
第1号議案　平成31年度事業報告

登山部
（指導委員会）
【一般事業】
事業名 期日 場所 摘要

山登りベーシック塾2019（講義） 6/13 8/22 四日市文化会館
6/13山登りの基本、装備
7/18自然保護、山の事故、気象知識
8/22歩行、読図

山登りベーシック塾2019（講義） 6/20 8/29 三重県総合文化センター
6/20山登りの基本、装備
7/25自然保護、山の事故、気象知識
8/29歩行、読図

山登りベーシック塾2019（実習登山下見） 8/31 9/22 鈴鹿峠自然の家・高畑山
8/31指導員7人、9/8指導員8名、9/22
指導員5名

山登りベーシック塾2019（実習登山） 10/19 鈴鹿峠自然の家（高畑山）
雨天のため屋内講習、受講者28名、
スタッフ20名参加

初歩のレスキュー、救急法及び
基本のロープワーク救急法研修会

9/23 鈴鹿高校
講師：井戸、太田、原、松尾、戸
田、
参加者40名

みえスポーツフェスティバル（下見） 9/1 10/12 紀北町天狗倉山・便石山 9/1、9/7、10/12

みえスポーツフェスティバル山岳2019 10/27 紀北町天狗倉山・便石山 参加者：137名

少年少女登山教室 11/10 宇賀渓・砂山
参加者：小学生6名、保護者5名、
高校生17名、ｽﾀｯﾌ7名

初心者対象積雪期登山研修（下見） 1/25 御在所岳

初心者対象積雪期登山研修 2/2 御在所岳 雪不足により中止

【会議Ⅰ(三重岳連）】
事業名 期日 場所 摘要

 指導委員会総会 4/20 四日市文化会館

ベーシック委員会 4/23 8/19 菰野町尾高
4/23、5/29、6/6、6/25、7/10、
7/23、8/19

スポーツフェスティバル＆ベーシック委員会 1/30 3/12 菰野町尾高 1/30、2/20、3/12

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

みえスポーツフェスティバル実行委員会 5/28 三重県レクレーション協会 萩副会長

全国指導委員長会議 6/1 6/2 東京　晴海 草川委員長

JSPOコーチ１養成・検定（講義） 9/21 鈴鹿高校 受講者10人、加藤、戸田、松尾
JSPOコーチ１養成・検定（無雪期実技講習） 10/19 鈴鹿峠自然の家（高畑山） 受講者10人、加藤、戸田、松尾

夏山リーダー講師養成講習会 11/17 神戸登山研修所 加藤理事長、松尾理事

氷雪技術研修会 2/15 2/16 鳥取県　大山
JSPOコーチ１養成・検定（無雪期実技、筆記試験） 2/1 2/2 朝明渓谷、釈迦ヶ岳 受講者10人、加藤、戸田、松尾
JSPOコーチ１養成・検定（積雪期実技講習） 2/24 竜ケ岳 受講者10人、加藤、戸田、松尾

【協力・その他】
事業名 期日 場所 摘要
スペシャルオリンピックス日本三重登山支援 8/25 朝明渓谷・羽鳥峰

（自然保護委員会）
【一般事業】
事業名 期日 場所 摘要

探鳥山行・野鳥の会三重合同 5/19 朝明～愛知川界隈 13名参加、うち岳連5名

新規指導員募集 8月 2名

自然保護月間 10/1 11/30 各山域 ４団体５コース、34名参加
自然保護研修会（清掃登山とメガソーラー視察） 11/24 尾高山 5名参加

【会議Ⅰ(三重岳連）】
事業名 期日 場所 摘要

研修会 11/24 朝明茶屋 6名参加

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

JMSCA自然保護指導員全国大会 11/9 11/10 宮城県 1名参加

（遭難対策委員会）
【会議Ⅰ(三重岳連）】
事業名 期日 場所 摘要

遭難対策委員会役員会 4/9 アイアンドアイ 8名参加

遭難対策委員会総会 4/12 四日市文化会館 34名（委任共）

遭難対策委員会役員会 8/24 松之舎 10名参加

法律相談 9/17 法律事務所（四日市市） 4名参加

三重岳連、岳連幹事との意見調整 9/18 朝明茶屋 5名＋岳連＋幹事

いなべ山岳市地図発刊準備 アイアンドアイ 3名参加

遭難対策委員会役員会 1/25 松之舎 8名参加
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遭難対策委員会役員会 3/6 菰野第二区公民館 13名参加（委任共）

