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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和２年度第 2回（5月）理事会事項書 

日時：令和 2年 5月 27日 会場の鈴鹿市文化会館閉館中の為、中止。（4月理事会報告にて周知済み） 

 

1. 会長挨拶 

傘下山岳会の皆様、登山自粛活動にご協力いただきまして誠にありがとうございました！ 

連休中、コロナ感染対策で各地の駐車場は閉鎖したにも関わらず、以下の事案が発生いたしました。 

自粛活動は一旦終了いたしましたが、皆さま、くれぐれもそれぞれの安全対策を万全に登山並びにスポーツクライミングをお楽しみください。 

県並びに菰野町 MMSCA三役の皆様、連休中の登山口調査ありがとうございました。 

 

【情報提供：三重県警察地域部地域課様】 

⭕令和２年 4月 29日～5月 18日までの発生状況４件 5人（うち、死者１人、負傷者２人） 

御在所岳１（転倒）、枳城跡付近（松阪）１（道迷い）、竜が岳１（滑落）、釈迦が岳１（病気） 

⭕令和２年１月１日から 5月 18日１８件 19人（うち、死者３人、行方不明１人（入道が岳）、負傷者１１人） 

※昨年はＧＷが１０連休で頻発しましたが、本年は、ＧＷ前にすでに昨年を大幅に超えていたため、数値上は同じ発生件数となってい

ます。 

（昨年４月 29日～5月 18日まで １０件 18人  （うち、死者０人、負傷者４人）） 

（昨年１月１日から 5月 18日 １８件 27人  （うち、死者０人、負傷者１２人）） 

よって、外出自粛要請が解除され、今後、県外への移動自粛も解除されると考えられるため、本年は、統計史上最多を記録した昨年よ

りも多く発生することが予想されます。 

 

2. 審議事項・提案事項 

特になし 

3. 検討案件 

※以下について、今後役員にて検討していきますが、理事の皆さんのご意見・ご提案も募集いたします。 

   ①遭難対策委員会の新組織について 

   ②4月度理事会（書面表決で可決）で提案された臨時委員会の設置、構成役員の選任をどうするか？ 

 

4. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。 

【登山部】 

■指導委員会  

 (報告) 

○山登りベーシック塾 2020（6~10月） 中止（4月周知済） 
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○日本スポーツ協会 2019年度公認コーチの認定 山岳コーチ 1 三重 6名 

（予定） 

  9/27(日) みえスポーツフェスティバル 2020山岳 入道ヶ岳 ※6月中には、開催可否を決定する方針 

 

■自然保護委員会    

（報告） 特になし 

（予定） 

  7/11(土)-12(日) 森のホタル観察会＆自然観察山行 中止 

 

■遭難対策委員会  

 

 

【競技部】  

 (報告) 

  ○令和元年度 C級審判員養成研修 三重 3名合格 

 (予定) 

  05/23-24 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）中止 

   ※代表選手選考は検討中。 

  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) 

  04/04-05山岳スキー競技日本選手権大会及び 04/12白馬八方バーティカルレース 中止 

 

 

【総務部】 

（報告） 

  04/18(土) 春の「安全登山と自然保護」啓発活動 中止 

 ○個人会員の新年度継続確認について 4/22付けメールで継続確認完了。 

 ○MMSCA規約・規定・様式集 （別紙）令和 2年度総会承認を反映。 

 

■財務 

○加盟団体年会費及び個人登録料の納付のお願い 

 毎年 5月末が納期となっていますので、まだの団体様は振り込みをお願いいたします。 

■事務・広報担当 

 ○加盟団体登録会員届の提出について（4/6 加盟団体連絡先へ依頼メール済） 

   未提出の団体は急ぎ提出をお願いいたします。 
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【特別部会】 

■国民体育大会関連 

 (報告) 

  04/15 国体岳連実行委員会 鈴鹿市文化会館 中止 

 (予定) 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 特になし 

 (予定)   

  5/29(土）-30(日）令和 2年度三重県高等学校総合体育大会 中止 

  6/19(金）-21(日）令和 2年度東海総体（三重） 中止 

  8/20(木）-24(月）全国高等学校総合体育大会登山大会 群馬（みなかみ）中止 

 

 

5. 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 

  新型コロナウイルス感染拡大阻止に向けた緊急事態宣言の解除に伴う山岳スポーツ活動について（5/15） 

 山岳スポーツ愛好者の皆様には、政府からの「緊急事態宣言」及び「三重県緊急事態措置」が発表されている間の山岳スポーツ活動の

自粛について、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 ５月１４日、政府の「緊急事態宣言」の対象区域から三重県が解除されたことから、皆様へ呼びかけていました山岳スポーツの自粛のお

願いを終了させていただきます。 

 今後は、５月１５日に三重県から発出された「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』」の中で示されている感染防

止対策の徹底や都道府県間移動の自粛などをふまえ、適切に山岳スポーツを計画・実施していただきますようお願いします。 

 なお、令和元年中の三重県内における山岳遭難は７４件発生しています。山岳スポーツの自粛による体力低下等も考えられますので、

無理のない活動計画を立てていただき、遭難事故が発生しないよう心掛けてください。 

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 

 5/26 大杉谷登山センター理事会・総会 理事に岳連事務局(理事長) 加藤正之推薦 

④その他関係団体 

 みえ女性スポーツ指導者の会 

  会員 岳連理事長 加藤正之 再任、 会員  今井典子 辞退 

  三重県スポーツ協会 

  評議員 岳連副会長 西和則 推薦 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

  6/6(土）-7(日）全国指導委員長会議 中止 
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  6/27(土）-28(日）遭難対策研修会兼全国遭対委員長会議 中止 

