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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 4回（7月）理事会議事録 

日時：令和 2年 7月 15日 19：00~    鈴鹿市文化会館第 1研修室 

出席者：根本、西、萩、太田、加藤、草川、松尾、鈴木、橋川、戸田、水谷一也、宮崎 

 奥田(やまびと)、稲垣、木村(五目)、土井根、佐々木(朝明)、島田(鈴鹿山)、赤塚(津峠)、水谷(ひさい)、渡辺

(松阪)、柏(MSCC)、委任 4名、欠席 9名 

1. 会長挨拶 

 コロナウイルスがぶり返してきていますが、以前と違い、外出自粛が解除されましたので、岳連としましても、色んな行事を予定

しています。感染防止対策をとって行事をすることはもちろんですが、参加する皆さんが果たして安全・安心に参加してもらえる

かは甚だ疑問です。皆さんのアドバイス・知恵を拝借しながら行事開催を進めていきたいと考えておりますのでご協力お願いしま

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) 

特になし 

（予定） 

  7/21(火)指導委員会ミーティング  19：00～  尾高  

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

○みえスポーツフェスティバル 2020山岳について（9/27開催） 

  ・鈴鹿市へ AED借用申請済み  ・大会開催のガイドライン作成済み 

  ・参加申込受付は上記ミーティング開催後の予定。 

○JSPOの公認スポーツ指導者資格の更新について 

有効期限は 4年です。各自、JSPO の指導者マイページより更新手続きが必要です。（資格を更新するためには義

務研修を受けることが必要です） 

各所属団体の資格者について、継続更新についての周知をお願いします。(各自でWeb登録のため、岳連で把握

出来ていない) 

 

■遭難対策委員会  

（報告） 

 ○2019年度 山岳遭難事故現況報告（JMSCA全国報告まとめ） 

   以下、報告纏めで気になった事案について 

  ・6山形県 横紋筋融解症 ・8茨城県 高齢、経験豊富の方の事故 ・25滋賀県 鈴鹿山系で 27名 
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 ○令和元年における山岳遭難の概況（警察庁） 

  ・遭難者のうち、年間の死者数約 300名と他のスポーツではありえないこと 

 (予定) 

  8/10(月・祝) 山の日遭難防止啓発活動 県警他、県遭対協構成機関 

  ・宇賀渓、御在所、津経ヶ峰の３ヶ所で実施 

   啓蒙活動及び登山道巡視（経ヶ峰除く） 

  ・7/22の協議会の決定事項を踏まえ、傘下山岳会に協力依頼を連絡します。 

 

■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募集中(6月理事会周知済み)。 

 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。 

 

 

【競技部】  

 (報告) 

  特になし 

 (予定) 

  7/18-19(予定) 東海ブロック大会（愛知）中止 

   ・鹿児島国体が今年度内開催になれば、再開催もありうる状況 

  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 クライミング関係行事 

  体験会（一般）9月 6日（日）9:30～・13:00～ 

  確保講習会 9月 12日（土）・13日（日）9:30～15:00 

  体験会（ジュニア）9月 26日（土）9:30～・11:00～・13:30～ 

  予備日 10月 10日（土） 

・ご都合のつく方のご協力をお願いいたします。 

・国体でビレイヤー候補の方はできる限り協力をお願いいたします。 

 

■山岳スキー競技 

 

 

【総務部】 

（報告） 

  特になし 

■財務 



- 3 - 

 

（報告） 

・会場費（ベーシック塾・津分）返金、みえスポーツフェスティバル 2020大会運営補助金の入金 

  ・競技部の国体選手強化事業費等については次回報告とします。 

■事務・広報担当 

  特になし 

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

 （報告） 

○7/17開催の JSPO国体委員会にて今後の開催について協議される 

 

