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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和３年度第６回（９月）理事会議事録 

日時：令和 3年 09月 22日 「三重県まん延防止等重点措置」に伴い、オンライン開催 19：00～20：30 

出席：葛原、松尾、戸田、根本、鈴木、草川、橋川、萩、加藤 稲垣、木村、内田、佐々木、赤塚、水谷勉、杜多、

伊藤、委任 5名 ：計 22名 欠席 11 

会長挨拶・報告事項 

 国体に関し、６年後への延期判断について昨日より動きがあり、本日 16：00からの競技専門委員会へ加藤理事

長が出席しています。まだ、この会議に参加していないので、知事の方針説明が長引いていることと思われます。明後日

（9/24）の三重県実行委員会にて、延期断念の最終判断が議論され、その後 JSPO に報告されることになります。 

1. 審議事項 

◯みえスポーツフェスティバル山岳開催可否について 

 ・県内のコロナに関する病床占有率が 30％台で推移（ステージ３感染急増）している中、緊急事態宣言が解除

になったとしても、引き続き、まん延防止に留意する必要がある。また、今回担当の東芝山岳会の職場での感染対策

については、10月以降も現状の厳しい生活様式が求められている。他競技について、近々の開催予定を中止した種

目が 13 ある。以上のことを鑑みて開催の可否を審議。 

（結果） 

上記の状況下、岳連会員外の一般参加もある中での開催は、スタッフ及び参加者の感染リスクの安全策を優先し、

中止やむ無しの意見が多数。本年度の開催は中止と決定される。 

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。 

【遭難対策委員会】 

(報告) 

◯登山ポスト調査プロジェクトについて 

①三重県、県警と三重県下主要登山口の登山ポストの状況調査をすすめ、最終的に「三重県登山ポストマップ

（仮称）」を作成し、一般登山者向けに三重県、県警、三重岳連のHP等で掲載し、登山ポストが機能している箇

所、設置が無い登山口を明確化する。 

②また、現在の未設置登山口で必要と思われる箇所、設置されているがうまく機能されていないと思われる箇所など

を集約し、遭対協、市町と協議する。（この件については、後日各山岳会へアンケートを実施する） 

●第 1回ミーティング及び調査活動 

9月 19日（日）午前 ミーティング 三重岳連 8名、三重遭対事務局 1名参加 

午後  現地調査 鈴鹿山系 19 か所実施（烏帽子岳１、御池岳３、藤原岳３，三池岳１，御在所岳５，

鎌ヶ岳２，入道ヶ岳・鎌ヶ岳・野登山等含 4） 

（質問）この調査をした後、どのように活用するのか？②について、集約後の対応はどうするのか？ 

（回答）登山口のある市町の観光・他関連部署へ調査結果を開示し、改善、設置要望の意見をだす。 

（意見）登山口のある市町に対し、ネットからの届けができる現状で、登山ポストの整備が必要な根拠を示す必要
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があるのではないか。 

（回答）県内の各山域で事故の多い地域情報、また、現状、ネットでの届けなし、ポスト投函用に準備していないこ

と（ポストに備えられている用紙を利用）を考えると無届け登山者が多数であることなど、必要性を示す資料を作成

する 

(予定) 

1．秋の安全登山と自然保護啓蒙活動  11月 6日（土）午前  

実施予定登山口・・・詳細等は実施要項を後日メールします。 

松阪地区（堀坂山等）、津地区（経ヶ峰）、亀山地区（仙ヶ岳）、入道ヶ岳椿大社裏、 

御在所岳（中道、裏道、武平峠）、釈迦ヶ岳（朝明）、竜ヶ岳（宇賀渓）、藤原岳（大貝戸） 

・各山岳会で活動をするにあたり、実施場所、実施時間帯等の意見があれば出してほしい。 

2. 鈴鹿山系連絡協議会  11月 6日（土）午後 菰野町にて 

3. 登山ポスト調査プロジェクト 

10月末までに鈴鹿山系登山口について、調査完了を目指し、11月以降、鈴鹿以外の三重県下主要登山口を調

査する予定。各所属団体のご協力をお願いいたします。 

 

【登山部】 

■指導委員会  

（報告） 

9月 5日（日）スポーツフェスティバル山岳 現地下見 

烏岳、リバーサイド茶倉  指導員 1名 

(予定) 

10月 17日（日）みえスポーツフェスティバル山岳 場所：烏岳（香肌イレブン） 幹事団体：東芝山岳会 

 【中止】を本理事会で決定。 

10月 22日（金）～ 24日（日）令和３年度安全登山指導者研修会「東部地区」 開催地：三重県 

・9/15 オンライン打合せ・・・9/27-29 に再度開催可否を最終判断する。現地開催不可の場合、講義のみをオンラ

イン研修とする案を講師と調整中。 

■自然保護委員会    

（報告）(予定) 

特になし 

◯自然保護指導員募集について 

本日、Web開催となったため、登録料と申請書類の受け取りは、次回以降に延期します。 

 

【競技部】  

(報告) 

08/20-31 2021年世界ユース選手権（ロシア） 

ユース A 森奈央 リード：18位 ボルダ：24位  ユース B 杉本侑翼 スピード：3位入賞 

08/28 SCJT2021 ボルダリング第 4戦   Boulder Park Base Camp(埼玉） 

09/04 SCJT2021 リード第 1戦   PUMP1 川口店(埼玉） 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar/?task=resultathletes&event=1186&result=29
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(予定) 