遭難対策委員会総会 3/19 四日市文化会館 54名（委任共）

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

北鈴鹿山岳協会 総会 5/14 いなべ市北勢福祉センター 3 名参加

全国遭対委員長会議兼研修会 6/29 6/30 未報告 1 名参加

全国山岳遭難対策協議会 7/5 小古委員長

【表彰】
事業名 期日 場所 摘要

いなべ署長表彰 12/20 いなべ警察署 3 名受賞

【研修会】（12 回（18 日） 参加者述べ77 名）
事業名 期日 場所 摘要

雪稜登攀研修会 4/21 宝剣岳 サギダル尾根 8名参加

雪稜登攀研修会 4/27 4/29 白馬主稜　杓子尾根 8名参加

登攀研修会 10/13 御在所前尾根 8名参加

登攀研修会 10/20 御在所前尾根 6名参加

登攀研修会 10/27 御在所藤内壁一の壁 6名参加

登攀研修会 11/3 御在所藤内壁一の壁 7名参加

冬山技術セミナー 1/19 御在所本谷、３ルンゼ 13名参加

冬山技術セミナー 1/26 御在所本谷、３ルンゼ 9名参加

冬山技術セミナー 2/9 御在所、３ルンゼ 7名参加

冬山技術セミナー 2/23 2/24 御池岳 兼慰霊18名参加

冬山技術セミナー 3/8 雨天中止

冬山技術セミナー 3/21 西穂高岳 5名参加

【慰霊山行】（事故検証・慰霊：1 回4 名）
事業名 期日 場所 摘要

多志田山遭難者 慰霊 4/21 藤原岳多志田谷 4 名+遺族1 名参加

冬山技術セミナー 2/23 2/24 御池岳 18名参加

【他団体活動支援】（5 回、7+ 名）
事業名 期日 場所 摘要

夏山フェスタ出展 6/22 6/23 名古屋 ウィンクあいち 参加多数

いなべ山岳市地図発刊準備 12/3 12/6 アイアンドアイ のべ5名参加

救助専門部・捜索専門部
【遭難事故発生報告、捜索活動協力】 （救助捜索参加者：延べ9 日56 名）
事業名 期日 場所 摘要

藤原岳～入道岳 不明者捜索 6/17 6/22 藤原岳～入道ケ岳 のべ37名＋警察、消防

藤原岳～入道岳 不明者捜索 6/21 蛇谷 多志田谷上部で発見

藤原岳～入道岳 不明者捜索 6/22 遺体収容搬送

道迷い遭難 捜索救助 男性1 名 10/23 白石 三国谷 6 名参加

多志田山遭難者 慰霊 10/26 藤原岳多志田谷 4 名+遺族1 名参加

負傷者搬送 11/3 御在所 藤内壁～R477 号 9 名参加

予防専門部
【国土地理院 地域連携による登山道調査】（ 21 日 延べ 39 名）
事業名 期日 場所 摘要

4/1 7/25 鈴鹿国定公園 のべ39名参加

国定公園協会50 周年記念出版協力
　依頼元：鈴鹿国定公園協会、いなべ市、菰野町
　完成：平成31 年3 月27 日
　内容：鈴鹿国定公園域1:50000 段彩地図、最新版徒歩道、自然解説、歴史解説、観光案内
　価格：無料
　配布：関係各市町、H31.4.1 以降配布中
※ 朝明アルパインクラブに在庫があります、必要な方は申し出て下さい。
編集協力
　「登山地図」調査更正 居村年男、小寺光紀
　「登山道調査」 上記参照
　「鈴鹿の歴史（鈴鹿のとうげ越え）」執筆 佐々木實、諸岡敏文（執筆協力）
　「鈴鹿の自然（植物、昆虫、地質）」執筆 金丸勝実（依頼）

