
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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)  

 特になし  

(予定)  

 3/20～21（祝～土） 例会 熊野古道 八鬼山他  

 3/22(日） 例会 風越山  

 ４月４日(土） 例会 継鹿尾山、鳩吹山  

 ４月５日（日） 例会 鈴鹿峠～安楽越  

 ４月１１日(土) 例会 蜻蛉の滝から歩く吉野山  

 ４月１２日(日） 例会 石津御岳～多度山縦走  

 ４月１８日（土） 例会 南鈴鹿縦走（油日岳～鈴鹿峠）  

 ４月１９日(日） 例会 舟伏山(岐阜県）  

 ４月 25日（土） 例会 高取城散策（日本三大山城）  

 ４月２９日（水・祝） 例会 御池岳Ｔ字尾根  

② 東芝山岳会三重支部  

(報告)  

 2/28大台ヶ原冬季モニターツアー 上北山村 7名参加 

 3/7 例会山行 朝明－ブナ清水-ハライド 中止 

 3/7 総会 朝明山の家 延期 

(予定)  

 3/20-22 春山合宿 野伏ケ岳・薙刀山 中止 

③ 五目山岳会  

(報告)  

 2/22 一般登山 ｽｷｰﾊｲｸ 奥美濃 白鳥 3名参加 

 2/24 日本ｽﾎﾟｰﾂ協会 ｺｰﾁ 1養成･冬山研修 鈴鹿 竜ヶ岳 4名参加 

 3/15  一般登山 鈴鹿 藤原岳 4名参加 

(予定)    

 3/21  一般登山 東三河 石巻山  

 4/11  総会 菰野 町民会館  

 4/12  月例会 一般登山 鈴鹿 日本ｺﾊﾞ 

④ 菰野山岳会 

⑤朝明アルパインクラブ 

 (報告)  

02/06 三池岳・八風峠 

02/09 南尾根－小雀の頭―錫杖岳縦走 

02/09 本谷、３ルンゼ、冬山研修セミナー 
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02/16 遠征・鍋蓋山 

02/15・03/01 孫太尾登山道整備 

02/23 入道が岳、イワクラ尾根 

02/20-02/25 ニセコアンヌプリイワオヌプリ、バックカントリースキー 

  03/05 入道が岳、井戸谷、二本松 

(予定） 

 03/20-22 冬山研修セミナー、西穂独標 

 03/22 孫太尾根―藤原岳―木和田尾 

 毎週土日は登山道整備（孫太尾整備） 

⑥鈴鹿アルパインクラブ 

⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告) 

 2/16(日) 月例山行 龍仙山（南伊勢町） 14名参加予定。雨天中止 

 2/16(日)-19(水) スキーツアー 白馬五竜 5名+途中 3名参加 

 3/1 (日) 月例山行 伊吹山  9名参加 

(予定) 

 4/12(日) 月例山行 入道ヶ岳  

 4/19(日) 年次総会  

 4/26(日) 月例山行 鈴鹿山系・県境縦走(武平峠~宮指路岳)  

 5/2(土)-4(月) 春山山行 北アルプス・蝶ヶ岳  

⑧ 津峠の会    

(報告) 

 2月 15日 例会山行 国束山 5名参加 

 2月 21日 熊野古道 栃原から三瀬谷 6名参加 

 2月 29日 熊野古道 伊勢から田丸 雨天中止 

 3月  7日 創立記念山行 経ヶ峰  5名参加 

(予定) 

 3月 14日 熊野古道 三瀬谷から阿曽 4名参加予定 

 3月 21日 例会山行 子の泊山 4名参加予定 

 3月 27日 熊野古道 相賀から尾鷲 5名参加予定 

⑨ひさい山岳会    

(報告)  

 3/1  例会山行姫越山 南伊勢町町 参加者 19名 

 3/15  例会山行局ヶ岳 松阪市 参加者 11名 

 3/4  3月例会 立成公民館 参加者 15名 

(予定)  

 4/4  例会山行 藤原岳 いなべ市藤原町 参加者 9名予定 

 4/19 例会山行 笙ヶ岳 養老山地 参加者 14名予定 
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⑩松阪山岳会    

(報告)  

 3/1   例会山行（雪山登山）大日ヶ岳 12名参加 

 3/15  例会山行 局ヶ頂  

  (予定)    

  4/5   例会山行 政子・奥草山  

  4/18  松阪森林公園主催「観音岳に登ろう」支援 観音岳  

  4/26  総会・登山セミナー 松阪市産業振興センター  

⑪大台山倶楽部   

  (報告) 

 2/9（日) インドア・ボルダ 明和町 1名参加（他会 1名参加） 

 2/15～2/16 八ヶ岳 長野県 1名参加（他会 2名参加） 

 2/15（土） インドア・ボルダ 明和町 1名参加（他会 1名参加） 

 2/18（火) 子ノ泊山 紀宝町 1名参加（他会 1名参加） 

 2/22（土) 総門山外岩ボルダ 大台町 1名参加（他会 1名参加） 

 2/27（木) 恵那山 岐阜県 1名参加（他会 2名参加） 

 2/28（金) 御在所岳藤内壁ロック 菰野町 1名参加（他会 1名参加） 

 3/1（日) 藤原岳 いなべ市 1名参加（他会 1名参加） 

 3/4（水) 総門山外岩ボルダ 大台町 1名参加（他会 1名参加） 

 3/7（土) 例会 大台町 4名参加 

 3/14（土) 経ヶ峰 津市 2名参加 

  (予定)  

 3/21（土) インドア・ボルダ 名古屋市  

 3/25（水) インドア・ボルダ 名古屋市  

 4/4（土) 例会 大台町  

 4/11（土) 総門山外岩ボルダ 大台町 

⑫ 三重大学ＷＶ部 

  「報告事項なし」 

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 
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