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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 7回（10月）理事会議事録 

日時：令和 2年 10月 28日  鈴鹿市文化会館第 1研修室 19：00~ 

根本、西、萩、太田、加藤、草川、葛原、松尾、鈴木、橋川、戸田、水谷一也、奥田、稲垣、木村、内田、土井根、

佐々木、赤塚、水谷勉、辻、柏、22 委任 3 欠席 8 

 

1. 会長挨拶・報告事項 

○三重県地域スポーツ推進表彰 （10/17開催みえのスポーツフォーラム 2020 にて） 

  地域スポーツ推進功労者 五目山岳会会長 原孝昭さん（岳連副会長歴任、JMSCA参与入会） 

  地域スポーツ推進優良団体 五目山岳会 

○津南署より 感謝状授与 ひさい山岳会 水谷会長  

 ・道迷い事案、誘導救助 

○御在所 RW(株)よりのお知らせ 

 ・年間パスポート会員の駐車場システム変更について 12/8以降変更あり。 

2. 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) 

9/27 ・みえスポーツフェスティバル 2020山岳 入道ヶ岳 

参加人数 一般 13名、岳連会員 57名（役員・支援含む）、県職員 2名 計 72名 

事故、負傷者等無く、時間通り全員下山 

大会終了 2週間後もコロナウイルス感染者の報告なし 

 (予定） 

11/29(日) 連盟会員向け研修会  

仮募集結果 参加予定  午前 47名、午後 46名→鈴鹿中央消防署へ概数にて普通救命講習申込済 

正式募集 各団体取りまとめの上、参加申込（期限 11月 10日）→団体連絡先へ、10/24申込書送付済 

21.01/31(日) 連盟会員向け初心者対象積雪期登山研修 

 ※上記研修会は JSPO の義務研修として申請しますので、資格更新の方は参加のこと。 

 

■遭難対策委員会  

 ○山岳事故事案関連  【別紙】 

 ○新組織について（委員会の組織及び救援派遣に関する提案） 【別紙】委員会規定案 

・会計処理について、岳連の一般会計にて処理を行なう。 

・加盟団体の相互連携のもと、岳連会員及びその家族が事故の場合に捜索等の支援を行なう。 
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・外部支援要請に関しては、（公の組織として）初動支援の範囲での協力として受諾判断する。 

・委員について、各加盟団体から 1名（理事兼務でも OK）選出 【相互扶助】・・・捜索・救助者ではない 

次回理事会までに選出をお願いします。 

・委員会規定案について、ご意見あれば、修正の上、次回理事会で審議。承認されれば、12月 1日から施行

とする。 

・捜索・救助の初動活動可能な会員がいれば、団体代表承認の上で推薦ください。（現状、警察からの支援

要請もあり、平日にも活動可能な人を望む） 

 

■自然保護委員会    

（報告） 

特になし 

 (予定)  

11/28（土） 清掃登山（9:00朝明大 P集合 羽鳥峰～根の平峠） 

 ○自然保護月間(10-11 月)について 

各会山行の際には清掃活動をお願いします。日時 山・コース 参加人数 回収ごみ画像を事務局まで報告下さい。 

 

【競技部】  

 (報告) 

9/26(土) SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2020(B) プレイマウンテン名古屋 IC店 三重より審判４名 

10/10(土)～12(月) 第 8回リードユース日本選手権 富山県南砺市  

 みえ国体ビレイヤー候補 4名、審判候補 4名 JMSCA審判 戸田 

【三重県選手成績】 

ユース C 男子 8位 小林隼翔 女子 8位 山真奈実 

ユース B 男子 11位 杉本侑翼 女子 1位 森奈央 女子 23位 中野春風 女子 34位 中野桜 

ユース A 女子 10位 柏綾音 女子 14位 小林舞 

※女子ユース B優勝の森奈央選手が 2020年度ユース日本代表選手に選考されました。 

 (予定) 

11/3 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 静岡 

（12/26-27 本大会 埼玉） 

 

【総務部】 

 (報告） 

特になし 

 (予定) 

特になし 

 (審議事項） 

○新しい遭難対策委員会の規定案審議依頼 

別紙の規定案を文書番号MMSCA-B011 として新規発行し、2020年 12月 1日からの施行を提案する 



- 3 - 

 

 

 (通知事項）事務局（理事長）より 

○役職理事等が岳連職務上作成し、又は取得した文書の取り扱いについて 

岳連内の文書管理を総務部長が一括管理。外部への発信文書について、二重チェックを行なう。 

総務部長より管理番号を発行された後、発信のこと。 

 