  6月 13日(土)～14日（日）第 75回鹿児島国体リハーサル大会 中止 

 （国立登山センター、他共催） 

  7/10(金）-12(日) 高等学校等登山指導者夏山研修会 登山研修所及び室堂周辺 中止 

 （スポーツ庁、他共催） 

  7月 全国山岳遭難対策協議会 

 

6. 加盟団体より 

要望等、特になし。 

 

 

■ 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

各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望・報告は 6月 15日締切日までに送信してください。 

 

※文化会館が 6月末まで閉館の為、6月理事会は開催中止とします。 

 

※7月以降について 未定（5/20現在、施設使用受付をしていない為） 
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加盟団体活動報告・予定 

① 山岳同好会やまびと 

 

② 東芝山岳会三重支部 

4/18 TAC総会 川崎市 新型コロナのため延期 

5/10：MMSCA方針に合わせて登山自粛の継続を会員へ伝達。    

5/18：MMSCA方針に合わせて登山自粛を終了。ただし例会山行等は未定 

 

③ 五目山岳会 

(報告)    

3/21 一般登山 東三河 石巻山 1名参加 

4/2 一般登山 養老 多度山 3名参加 

4/4 一般登山 京都 東山トレイル 2名参加 

4/4 一般登山 鈴鹿 藤原～竜ヶ岳 2名参加 

4/4 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 4名参加 

4/4 登攀部 藤内壁 前尾根 4名参加 

4/4 登攀部 藤内壁 一壁 2名参加 

4/4 一般登山 尾鷲 八鬼峠 3名参加 

4/5 一般登山 鈴鹿 高畑山，高室山 5名参加 

4/5 一般登山 鈴鹿 入道岳 4名参加 

4/5 一般登山 鈴鹿 馬の背 1名参加 

4/5 一般登山 鈴鹿 茨川～伊勢谷 2名参加 

4/6 一般登山 鈴鹿 お金明神 5名参加 

4/7 一般登山 比良 高島トレイル 3名参加 

4/8 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 2名参加 

4/8 一般登山 鈴鹿 入道岳 1名参加 

4/11 年次総会新型コロナにより中止 菰野 町民会館  

4/11 一般登山 鈴鹿 入道岳 4名参加 

4/11 一般登山 鈴鹿 鈴北～大池 2名参加 

4/11 一般登山 鈴鹿 ﾀｹ谷～ﾊﾗｲﾄﾞ 1名参加 

4/11 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

4/16 一般登山 鈴鹿 菰野富士 2名参加 

4/16 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳長石谷 2名参加 

4/16 一般登山 鈴鹿 鈴北岳 2名参加 

4/18 安全登山啓発活動新型コロナで中止 鈴鹿 宇賀渓 

4/19 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

4/19 一般登山 鈴鹿 根の平 4名参加 

4/19 一般登山 松阪 伊勢山上 1名参加 
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4/23 一般登山 鈴鹿 羽鳥峰 1名参加 

4/24 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 1名参加 

4/24 登攀部 鈴鹿 藤内壁 2名参加 

4/24 一般登山 鈴鹿 御在所岳 1名参加 

5/2 岳連パトロール 津 錫杖岳,経ヶ峰 1名参加 

5/2 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 1名参加 

5/8 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 1名参加 

5/11 一般登山 鈴鹿 御在所岳中道 1名参加 

5/12 一般登山 鈴鹿 尾高山 2名参加 

5/14 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 2名参加 

5/14 一般登山 鈴鹿 国見岳キノコ岩 2名参加 

 

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 

 

⑦ 鈴鹿山岳会 

 （報告） 

03/04 ・2/26政府要請の「イベントの開催に関するお願い」に基づき、会としての例会山行は行なわない事となりました。 

0４/07 ・4/3鈴鹿市及び三重県の発表を受け、不要不急の外出を避け感染回避に務めることを考え、原則、ゴールデ

ンウィーク終了までは、会としての活動を自粛することとなりました。 

04/18 ・ 4月 16日付で政府の「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大、三重県でも「感染拡大阻止緊急宣言」

が出され、不要不急の移動の自粛の要請。会長、副会長協議により、会活動の自粛を当分の間、続けることを決定しまし

た。 活動再開については、現時点で未定です。  

   

⑧ 津峠の会 

 

⑨ひさい山岳会 

（報告） 

4/4 例会山行藤原岳 いなべ市藤原町 参加者 5名 

4/19 例会山行笙ヶ岳 養老山地 コロナにより中止 

4/1 例会 立成公民館 参加者 14名 

5/2 例会山行栗ノ木岳 津市美杉町 コロナにより中止  

5/17 例会山行矢頭山 津市一志町 コロナにより中止  

4/15～5/15 の間は、月例会は中止、山行は自粛して活動をしておりません 
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⑩松阪山岳会 

 

⑪大台山倶楽部 

（報告） 

3/15（日) 経ヶ峰 津市 1名参加（他会 1名参加） 

3/20（金) 総門山外岩ボルダ 大台町 2名参加 

3/22（日) 野登山 鈴鹿市 1名参加（他会 1名参加） 

       大熊谷ロック 大台町 3名参加 

3/26（木) 日本コバ 東近江市 1名参加（他会 1名参加） 

3/29（日) 宮川ムーンボード 大台町 2名参加 

4/4（土) 御池岳 東近江市 1名参加（他会 1名参加） 

       大熊谷ロック 大台町 2名参加 

       例会 大台町 4 名参加 

4/11（土) 天狗堂 東近江市 1名参加（他会 1名参加） 

       総門山外岩ボルダ 大台町 2名参加 

5/9 例会 大台町  

(予定） 

5/17 水谷外岩ボルダ 大台町 

5/31 大熊谷ロック 大台町 

6/6 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 


