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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 10回（１月）理事会議事録 

日時：令和 3年 01月 27日  19：00~19：50  Web会議 

※コロナ感染予防のため、事前連絡で試験的に【オンライン会議】の形で開催。 

参加者 13名、サテライト会場 3名、接続エラー2名、委任 2名（計 20名） 

  

1. 会長挨拶・報告事項 

皆様ご苦労様です。コロナ禍、安心だけでは済まない状況になってまいりました。やはり安全でなければなりません。今回 

初めてWEBでの開催とさせていただきました。いろんな課題はあると考えますが一つ一つ課題解決し自分たちの物にし

ていきたいと考えております。今後もこのような形での会議開催が多くなってくるとおもいますのでいろんなご意見御寄せくだ

さい。 

 

2. 審議事項 

特になし 

 

3. 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。 

 

■遭難対策委員会 

【報告】 

 ◯三重県内における令和 2年中の山岳遭難発生状況について 

 三重県警資料により報告。 

【予定】 

・特になし 

  

【登山部】 

■指導委員会  

 【報告】 

1. 初心者対象積雪期登山研修 → コロナ感染予防に向け、中止決定 

12月 27日（日）研修下見（御在所藤内沢） 指導員 2名 

1月 9日（土）   〃         指導員 2名、一般 1名 

2. 登山ポスト設置登山届についてのアンケートと統一化 

  12 月の理事会では 1 月に素案を提示する予定と致しましたが、より時間を費やして、指導員の意見や試作を継

続して、検討して素案を作成していく方針とします。 

 【予定】 
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1. 2月 28日（日）連盟会員向け研修会「基本登山技術研修」→ コロナ感染予防に向け、中止決定 

２．今後の連盟会員向け研修の在り方について 

  コロナ情勢により、他人数の研修が困難な状況が今後も予想されます 

① 実技（屋外）講習 

  少人数（各団体から参加人数を制限する等）で開催し、参加者が所属団体にて伝達講習を行う等や

り方を検討していく 

② 机上（屋内）講習 

オンライン形式での講習を検討していく 

 

■自然保護委員会    

 (報告)  なし 

 (予定)  なし 

 

【競技部】  

 (報告) 

12/26-27 第 11回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会  加須(埼玉) 中止 

12/26(土) 確保研修会 三重交通 G スポーツの杜鈴鹿 

01/10(日) 確保研修会 富山・桜ヶ池クライミングセンター 中止 

 ※以降、毎月開催予定。 

 (予定) 

02/23(祝) 審判/セッター更新研修会(三重県) 鈴鹿高校情報教育メディアセンター 

03/13-14 東海ブロック研修会 静岡 

 

 ◯「スポーツクライミング競技規則」 （リンク）が新規制定となりました（21.01.21） 

  JMSCA が主催、主管、共催、公認する競技会に適用されます 

 

【総務部】 

（報告事項） 

〇JMSCA「パブリックオピニオン収取へのご協力お願い」 

  総務部で取りまとめて 1月 8日に JMSCA事務局長へ提出 

〇公益財団法人日本スポーツ協会 第 16回「日本スポーツグランプリ」 表彰 

  MMSCA から個人候補者推薦書を三重県スポーツ協会事務局へ提出 

  個人候補者・・・三重県高体連顧問 西田 勝氏（83歳） 

〇東海ブロック４県正副会長理事長会議（愛知岳連主催） 

  1月 9日 web会議で開催。三重岳連からは根本会長、加藤理事長が参加 

◯叙勲（スポーツ振興功労）推薦について 

  MMSCA から元岳連会長の田中均氏（鈴鹿山岳会）を推薦し、三重県スポーツ協会事務局へ提出 

（予定） 

https://www.jma-sangaku.or.jp/up_img/files/%E2%98%85JMSCA_SC%E7%AB%B6%E6%8A%80%E8%A6%8F%E5%89%87_210114%20(1).pdf


- 3 - 

 

 02/14 全国理事長会議  オンライン開催 

 ◯令和 3年度総会について・ 

 4/17(土)を候補日として会場予約（大川学園）を行ないます。 

 （※同日の場合 お車を学園駐車場には駐車できません） 

 

■財務 

（報告） 

◯財務状況推移について 

  12月の主な収支として、三重県スポーツ協会からの補助金収入、SC の日本選手権旅費支出。会議費、自然

保護委員会活動費、リース代金等の支出がありました。 

 

■事務・広報担当 

◯スポーツ庁事務連絡（1/8）１月７日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項の規定に基づ

き行われた「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」について（スポーツ関係団体宛）（リンク） 

 主な内容 

① 「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」  スポーツ活動に関

わりの深い内容をまとめています。 

② 「緊急事態宣言下における学生・生徒が行う部活動について」  １４ページ以降には、学校等における感染症

対策の要点がまとめられています。 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

  01/19(火) 菰野町実行委員会 副会長会議  根本参加 

 菰野町実行委員会会長決断の報告・・・JSPO、JMSCA、三重県の回答待ち 

  01/21(木) JMSCA国体委員会（オンライン）  加藤、葛原参加 

  

  01/22(金) 第 2回三重岳連国体実行委員会 19：00～ 鈴鹿高校  延期 

（予定） 

  01/28(木) 菰野町実行委員会 輸送・宿泊会議（JTB打合せ） 

  ・三重岳連国体常任委員会 開催日は委員に別途連絡。 

  ・第 2回三重岳連国体実行委員会  開催日は委員に別途連絡。 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

 

 (予定) 

  ・来年度のインターハイ東海大会は三重で開催。亀山市で 2 コース設定。 

https://www.mext.go.jp/content/20210108-mxt_kouhou01-000004520_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210108-mxt_kouhou01-000004520_03.pdf
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4. 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 