【道標、登山道、登山施設の整備と調査】（登山道整備、道標調査（参加者：延べ76 日353 名）
事業名 期日 場所 摘要

八風峠～三池岳周辺、石榑峠～三池岳～福王山、朝明遊歩道、銚子ヶ口～水舟
の池、菰野富士、竜王山＝綿向山、高室山、国見尾根～中道、国見岳～郡界尾
根、霊仙山 榑ヶ畑道、油日山～那須ヶ原山、竜ヶ岳 太尾、朝明渓谷猫～笠
岳、日本コバ、鍋尻山、宮指路岳、焼尾山、一ノ谷新道～表路、武平峠～御在
所岳、雲母峰

国土地理院　軌跡記録
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登山道整備 4/6 7/7 朝明遊歩道 のべ36名参加

登山道整備 4/7 藤内壁前尾根 3名参加

登山道整備 4/7 4/28 八風渓谷　中峠道 のべ6名参加

登山道整備 4/27 ブナ清水道 1名参加

登山道整備 6/2 藤原岳　孫太尾 3名参加

登山道整備 7/15 9/16 御在所岳　中道 のべ77名参加

登山道整備 1/11 1/25 宮妻峡カズラ谷 のべ15名参加

登山道整備 2/2 3/15 孫太尾 のべ48名参加

登山道整備（浮き岩調査・処理等） 9/21 9/29 御在所岳　中道・オバレ岩周辺 のべ10名参加

登山道施設整備 6/2 藤原岳　避難小屋 9名参加

登山道施設整備 7/28 藤原岳　避難小屋 6名参加

登山道道標調査（四日市市委託事業） 9/30 宮妻渓谷　周回 2名参加

登山道整備 10/13 10/21 御在所岳　中道 のべ11名参加

登山道整備 10/22 木和田尾根 1名参加

登山道整備 10/27 御在所 藤内壁 一の壁 6名参加

登山道整備 11/2 1/18 宮妻峡カズラ谷 のべ53名参加

登山道整備、山荘トイレ清掃 11/17 藤原岳 24名参加

藤原山荘トイレ切り替え 12/1 12/8 藤原岳 のべ11名参加

登山道整備 12/6 雲母峰～P729 間 2名参加

道標設置 12/8 宮妻峡～鎌尾根 3名参加

飛行状況・撮影確認 12/8 鎌ヶ岳 1名参加

道標設置 1/25 宮妻峡カズラ谷、鎌尾根 6名参加

登山道調査 2/2 孫太尾 11名参加

登山道整備 2/9 4/12 孫太尾 のべ70名参加

通信専門部
【ＡＰＲＳ連絡通信網整備（中継基地局整備）】（参加者：延べ6 日9 名）
事業名 期日 場所 摘要

金山デジピーター点検補修 4/21 金山岳 3名参加

藤原山荘デジピーター点検補修 5/12 藤原山荘 2名参加

御在所デジピーター点検補修 7/15 御在所山頂 1名参加

上宝デジピートシステムメンテ完了 9/29 岐阜県上宝村 1名参加

高山赤十字との共同APRS 修理完了 10/17 岐阜県上宝村 1名参加

高山赤十字との共同APRS 設置 10/20 岐阜県上宝村 1名参加

高山赤十字との共同APRS 設置完了 10/29 岐阜県上宝村 1名参加

競技部
【一般事業】
事業名 期日 場所 摘要

東海SCコンペ：ボルダリング競技 4/21 ピナクル２栄

東海ブロック大会ボルダ 7/27 ハンピ鈴鹿店

東海ブロック大会リード 7/28 安八スカイウォール

JSPO SCコーチ１養成講習 6/15 6/16 スポーツの杜鈴鹿

JSPO SCコーチ１養成講習 6/29 6/30 国立登山研修所 三重3人、愛知4人

JSPOコーチ１養成検定（冬山編） 2/1 2/2 朝明渓谷、腰越谷

東海地区国体合同予選会（リード） 3/28 岐阜・安八スカイウォール

東海地区国体合同予選会（ボルダ） 3/29 ぴなくる２栄

【会議Ⅰ(三重岳連）】
事業名 期日 場所 摘要

東海ブロック三重実行委員会 4/25 加藤理事長

競技部会合 5/11

東海ブロック大会代表者会議 5/23 スポーツの杜鈴鹿 松尾理事

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

茨城国体プレ大会審判員派遣 6/7 6/9 茨城県鉾田市 戸田部長、松尾理事
JOCジュニアオリンピック2019　審判員派遣 9/14 9/16 富山県　南砺市 戸田部長、松尾理事

