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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 3回（6月）理事会議事録 

日時：令和 2年 6月 24日 19：00~20：00  鈴鹿高校キャンパス内 

出席者：根本、西、萩、加藤、岡田、草川、葛原、松尾、鈴木、橋川、戸田  

岸田(高体連)、稲垣、木村(五目)、内田、土井根、佐々木(朝明 AC)、島田(鈴鹿山)、赤塚(津峠)、杜多(松

阪)、松尾(三重大)、原(かもしか)、柏(MSCC)、委任 4名、欠席 7名 

1. 会長挨拶 

2020年度が 4月に始まっていますが、コロナウィルスの影響で総会開催できず、5月の理事会も開催できず、ようやく 6 月

開催することとなりました。当初予定の各行事も中止せざる状況の中、外出自粛解除され、それぞれ登山・スポーツクライミン

グを楽しまれていると思いますが、以前とは異なった方法で楽しまなければならない状況となっています。 

本日は貴重な時間の中、国体関連、その他、色々皆さんにお願いすることがあります。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 

※新型コロナウィ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) 

①山登りベーシック塾 2020（6~10月） 中止（4月周知済） 

 四日市会場、三重県総合文化会館とも全日程予約キャンセル（無料） 

②みえスポーツフェスティバル 2020山岳 予定どおり、本年度実施予定 

（予定） 

  ①指導委員会ミーティング  7月 日時未定 

 ・スポーツフェスティバル山岳について  ・今年度の会員向け研修会について 

 

○みえスポーツフェスティバル 2020山岳について（9/27開催） 

 (報告) 

  6/9 三役連絡会にて、開催を決定。 

  6/12 開催市町訪問挨拶 鈴鹿市(スポーツ課、地域資源活用課) 萩副会長、橋川、鈴鹿山岳会会長 

 ・大会開催要項の承認・・・部分修正必要 

 ・今後のスケジュールについて・・・チラシ、ポスター作成、広報。申込受付は来月理事会後(7/16)より予定。 

 

■遭難対策委員会  

（報告） 

 ○2019年度 山岳遭難事故現況報告 (別紙) 

     JMSCA山岳遭難事故および現状報告書のアンケートを一部改変 
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■自然保護委員会    

（報告）（予定） 特になし 

 

○日本山岳・スポーツクライミング協会自然保護指導員を募集します。人数に上限はありません。各山岳会において募

集をし、書類と費用をまとめて期日（８月理事会締め切り）までに提出して下さい。 

 募集書類（要項、申請書、山歴報告書）は別途配信します。 

 

【競技部】  

 (報告) 

  6/7(日)  令和２年度MMSCA確保研修会 三重交通Ｇスポーツの杜 鈴鹿 

 ビレイヤー候補者 22名、審判員候補者 10名の参加。今後も開催していく。 

 (予定) 

  7/18-19(予定) 東海ブロック大会（愛知）中止 

  11/3(予定) 全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会・県予選会 東海ブロック合同 

 但し、現時点で本大会開催されるかは不明。 

 

○スポーツの杜 鈴鹿のクライミング講習会について・・・開催依頼あり、日程等調整中。 

 

■山岳スキー競技 

 

【総務部】 

（報告） 

  6/9(火) MMSCA三役連絡会開催（菰野町尾高） 

  新型コロナの緊急事態宣言解除を受け、情報交換及び今後の運営と課題を協議 三役及び国体実行常任委員 

 

○スペシャルオリンピックス日本・三重 2020年度の登山プログラム 中止 

  毎年岳連の皆さまにご協力いただいております登山プログラムは、残念ながら今年は中止となりました。 

  8/22(土)で設定していましたが、コロナ情勢を踏まえての結論であることをご理解ください。来年は実施できること

を願っておりますので、その際はまた皆さまのお力を貸してください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

（SO三重：藤井） 

 

■財務 

（報告） 

  ○令和２年度財務状況推移について 

    3月末残高に対し、本年度の加盟年会費の収入増と、細かな消耗品費等の支出がありました。 

 

○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。 
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■事務・広報担当 

○JMSCA より 

 ・登山再開に向けてのガイドラインについて 各団体様の活動再開時の指針としてご活用ください 

 ・「山小屋エイド基金」について JMSCA は「山小屋エイド基金」に賛同しています。ご協力をお願い致します。 

 ・＜山梨・静岡両県発出＞富士山 4登下山道閉鎖の周知に関する要望書（06.25追加）  

○スポーツ庁より 

 ・新型コロナウィルス接触確認アプリ（COCOA）の周知について 各団体様で普及お願いします 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

○6/19 日本スポーツ協会、日本障がい者スポーツ協会、スポーツ庁と合同の記者会見 

   第 75回国民体育大会本大会（鹿児島国体）延期（今年秋には開催しない） 

    具体的な開催時期については、可能な限り早期の結論を得るべく、引き続き、調整・検討を継続 

 