09/25 SCJT2021 リード第 2戦 福井県立アーチェリークライミングセンター 県内選手エントリー中。戸田主任審判 

10/23 SCJT2021 ボルダリング第 5戦   B-PUMP荻窪(東京) 

10/09 SCJT2021 リード第 3戦 Climbing & Bouldering Gym ROCKLANDS(東京) 

10/16-17 SCJT2021 リード第 4戦/スピード第２戦 倉吉スポーツクライミングセンター 

 10月以降の大会については、コロナ情勢により、どうなるか未定。 

 

【総務部】 

■財務 

(報告)  

・8月末に 2団体の年会費納入により、残高が増えている 

・競技部で強化育成・役員養成事業費の収入・支出の動きはあるが残高の変化ほとんどなし 

■事務・広報担当 

(報告) 

◯第 10回鈴鹿山系連絡協議会の案内状送付 

9/15 に、近畿ブロック・東海ブロック山岳連盟及び県遭対協宛、メール配信 

◯（JMSCA より）本年度の全日本登山新潟大会の中止についての通知 

令和 4年度は 10/29-31で、高知開催。会場：高知市  不入山  矢筈山  伊予富士  工石山  稲叢山 

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告) 

09/02 岳連常任委員会 リモート会議 

◯三重国体を６年後に延期するか中止するかについて、三重県スポーツ協会への回答を審議。別紙資料により、内

容を説明。三重岳連として、延期を希望（９月３日回答済み）。 

09/07 第５回三重県実行委員会総会 根本会長出席 

◯三重国体中止に係る「代替大会等」への支援を提案される・・・競技団体が実施する交流試合等に必要となる経

費について、1競技団体あたり 300万円を上限として支援 

・スポーツクライミング競技について、開催するしないを岳連国体常任委員会にて決めて、理事会に諮る 

09/22(本日) 三重県競技専門委員会 16：00～ 加藤理事長出席 

・競技団体 37中、31 が延期を希望。開催市町延期希望 10、中止・その他 9 

・延期した場合、11 競技 20会場の再選定、県の財政的支援拡充が必要。（6年間で 120億プラスアルファ） 

・「代替大会等」については要項も出てこなく、どんな形での開催が可能かもわからない状態。 

(提案事項) 

◯三重とこわか国体スポーツクライミング競技の識別用品の配布について 

T シャツ、帽子、実施要項、役員証をセットとして、役員予定だった方に配布する。この配布について、理事会開催時

に理事の方に団体参加者分をまとめ持ち帰っていただく方法を提案したい。・・・異議なく、承認。 
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(予定) 

09/24第 6回三重県実行委員会総会 根本会長出席 

6年後への延期開催断念を議論 

10/1-2 JMSCA国体委員会総会 加藤理事長出席 

10/未定 岳連常任委員会 

三重国体準備に関わる総括 

 

 

【高体連登山部】 

(予定) 

10/30 秋季大会（岳連主催行事） 

現時点では開催する予定であるが、具体化はしていない。（状況をみている状況） 

11/03 全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会・予選 

 

 

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 

◯新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた山岳スポーツ活動について 

「新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、山岳スポーツ愛好家の皆さんへお願い」として、当面の間、登山自

粛を要請中。 【9/1付、遭難対策委員長名で各加盟団体へ通知済み】 

②鈴鹿山系連絡協議会 

11/06(土) 13：00～ 菰野町農村環境改善センター２F会議室 

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

・（9/20）台風後のパトロール・・・少しの倒木と土砂が流れ込んだ場所が一箇所ありましたが、大きく荒れてはい

ません 

・（9/13）地獄谷から京良谷の間にある苔むす岩場の辺りに、キイロスズメバチの巣があるようで、9月に入ってか

ら連日のように登山者が刺されています。 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

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） 

・（09/15）【クライミングジムの営業再開に向けた感染予防指針】の一部改訂版発信 

 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

https://www.oosugidani.jp/
https://www.jma-sangaku.or.jp/information/up_img/files/2021%E5%B9%B4%E8%A8%98%E4%BA%8B/%E3%80%90%E6%94%B9%E8%A8%82%E3%80%91SC%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%84%9F%E6%9F%93%E4%BA%88%E9%98%B2%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf
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5. その他 

特になし 

 

■ 10月度理事会  未定 

鈴鹿市文化会館が「三重県緊急事態措置」により休館中のため、利用申請ができていません。 

緊急事態措置解除後、予約が取れ次第、開催日を周知します。 

（10/27第 4水曜日は空きがありませんので、翌日 10/28(木)で予約予定です） 

 

 

加盟団体活動報告・予定 

松阪山岳会 

（予定） 

10/10 例会山行 大洞山 

10/17 三重スポーツフェスティバル山岳 烏岳 

10/31 例会山行 局ヶ岳 

津峠の会 

（予定） 

10/09 三条山 5名参加予定 

10/17 みえスポ 烏岳 8人参加予定 

10/23 鎌ヶ岳 5人参加予定 

五目山岳会 

（予定） 

10/17 みえスポ 

ひさい山岳会 

（予定） 

10/17 スポーツフェスティバル（烏岳）松阪市 参加者 14名予定 

10/24  イブネ・クラシ 鈴鹿山系 

11/6  安全登山啓発活動 経ヶ峰  

10/6  例会 立成公民館 

鈴鹿山岳会 

（予定） 

10/06 定例会 