茨城国体審判員派遣 10/4 10/6 茨城県鉾田市 戸田部長、松尾理事
SCJTリード＆Life is Climb2019　審判員派遣 10/26 PUMP大阪店 戸田、松尾、坂口、谷崎

SCJTボルダ　審判員派遣 11/16 PUMP大阪店 戸田、松尾、坂口、谷崎

SCJTボルダ　審判員派遣 12/7 Play Mountain岡崎店
戸田審判長、松尾理事
他審判員派遣

JMSCA競技部ブロック別研修会(東海ブロック) 1/18 1/19 愛知県　豊川高校

（山岳スキー）
【競技会・その他】
事業名 期日 場所 摘要

八方尾根スーパーバーティカル大会 4/14 長野県　八方尾根 小寺教夫　準優勝
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小寺教夫選手ワールドカップ出場報告会 6/30 大安町民センター 根本会長

ＩＳＭＦワールドカップ第1戦 12/18 12/19 フランス・オッソワ
インディビジュアル　途中棄権、
スプリント　55位

ワールドウィンターマスターズゲームズ 1/20 オーストリア・インスブルック インディビジュアル　15位

ＪＭＳＣＡ公認 ヤマボクＳｋｉｍｏ 1/25 1/26 長野県
バーティカル　準優勝、
スプリント　4位、
インディビジュアル　4位

ＪＭＳＣＡ公認 ＭＩＬＬＥＴ杯　パラダナイトＳｋｉｍｏレース 2/15 長野県 インディディビジュアル　4位

（スポーツクライミング）
【競技会・その他】
事業名 期日 場所 摘要

FISE World Series Hiroshima 2019 4/19 4/21 広島県 ボルダ：渡部圭太 3位

平成31年度東海スポーツクライミングコンペ 4/21 愛知県　ピナクル２栄
ボルダ：森奈央 3位、
小林舞 3位 他

第5回ボルダリングユース日本選手権 5/18 5/19 鳥取県　倉吉 ボルダ：寺田新吾 9位 他

第40回東海ブロック大会　ボルダ 7/27 三重　ハンピ鈴鹿店

第40回東海ブロック大会　リード 7/28 岐阜　安八スカイウォール

第22回JOCジュニアオリンピックカップ南砺 9/14 9/16 富山県　桜ケ池クライミングセンター
女子ユースＢ：柏綾音 準優勝、
小林舞 5位　他

いきいき茨城ゆめ国体2019 10/4 10/6 茨城県鉾田市
成年男子：渡部圭太、田嶋瑞貴ペア
ボルダ3位、リード19位

第1回ANOCワールドビーチゲームズ2019 10/13 10/14 ドーハ
スポーツクライミング：渡部圭太 2
位

IFSCクライミングワールドカップ2019 10/18 10/20 中国　厦門 リード：田嶋あいか 10位

IFSCクライミングワールドカップ2019 10/26 10/27 千葉県　印西 リード：田嶋あいか 8位

旭・安八カップ 10/27 岐阜　安八スカイウォール 鈴鹿高校2名参加

第15回ボルダリング・ジャパンカップ 2/8 2/9 東京都・駒沢 渡部圭太10位

スピード・ジャパンカップ 2/22 戸田

リード・ジャパンカップ 3/7 3/8 開催延期

リードユース日本選手権　印西大会 3/20 3/22 開催延期

【協力・その他】
事業名 期日 場所 摘要

クライミング体験会 5/6 スポーツの杜鈴鹿 参加者3人

トップロープ確保研修会 5/18 5/19 スポーツの杜鈴鹿 参加者5人

キッズコンペ審判員派遣 8/18 　 参加者36人、役員　戸田　他

クライミングジュニア体験会 8/31 スポーツの杜鈴鹿 戸田、松尾　他

第2回クライミング体験会 9/7 9/8 スポーツの杜鈴鹿 戸田、松尾　他

第2回クライミング認定講習会 9/28 10/20 スポーツの杜鈴鹿 戸田部長
スポーツフェスタ'19　クライミング体験会 10/14 スポーツの杜鈴鹿 戸田、松尾　他