  ・JSPO、この 1 年間位は大きな大会等を控えるよう要請。来年の大会について、予選会・本大会が出来ない可

能性も有り得る状況。但し、三重県としては開催に向けて準備を進めている状況ですので、皆さんのご協力をお願い

します。 

 

○2021三重国体 岳連内情報共有事項について 

  ・現在、県の国体実行委員会からリハーサル大会・本国体に関わる運営費の報告を求められており、岳連内の役

員編成作業を進めている 

  ・6/12〆で各加盟団体より報告いただいた人数では、会期の延べ人員に不足があり一部の団体に負担がかかる 

   （一部、未提出の団体あり） 

  ・（上記の為）現状、役割分担に支障、旅費算出が滞っている為、各団体の岳連内実行委員宛、協力の再

依頼をした（県への報告は待ってい頂いている） 

  ・リハーサル大会の実施可否について、JMSCA 国体委員会とも意見交換しているが、主管団体の三重県山岳・

スポーツクライミング連盟での意見を理事会で協議が必要。予算の関係もあるので、９月中には決定が必要。 

（質問） 日程について 

  ・リハーサル大会 2021年 6月 4日(金) 準備、6月 5日(土) 第 1日目、6月 6日(日) 第 2日目 

  ・国体 2021年 9月 30日(木) トロフィー返還式、監督会議、10月 1日(金) 第 1日目、10月 2日(土) 

第 2日目、10月 3日(日) 第 3日目、総合表彰式 

（質問） 岳連内実行委員会の開催について 

  ・再度の協力人数が出て、役割分担を協議できる段階で開催。（７月中予定） 

（質問）役員の募集について 

  ・競技役員、運営役員があるが、皆さんにお願いするのは裏方スタッフ的な業務である。事前にどういう仕事がある

のかなどの研修に参加いただく必要がある。会場までの旅費もでるのでボランティアとは意味合いが違います。 

 

https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1591866838-909647
https://motion-gallery.net/projects/yamagoya-aid
https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1593006661-773328
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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【高体連登山部】 

 (報告) 

○6月後半より、日帰り登山について解禁となった 

 (予定)   

  10/31(土)-11/1(日)  令和 2年度三重県高等学校総合体育大会代替大会 朝明渓谷、釈迦ヶ岳周辺 

   ・秋期大会（岳連主催）は中止 

 

 

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 

  新型コロナウィルス感染拡大阻止に向けた緊急事態宣言の全国的な解除に伴う山岳スポーツ活動について（5/28） 

  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」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２５日、政府の「緊急事態宣言」が全面解除されました。今後は、５月２６日に三重県から発出された「新型コロナ

ウィルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.2」の中で示されている感染防止対策の徹底などをふまえ、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。また、登山道の閉鎖や山小屋の休業を行っている地域もありますの

で、各都道府県や山岳関係機関・団体等から出されている情報を確認してください。 

 これからは、山岳遭難と感染症のリスクに対応する山岳スポーツ活動が求められます。誰もが安心して、安全に山岳スポーツ

を楽しんでいただけるよう引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

 

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 

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） 

  7月 全国山岳遭難対策協議会 

  8/9(日)~11(火)  スポーツクライミング第 33回リードジャパンカップ 岩手県・盛岡市 無観客試合での開催。 

  9/11(金)~13(日) 山岳レスキュー講習会(無雪期) 中止 

 

 

4. 加盟団体より 

○新型コロナウィルス感染症対策で富士山の登山道閉鎖のほかにも、岳連へ情報がありましたら情報の展開をお願いし

ます。 

（回答）JMSCA からの事務局(理事長)宛の周知について、各加盟団体連絡先(年次登録先)へ配信します。 

 （事務・広報担当追記：参考まで） 

https://www.jma-climbing.org/competition/2020/ljc/
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 ○環境省  中部山岳国立公園における登山について （6/26） 

 ○長野県  長野県山岳情報 

・火山の活動状況 令和２年６月 25日（木）、浅間山の噴火警戒レベルが「１→２」に引き上げられました。  

・長野県入山注意報発表中 （6月 9日現在） 

北アルプス南部、南アルプス北部、南アルプス南部（塩見岳、赤石岳 等）、中央アルプス（千畳敷カール周辺

散策路を除く）への入山はお控えください。 

「入山注意」山域へ入山する際は、「登山者への５つのお願い」を守ってください。 

 ○ヤマケイオンライン ニュース  全国の山小屋の営業情報＆交通機関の運休情報 （随時更新） 

 

 

5. その他 

○JMSCA創立 60周年記念事業で、国際山岳連盟（ＵＩＡＡ）とペツル財団著作の『Alpine-Skills : 