○岳連内実行委員会 開催日 未定 

 （予定） 

○国体 PR クライミング体験 

  菰野町の行事はすべて中止となってきている。現時点では熊野古道センター、桑名工高(文化祭)で開催依頼あり。 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

  7月からはコロナウイルス感染対策をとりながら、テント泊山行を開始する学校もでてきている 

 (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 

 

 

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 

  7/22(水) 協議会開催 

②鈴鹿山系連絡協議会 

  本年度は滋賀県で開催。実施日について連絡待ち。 

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 中止 

  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。 

   ・コロナ感染対策をした競技会であるので、みえ国体に向けて視察派遣 1名 

https://www.jma-climbing.org/competition/2020/ljc/
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  9/11(金)~13(日) 山岳レスキュー講習会(無雪期)西部地区 中止 

  9/19(土)~21(月) 安全登山指導者研修会（国登研他共催）東部地区 福井 

   ・来年度、三重で開催のため、視察 2名予定。 

  9/19(土)~21(月) 第 23回 JOCジュニアオリンピックカップ 未定 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

 

5. その他 

○山梨 南アルプスマイカー規制について 

  新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せない中、今年度の南アルプスのマイカー規制は実施しないことと

し、併せて、令和 2年 7月 23日(木) から 1 1月 3日(火)の間、南アルプスの広河原へ通じる次の林道・県

道の通行が規制される。 

1 山梨県観光文化部管理登山道 

（区間：白鳳峠歩道、広河原～中白根歩道、両俣歩道） 

2 県営林道南アルプス線 

（区間：夜叉神ゲート～広河原【広河原より先は通年閉鎖中】） 

3 県道南アノレプス公園線 

（区間：開運ゲートから広河原） 

 

○第 60回全日本登山大会（予告） R3.9.25～27 新潟大会 湯沢町(苗場山・平標山・旧三国街道) 

 

○2021三重とかわか国体に向けて パワーポイントを使い PR 

 傘下山岳会様へも PPT送付させていただきます。会員様に PR をお願いいたします。 

 次回以降も継続して PR実施いたします。 

 

 

■ 8月度理事会  8月 26日（第 4水曜日）19：00～場所：鈴鹿市文化会館 

各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望・報告は 8月 15日までに送信してください。 

 

 

 

 

 



MMSCA  8月 10日山の日の遭難防止啓発活動（案）r1 

 