■財務 

（報告） 

◯財務状況推移  

3月末残高に対する 9月末残高について、年会費徴収分の増である。 

9月の主な支出として、JMSCAの参与会費、安全登山指導者研修会参加費（下見）、みえスポ事業費（収

入（補助費・参加費）との差額はプラス） 

   

■事務・広報担当 

○国立登山研修所Webサイトに高等学校指導者(初級者)向け動画5タイトル掲載 

 ■PDCAサイクルで安全登山 ■登山装備の紹介 ■登山行動の留意点■読図とナビゲーション■コンパス123 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

10/2(金)  三重岳連国体実行委員会 19：00-20：30 鈴鹿高校会議室 各会の実行委員 

 ・各会の実行委員の方に、三重国体開催に係わる現状と今後の方針について報告 

役員について、常任委員会で提案してほしいとの要望があった。 

10/17-18 JMSCA国体委員会総会 加藤理事長出席 

10/24(土) 岳連常任委員会 

 ・JMSCA国体委員会報告、三重県のガイドライン、他報告 

（予定） 

11/14(土)  岳連常任委員会 

○「三重とこわか国体への競技役員派遣文書の発出について」について 

来年度、三重県知事名又は菰野町長名をもって、競技役員派遣依頼文書がだされる予定だが、それまでに各団

体の会員の方で必要な方があれば、岳連会長名で文書発行をします。理事長宛連絡ください。 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

特になし 

 (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 

コロナ対策として、バンガロー利用・コース短縮等内容変更しての開催となります。 

https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/tabid/202/Default.aspx
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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 

○11/8(日) 秋の安全登山と自然保護啓発活動 

９月理事会で提案の通り、新型コロナ対策考慮して、鈴鹿山系４箇所・大杉谷（11/7）で実施 

○12/20(日) 三重県山岳遭難防止講演会 県庁講堂 講師：前防災航空隊隊長 中村氏 

 

②鈴鹿山系連絡協議会 

11/7(土) 道の駅「奥永源寺渓流の里」 13：00-17：00 

三重より、岳連 6名、県職 1名、県警本部 1名参加予定。 

 

③大杉谷登山センター（https://www.oosugidani.jp/）、大台ヶ原の利用に関する協議会 

 ・団体で登山道を利用される予定の方へお願い（大杉谷） 

①マイクロバスでお越しの方は必ず事前に連絡をください。 

事前に連絡がない場合、１時間ほど登山センター周辺にて待機要請を行う場合があります 

➁１０月中旬～閉山日（11/23）の週末は大変混雑します。 

シシ淵周辺では渋滞が発生します。また、登山道はすれ違えない場所もあるので、コースタイムよりもゆとりをもって

計画を立ててください。 

③入山協力金の事前納付・まとめて納付・領収書発行など臨機応変に対応できます。 

 

④その他関係団体 

12/5(土)-6(日) 国立登山研修所 上級登山指導者リスクマネジメント研修会 三重から 2名推薦中。 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 (競技会日程) 

10/31(土)~11/1(日) Top of the Top 2020 －2020年スポーツクライミング日本代表の頂上決戦－ 

石鎚クライミングパーク SAIJO 無観客のためチケット販売はありません YouTubeLive放映あり 

11/21(土)~11/23(祝・月) 第 6回ボルダリングユース日本選手権葛飾大会  YouTubeLive放映あり 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

 

 

11月度理事会  11月 19日（第 3木曜日）19：00～場所：鈴鹿市文化会館第 2研修室 

■ 各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望は 11月 15日までに送信してください。 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0004300180.htm
https://www.oosugidani.jp/
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加盟団体活動報告・予定 

松阪山岳会 

(報告)    

10/4 例会山行 釈迦ヶ岳～三池岳 雨天中止 

10/18 例会山行 ハライドー青岳 24名参加予定 

10/25 例会山行 木梶山・赤ゾレ山  

(予定)    

11/1 例会山行 御池岳  

11/8 例会山行 観音峰・御手洗渓谷  

11/15 例会山行  8日予備日 

11/29 市民ハイキング 伊勢街道斎宮～外宮 コロナ中止 

 

五目山岳会 

(報告)    