Summer』の日本語版『UIAA総合登山技術ハンドブック-夏季アルパイン』を出版 

  Ｂ５サイズ、３７６頁、全頁カラー、頒価 ２，２００ 円(税 込)、※送料無料 

 

 

■ 7月度理事会  7月 15日（第 3水曜日）19：00～ 場所：未定 

※7月は第 4周目が木曜日から連休となるため、1週間早く開催します。 

※場所については、鈴鹿市文化会館の予約が確定次第連絡します。（貸館受付日 7/1） 

 

各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望は 7月 10日までに送信してください。 

 （加盟団体の報告・予定は 7/15締切日までに） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2020/post_119.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangaku/
https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=5746
https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1592173191-502109


◎手書き、PDFにせずにWordでメールに添付して返送してください。 

2019年度 MMSCA山岳遭難事故および現況報告書 

三重県山岳スポーツクライミング連盟 傘下山岳会の皆様 

如何おすごしでしょうか？登山自粛期間中はご協力誠にありがとう 

ございました。 

以下は今月 JMSCA遭対事務局に報告いたしました 2019年三重県内の事故事案の 

状況であります。情報は県警本部殿よりご提供をいただきました。 

昨年の事故発生は過去最多！今年度自粛期間中であっても事故事案が多発しております。 

くれぐれも皆様 安全で安心な登山をお心がけください。 

１．2019年度中に発生した遭難事故の中での特記事例がありましたらご記入下さい。 

＊今年度に入ってからの事案でも見受けられるが、関係者で 3日 4日捜索しても 

何もてがかりの無い事案が多い 

2019年 11月 22日県中部発生の事案で（LISS）が 6月 11日から再捜索を実施。 

＊2019年 74件の事案発生 S50年以降最多 

96人中 50人 道迷い 20人滑落 12人疲労 

96人中 70歳代 21人 60歳代 20人 20～50歳代 各 10人 

＊スマホのアプリで対応 地図磁石を持たない登山者が増加傾向 道迷いの原因の一つ？ 

 

 

２．貴岳連で減遭難につながる活動、提案が有りましたらご紹介願います。 

＊一般登山愛好者向けにベーシック塾を四日市並びに津の会場で計 6回開催 

安全登山並びに救助事案など紹介 安全登山の重要性を紹介した。 

＊春秋の２回 県内の各登山口で安全登山啓蒙活動を傘下山岳会 三重県警 各消防署 

 市町村との合同で実施 全県的な安全登山啓蒙活動を展開している。 

 

 

３．新コロナウィルス発生拡大による今後の登山活動において想定される危惧等がありましたらご記入

ください。またその対策を講じている（検討している）ものがあればご紹介願います。 

 〔例〕登山道、山小屋・避難小屋、キャンプサイト、トイレ、水場、入山規制 等  

① 山小屋の密回避のため 幕営禁止区域での幕営の増加が懸念される！ 

（例 大杉渓谷一帯はキャンプ 野宿 焚火等全面的に禁止 ） 

② ツアー客（大口顧客）減少により山小屋キャンプ場の経営不安 

③ 今後緊急事態宣言第二弾発令の場合は私有地であれば地主と相談入山禁止も必要 

自粛であっても県外から多くの登山者が登山にきていた。 

 

 

  ４．自粛が解除された後の登山再開に向けた貴岳連の活動、指針等が有ればご紹介願います。 

上部団体（関連 4団体）の方針に沿った活動を傘下山岳会 会員にはお願いしている！ 

Mmsca 会員（家族）感染者０ 

 

５．その他（ご自由にご記載ください。） 

三重県山岳スポーツクライミング連盟当年 4月総会で旧遭対は発展的解散をいたしました。 

傘下山岳会  会員を中心とした活動に注力できる、新体制を構築いたします！ 

 

報告者              三重県山岳・スポーツクライミング連盟           根本幹雄 
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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 

 (報告)  

  5/30-31 大杉渓谷吊橋床板修理  参加 9名 

  6/5  大台警察署訓練同行  参加 2名 

(予定) 

  6月中旬頃 TAC総会 関東支部とオンライン会議 

 

③ 五目山岳会 

 (報告)    