2020年 7月 MMSCA理事会提案資料 

8月 10日 山の日の遭難防止啓発活動（案） 

実施日 ８月１０日（月・祝）山の日   ※時間は実施内容により決定 

場 所 鈴鹿山系 宇賀渓谷 御在所 津‐経ヶ峰の 3か所 

主担当 宇賀渓‐           MMSCA  三役並びに傘下山岳会有志他 

      御在所 中道登山口   MMSCA三役並びに傘下山岳会代表他 

      経ヶ峰            ひさい山岳会様並びに傘下山岳会代表他 

今回 3か所で集中啓発活動を展開いたします！主担当は上記ですが 

ご協力いただける会 会員様は最寄りの実施個所におこしください。 

各登山口にMMSCAで約 3～5名程度他は以下の協議会構成機関さまより 

動員を要請いたします。 

県、県警、消防？市 町 （ いなべ市 菰野町 津市）他 

実施方法 

１．県、山岳連盟等の実施方法  ※３密防止、コロナ感染症対策を踏まえた方法 

 （別紙乗鞍畳平で実施の岐阜県啓発活動参照の事） 

①登山口 

 ・のぼりの掲出（ポール、（ベースか紐で固定）） 

 ・登山届や遭難防止、 

（登山届の記入提出は呼びかけしますが用紙には触れない取り組みを！） 

・登山届記入箇所を設置（机、筆記用具は必要（使用済み筆記用具等消毒必要）） 

コロナを踏まえた登山情報の掲示（登山口周辺） 

 ・パンフレット等設置（登山口のポストやトイレ、道標へビニール袋等で設置等） 

②その他 

・登山道の点検や危険個所の確認（腕章等付けて少人数で行動） 

・登山道の巡視（少人数で歩く） 

（MMSCA 所轄署 消防少人数で実施したい！） 

・登山道の清掃活動（ビニ―ル袋、火ばさみ等必要、回収したごみの処理） 

２．県警の実施方法 

・パトカー、ヘリのスピーカーを使用して呼びかけ 

・登山道の巡視（少人数で歩く） 

上記内容を 7月 22日県で開催の協議会で検討予定。 

その結果を踏まえ 傘下山岳会さまには再度連絡させていただきますので 

ご協力よろしくお願いいたします。 

                                        以上 



山 岳関係者各位

南ア適協第 11号

令和 2年 7月 7日

南アルプス山岳交通適正化協議

会長金丸

令和 2年度南アルプスマイカ一規制について

日頃より、南アルプス国立公園周辺の自然環境の保全と持続可能な自然公園利

用の快適性の確保に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。

さて、令和 2年 7月 2日に開催した南アルフ。ス山岳交通適正化協議会におい

て、新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せない中、今年度の南アルフ。スマ

イカー規制は実施しないこととし、併せて、下記のとおり決定しました。

このため、今シーズンは広河原へ通じる林道、県道とも通行ができません。

つきましては、貴団体の構成員等の皆様に周知していただけるよう御協力をお

願いいたします。

1 山梨県観光文化部管理登山道

( 1 )対応 山小屋及び救護所等の休業により、登山の安全を確保する環境が整

わないため、南アルプス山域の山小屋沿線の県観光文化部管理登山道

の利用を禁止する。

( 2 )期間令和 2年 7月 23日(木) '"'-' 1 1月 3日(火)

( 3 )区間 白鳳峠歩道、広河原~中白根歩道、両俣歩道

※ 区間の詳細、利用禁止対象外の者については別紙にてご確認ください。

2 県営林道南アルブρス線

( 1 ) 対応 県観光文化部管理登山道の利用禁止に伴い、接続する県営林道南

アルプス線を通行止めとする。

( 2 )期間 令和 2年 7月 23日(木) '"'-' 1 1月 3日(火)これ以外の聞は冬季閉鎖

( 3 )区間 夜文神ゲートから広河原(広河原より先は通年閉鎖中)

3 県道南アノレプpス公園線

( 1 )対応 道路に関する工事のため、通行止めを行 う。

( 2 )期間 令和 2年 7月 23日 (木) '"'-' 1 1月 3日 (火)これ以外の聞は冬季閉鎖

( 3 )区間 開運ゲートから広河原

問い合わせ先

南アルプス山岳交通適正化協議会事務局 池田

TEL: 0 5 5 -2 2 3← 1 576 



【登山道の利用禁止区間案内図〕

利用禁止区間

広河原~中自;根歩道μ

(広河原~閲ノ岳)ω

【別紙)

※南精進ノ滝~鳳風小屋手前は令和元年台風 19号災害により損壊

ただし、次の者は利用禁止の対象外とする。

-山岳遭難に係る捜索文は救助に関する業務に従事する者

.山岳遭難を未然に防止するための業務に従事する者

-山小屋、避難小屋、売店その他登山の利便のための施設の運営に従事する者

・その他、公益性が高いと認められる業務で山梨県登山の安全の確保に関する条例施行規則第2条で定める業務に従事する者
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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) 

  4月から 6月の例会はすべて中止。さらに、7月以降、来年 3月までの宿泊を伴う例会もすべて中止。7月以降の

日帰り山行は、状況をみて、参加者制限（人数等）を設けて、歩行間隔、昼食時の三蜜回避等コロナ対策に留意

し、実施することになりました。 

 (予定) 

 7月 18日 富士見台・横川山（長野県阿智村）12 名予定。 

 

② 東芝山岳会三重支部 

 (報告)  