9/18～21 一般登山 戸隠山～雨飾山 3名参加 

9/19 一般登山 鈴鹿 鬼ヶ牙 3名参加 

9/19 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 2名参加 

9/19 一般登山 四方草山～鈴鹿峠～安楽峠 3名参加 

9/20～21 一般登山 八ヶ岳 天狗岳～北八 2名参加 

9/21 一般登山 南信 蛇峠山 6名参加 

9/21 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 2名参加 

9/21 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 2名参加 

9/21 一般登山 岐阜 百百が峰 2名参加 

9/22 救助講習 鈴鹿 七の渡し 5名参加 

9/22 一般登山 北ア 燕岳 2名参加 

9/23 一般登山 加賀白山 4名参加 

9/26 一般登山 鈴鹿 日本コバ 3名参加 

9/26 ジュニアクライミング体験会補助 鈴鹿市スポーツの杜 3名参加 

9/26 一般登山 鈴鹿 白滝谷 2名参加 

9/27 岳連スポーツフェスティバル山岳 鈴鹿 入道ヶ岳 7名参加 

9/27 一般登山 鈴鹿 魚止滝 4名参加 

9/29～30 一般登山 北ア 唐松岳～五竜岳 2名参加 

10/3 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

10/4 ビレイ講習会 鈴鹿市スポーツの杜 4名参加 

10/4 一般登山 鈴鹿 油日岳 4名参加 

10/4 一般登山 鈴鹿 鬼ヶ牙～白杵山 2名参加 

10/4～7 一般登山 北ア 下の廊下 2名参加 
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10/11 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 3名参加 

10/11 一般登山 北ア 焼岳 2名参加 

10/11 一般登山 鳥羽 菅島大山 2名参加 

10/13～14 一般登山 八ヶ岳 丸山～北横岳 2名参加 

10/15 一般登山 養老 三方山～養老山 3名参加 

(予定)    

10/17～18 一般登山 北信 雨飾山  

10/24 10月例会 一般登山 鳥羽 菅島大山  

11/8 安全登山啓発活動＆清掃登山 鈴鹿 宇賀渓登山口  

 

東芝山岳会 

(報告)    

9/27 みえスポーツフェスティバル 入道ケ岳 16名参加 

10/7 事故現場調査支援 藤原孫太尾根 1名参加 

10/24 浜田小学校 登山下見２回目 御在所裏道 6名参加 

10/14 羽津北小学校 登山支援 御在所裏道 7名参加 

10/21 中央小学校 登山支援 御在所裏道 5名参加予定 

(予定)    

11/4 浜田小学校 登山支援 御在所裏道 7名参加予定 

11/7 鈴鹿山系連絡協議会 滋賀県東近江市 2名参加予定 

11/8 秋の啓発活動 御在所中道 4～5名参加予定 

11/29 岳連研修会 鈴鹿高校 6名参加予定 

 

ひさい山岳会 

(報告)    

9/27 スポーツフェスティバル入道ヶ岳 鈴鹿 参加者 8名 

10/3 例会山行筆捨山・羽黒山・観音山 亀山市 参加者 9名 

10/18 例会山行髯山 松阪市嬉野小原 参加者 16名 

10/7 月例会 立成公民館 参加者 10名 

(予定)     

11/1 例会山行大洞山と尼ケ岳 津市美杉町 参加者 9名予定 

11/15 例会山行臼杵山・臼杵岳 亀山市  

 

津峠の会 

(報告) 

9月 11日 熊野古道 ツヅラト峠 荷坂峠 周回コース  3名参加 

9月 19日 三子山・四方草山         7名参加 

9月 25日 熊野古道 仁木島駅―波田須駅   天候不良で中止 
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９月 26日 熊野古道 外宮―田丸       5名参加 

9月 27日 みえスポーツフェスティバル 入道岳 4名参加 

10月 17日 総門山             天候不良により中止 

(計画) 

10月 23日 熊野古道 紀伊長島駅―三野瀬駅  3名参加予定 

10月 31日 錫杖ヶ岳             6名参加予定 

11月 7日 額井岳・戒場山           7名参加予定 

11月 13日 熊野古道 三野瀬駅―相賀駅    3名参加予定 

11月 19日 熊野古道 仁木島峠―波田須駅   3名参加予定 

11月 21日 明星ケ岳             7名参加予定 

11月 26日 熊野古道 波田須駅―熊野市駅   3名参加予定 

11月 28日 網掛山              8名参加予定  

 

鈴鹿山岳会 

(報告） 

9/21(祝)月例山行 能郷白山 13名 

9/24(木)みえスポーツフェスティバル支援（誘導テープ設置）6名 

9/27(日) みえスポーツフェスティバル （駐車場誘導、受付、コース支援） 11 名 

10/10(土)月例山行御在所地獄谷 台風接近予報の為、中止 

(予定） 

10/25(日) トレーニング登山（初級）宮指路岳（兼：自然保護月間清掃登山） 

11/3(火・祝) 月例山行 釈迦ケ岳 

11/7(土) 月例山行 烏帽子岳(鈴鹿山脈) 

11/14(土）月例山行 錫杖ケ岳 