  5/17 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

  5/17 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

  5/17 一般登山 月出の森 2名参加 

  5/17 一般登山 津 錫杖岳 1名参加 

  5/18 一般登山 鈴鹿 羽鳥峰 1名参加 

  5/20 一般登山(新人研修) 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

  5/21 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 3名参加 

  5/22 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 1名参加 

  5/23 一般登山 鈴鹿 仙ヶ岳 1名参加 

  5/23 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 2名参加 

  5/23 一般登山 鈴鹿 高畑山 1名参加 

  5/23 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 4名参加 

  5/23～24 一般登山 鈴鹿 イブネ～ 4名参加 

  5/24 一般登山 台高 三峰山 2名参加 

  5/24 一般登山 鈴鹿 尾高山 2名参加 

  5/24 一般登山 鈴鹿南部縦走 2名参加 

  5/24 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

  5/24 一般登山 月出の森 2名参加 

  5/28 一般登山 鈴鹿 大鉢山 1名参加 

  5/28 一般登山 鈴鹿 愛知川 1名参加 

  5/28 一般登山 鈴鹿 ハライド 2名参加 

  5/30 一般登山 養老 多度山 6名参加 

  5/30 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

  5/30 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

  5/30 一般登山(新人研修) 鈴鹿 大池 5名参加 

  5/30 登攀部 鈴鹿 藤内壁 1名参加 
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  5/30 一般登山 鈴鹿 霊山 1名参加 

  5/30 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

  6/3 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

  6/4 一般登山 鈴鹿 藤内周辺 1名参加 

  6/6 一般登山 鈴鹿 油日岳 1名参加 

  6/6 登攀部 鈴鹿 藤内壁 2名参加 

  6/6 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 1名参加 

  6/6 一般登山 鈴鹿 御在所岳 1名参加 

  6/6 一般登山 鈴鹿 鎌～御在所岳 2名参加 

  6/6 一般登山 南信州 大川入山 1名参加 

  6/6～7 一般登山 福井 荒島岳 1名参加 

  6/7 登攀部 鈴鹿 藤内壁 2名参加 

  6/7 ビレイ講習会 鈴鹿市スポーツの杜 4名参加 

  6/7 一般登山 鈴鹿 竹谷 6名参加 

  6/7 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 1名参加 

  6/7 一般登山 鈴鹿 大池 1名参加 

  6/8 一般登山 津 錫杖岳 4名参加 

  6/9 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

  6/13 一般登山 養老 多度山 2名参加 

  6/13 一般登山 鈴鹿 藤内小屋 1名参加 

 (予定)  

  6/20 一般登山 信州 入笠山  

  6/28 一般登山 鈴鹿 大鉢山  

 

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 

 （予定） 

  7/11 定例会にて、山岳会活動再開予定 

 

⑧ 津峠の会 

(報告) 

  3月 14日   熊野古道 三瀬谷から阿曽    4名参加 

  3月 21日   例会山行 子の泊山       6名参加 
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  3月 27日  熊野古道 相賀から尾鷲  雨天中止 

  4月 3日   藤原岳  孫太尾根  4名参加 

  4月 4日   熊野古道 馬越峠  4名参加 

  4月 10日  熊野古道 八鬼山  4名参加 

  4月 18日  国見岳  コロナ対策で自粛しました。 

  ４月 24日  熊野古道 三木峠  コロナ対策で自粛しました。 

  5月 2日   竜ヶ岳  コロナ対策で自粛しました。 

  5月 9日   修験業山 栗の木  コロナ対策で自粛しました。 

  5月 16日  釈迦ケ岳  コロナ対策で自粛しました。 

  5月 23日  高室山  コロナ対策で自粛しました。 

  5月 29日  熊野古道  コロナ対策で自粛しました。 

(計画) 

  6月 6日   迷岳  6名参加予定 

  6月 12日  熊野古道  阿曽駅―梅ケ谷駅  5名参加予定 

  6月 20日  大洞山 尼が岳  3名参加予定 

  6月 26日  熊野古道  三木峠  4名参加予定 

  7月 4日   弥山・八経ヶ岳  3名参加予定 

  7月 16日～18日  白山  3名参加予定 

 

⑨ ひさい山岳会 

 (報告) 

  5月末までコロナ対策で会活動を自粛しました。    

  6/6 例会山行栗ノ木岳 津市美杉町 参加者 9名 

  6/3 月例会 立成公民館 参加者 12名 

 (予定)     

  6/21 例会山行掘坂山 松阪市 参加者 14名予定 

 

⑩ 松阪山岳会 

 (報告)     

  4/5  例会山行 政子・奥草山 コロナ自粛で中止  

  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    〃  

  5/10 例会山行 古ヶ丸山    〃  

  5/17 例会山行 御池岳    〃  

  5/23 松阪山岳会研修会 森林公園 7月に延期  

  6/7  例会山行 観音岳 28人参加  

 (予定)     

  7/5  例会山行 大普賢岳   
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7/     松阪山岳会研修会 森林公園  

 

⑪ 大台山倶楽部 

 (報告)    

  6/6  例会 大台町 中止 

 (予定)    

  6/21 大熊谷ロック 大台町  

  6/28 大熊谷ロック 大台町  

  7/4  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 
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