②鈴鹿山系連絡協議会 

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

大杉谷登山道は冬季閉山中。 

大杉谷登山センター 臨時職員募集中。 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

  2/10 Web会議開催予定。 

⑤その他関係団体 

 

⑥日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

02/13-02/14 主任検定員養成講習会(A級)・コーチ２養成講習会 鳥取・大山山域  中止 

02/20-02/22 積雪期登山基礎講習会 国立登山研修所及び周辺山域  中止 

 

（SC競技会） 

12/26-12/27 第 3回コンバインドジャパンカップ 愛媛・西条 

01/30-01/31 第 16回ボルダリングジャパンカップ 東京・駒沢 

03/26-03/28 第 34回リードジャパンカップ 千葉・印西 （日程変更） 

03/06      第 3回スピードジャパンカップ 京都・亀岡 

 

5. 加盟団体より 

特になし 

 

6. その他 

◯本日のオンライン会議についての意見交換 

 ■事前に資料を配布してほしい 

  事項書及び別紙資料はメール配信済み。追加分については画面共有で提示した。通常時においても、各部・

委員長には、なるべく事前に付議事項を提出してもらう 

  （事務担当追加：開催が第 4週なので、毎月の報告を 15日から 20日に変更し、最新情報で送信しても

らうようにお願いしたい） 

 ■事前の接続確認をしてほしい 

  今回が試験運用で、使い方の習得及び運用の問題点を検討する機会としている。接続エラーが出た方に対

し、総務部長、事務担当で対応中。 

  今回、各理事さんが開始前にアクセスし、マイク、カメラの設定は確認できていた。次回開催時は通話開始状

https://www.oosugidani.jp/
https://www.oosugidani.jp/news/1032/
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態にしておいて、画面の確認もできるようするなどの対応を考えます。「Meet Now」は誰でも会議を作成できるの

で、加盟団体の会員さん同士で試しみるなどしていただくとよい。 

 ■本格導入する場合には、事前に課題を解決する必要があるので、不具合或いはオンラインでの会議の進行等

のご意見を聞かせて下さい。 

 

 

  

R3.1月度理事会 2月 24日（第 4水曜日）19：00～場所：鈴鹿市文化会館第 2研修室 

  ※今後の状況により利用条件変更・休館等で開催変更する場合がありますので、ご了承ください。 

※各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望・報告は 2月 20日までに送信してください。 

 

 

 

 

 

加盟団体活動報告・予定 

松阪山岳会 

(報告)    

12/20 例会山行 獅子ヶ岳 22名参加 

1/9 例会山行 朝熊山 コロナ中止 

1/16 例会山行 牛草山 （予備日 1/23） 

1/25～26  例会スキー   コロナ中止 

(予定)    

2/14 例会山行 竜ヶ岳  

2/23 例会山行 藤原岳  

 

津峠の会 

(報告) 

12月 5日 熊野古道 波田須駅―熊野市駅 3名参加 

12月 12日 熊野古道 熊野市駅―阿田和駅 3名参加  

(計画) 

1月 9日  熊野古道 阿田和駅―新宮駅 3名参加予定 

1月 23日 入道岳 6名参加予定 

2月 6日  牛草山 5名参加予定 

2月 20日 姫越山・座佐ノ高 5名参加予定 

2月 27日  三峰山 5名参加予定 

 



- 6 - 

 

五目山岳会 

(報告) 

12/16 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

12/19 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

12/19 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 3名参加 

12/19 一般登山 養老 月見の森 3名参加 

12/19～20 一般登山 八ヶ岳 硫黄岳 6名参加 

12/20 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

12/20 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 2名参加 

12/20 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

12/24 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

12/26 ビレイ講習会 鈴鹿市スポーツの杜 5名参加 

12/26 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 3名参加 

12/27 一般登山 養老 月見の森 2名参加 

12/27 一般登山 中ア 木曽駒ヶ岳 2名参加 

12/27 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

12/27 一般登山 鈴鹿 藤内沢 2名参加 

12/27 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

12/27 一般登山 鈴鹿 銚子ヶ岳 2名参加 

12/29 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

1/1 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

1/1 一般登山 津 錫杖岳 3名参加 

1/1 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

1/2 一般登山 鈴鹿 藤原岳 3名参加 

1/3 一般登山 鈴鹿 嶽不動＆藤内餅つき 14名参加 

1/3 一般登山 鈴鹿 藤原岳 10名参加 

1/3 一般登山 紀北 銚子川森林鉄道 2名参加 

1/3 一般登山 養老 月見の森 2名参加 

1/8 一般登山 養老 多度山 2名参加 

1/9 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

1/10 一般登山 京都トレイル 3名参加 

1/11 一般登山 西濃 伊吹山 2名参加 

1/11 一般登山 鈴鹿 綿向山 4名参加 

(予定) 

1/23 1月度例会 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 

1/31 岳連冬山研修→緊急事態により中止 鈴鹿 藤内沢 

2/6 2月度例会 一般登山 西濃 伊吹山 
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ひさい山岳会 

(報告） 

1/9 牛草山・温坊 南伊勢町  参加者 12名 

1/6 月例会 立成公民館  参加者 13名 

(予定） 

1/24 三峰山・平倉峰 御杖村  参加者 11名予定 

2/7 綿向山 日野町  参加者 8名予定 

2/21 切間の八・諾炬羅山 南伊勢町  参加者 10名予定 

 

鈴鹿山岳会 

(報告） 

12/26(土）例会山行（年末お礼登山）入道ヶ岳 

(予定） 

01/16(土) 例会山行 龍仙山（南伊勢町） 

01/22(金) 例会山行 綿向山 

02/20(土) 例会山行 繖山（きぬがさやま・滋賀） 

 

 