 7/11  ロープワーク勉強会 朝明山荘 5名参加予定 

(予定) 

 7/18  例会山行 朝明～愛知川 14名参加予定 

 8月末頃 北アルプス遠征 2泊 3日 新穂高～奥穂高方面 4名参加予定 

 

③ 五目山岳会 

 (報告) 

  6/16 一般登山 鈴鹿 羽鳥峰～二子山 3名参加 

  6/20 一般登山 鈴鹿 イブネ～ 6名参加 

  6/20 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 2名参加 

  6/20 一般登山 南ア 入笠山 3名参加 

  6/21 一般登山 池木屋山 2名参加 

  6/21 一般登山 鈴鹿 菰野富士 3名参加 

  6/23 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳～静ヶ岳 2名参加 

  6/25 一般登山 鈴鹿 羽鳥峰 2名参加 

  6/27 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

  6/28 一般登山 鈴鹿 大鉢山 3名参加 

  6/29 一般登山 鈴鹿 霊仙岳 2名参加 

   7/2 一般登山 近江 伊吹山 3名参加 

  7/11 一般登山 鈴鹿 藤原岳 3名参加 

  7/12 一般登山 鈴鹿 霊仙岳 2名参加 

  7/12 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 2名参加 

  7/12 一般登山 鈴鹿 国見岳 2名参加 

  7/12 一般登山 鈴鹿 菰野富士 4名参加    

 (予定)  
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  7/18～19 一般登山 北ア 上高地周辺 

  8/8～10 一般登山 北ア 五色～薬師 

  8/10 安全登山啓発活動 鈴鹿 宇賀渓登山口 

 

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） 

  7/11 定例会 ジェフリーすずか 

 （予定） 

  ・7月例山行については梅雨明け後、改めて日程決定 

  8/1   定例会 ジェフリーすずか 

    

⑧ 津峠の会 

 (報告) 

  6月 6日   迷岳               6名参加 

  6月 12日  熊野古道  阿曽駅―梅ケ谷駅   4 名参加 

  6月 20日  大洞山 尼が岳          9名参加 

  6月 27日  熊野古道  三木峠         5名参加 

 (計画) 

  7月 4日   弥山・八経ヶ岳         中止にしました。 

  7月 16日～18日 白山            中止にしました。 

  8月 計画はありません。 

  9月 5 日   二上山雌岳・屯鶴峯        7名参加予定 

   9月 11日  熊野古道 ツヅラト峠 荷坂峠 周回コース 4名参加予定 

   9月 19日  三子山・四方草山         6名参加予定 

  9月 25日  熊野古道 仁木島駅―波田須駅   4 名参加予定 

   9月 27日 みえスポーツフェスティバル  入道岳 5名参加予定 

 

⑨ ひさい山岳会 

 (報告) 

  6/21 例会山行掘坂山 松阪市 参加者 16名 

  7/5  例会山行三峰山 御杖村 参加者 6名 

  7/1  月例会 立成公民館 参加者 9名 
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 (予定)     

  7/19 例会山行矢頭山 津市 参加者 10名予定 

⑩ 松阪山岳会 

 (報告) 

 7/5 例会山行 大普賢岳 天候不良延期 

 7/12 例会山行 大普賢岳  

 7/18 松阪山岳会研修会 森林公園      

 (予定)     

 

 

⑪ 大台山倶楽部 

 (報告) 

 6/20  御在所 国見岳 菰野町 １名参加（他会１名） 

 6/20  宮川Ｂ６外岩ボルダー 大台町 ２名参加 

 6/21  宮川Ｂ５外岩ボルダー 大台町 ２名参加 

 7/4  例会 大台町 ５名参加    

 (予定)    

 7/31  御在所 藤内ロック 菰野町  

 8/1  例会 大台町  

 8/2  大和谷 大台町  

 8/9  宮川Ｂ７外岩 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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