高校選抜合同予選会 10/22 静岡 西、澁谷、松尾

ビレイ講習会講師派遣 11/9 松阪　みえこどもの城 松尾理事

第15回クライミング選手権 2/9 松阪　みえこどもの城 戸田、松尾、谷崎、義村萌

総務部
【会議Ⅰ(三重岳連）】
事業名 期日 場所 摘要

定時総会 4/13 大川学園　大会議室

理事会 4/13 3/26 鈴鹿市文化会館　研修室 毎月1回

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

JMSCA定時総会 6/16 東京　晴海

三重県体育協会・定時評議員会 6/18

安全登山サテライトセミナー（滋賀） 7/13 7/14 滋賀県

東海ブロック山岳連盟正副会長・理事長会議　 7/27 7/28 湯の山ロッジ
静岡3名、愛知3名、
岐阜5名、三重5名

安全登山指導者研修会（北海道） 9/14 9/16

JMSCA新春懇談会 1/11 東京

JMSCA登山普及情報交換会　 2/15 東京 加藤理事長

JMSCA全国理事長会議 2/16 東京 加藤理事長

【協力・その他】
事業名 期日 場所 摘要

三重県地域スポーツ推進表彰式
功労者、優良団体

8/31 鈴鹿市民会館
田中均様、鈴鹿山岳会吉川会長出

席、根本会長同席

全日本登山大会 9/28 9/30 岐阜県高山市 根本会長、他

成年女子：総合2位、
少年男子：総合4位、
少年女子：総合2位

エントリー予定だった2月のＩＳＭＦワールドカップ第4戦（中国）、ＩＳＭＦアジアカップ（韓国）はコロナウイルスの影響で中止
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吉田沙保里大賞表彰式 11/2 サオリーナ 加藤理事長

総務部（関連団体）
【一般事業】
事業名 期日 場所 摘要

春の安全登山と自然保護啓発活動 4/20 4/27 北勢・中勢・南勢各登山口

秋の安全登山と自然保護啓発活動 11/9 北勢・中勢・南勢各登山口

三重県山岳遭難防止講演会
『遭難事例から学ぶ　遭難しない為のセ
ルフレスキュー、セルフケア』

7/7 三重県庁講堂
講師：渡邊輝男氏、
参加者180名、
内岳連関係者55名

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

大杉谷オープン前パトロール 4/11 4/12 大杉谷～日出ケ岳 根本会長

大杉渓谷オープンセレモニー　 4/19 大杉谷登山センター 根本会長

大杉谷登山センター社員総会 5/7 根本会長

大杉谷登山センター理事会 12/25 3/25 根本会長

三重県山岳遭難防止対策連絡協議会総会 5/9 根本会長、小古委員長

鈴鹿山系連絡協議会 11/9 菰野町町民センター会議室 岳連役員、委員長他
三重県体育協会公認スポーツ指導者研修会 1/23 三重県総合文化センター
三重県体育協会公認スポーツ指導者研修会 2/2 松阪市嬉野生涯学習センター

【協力・その他】
事業名 期日 場所 摘要
三重県警察本部「山の日」安全登山啓発活動 8/11 御在所周辺 根本会長、他2名

三重県警察本部主催山岳遭難救助研修会 2/25 2/26 県警察学校 2名参加

三重県高体連登山専門部
【一般事業】
事業名 期日 場所 摘要

高校登山部春季大会 4/20 4/21 鈴鹿峠自然の家

三重県高校総体並びに全国高校総体・東
海高校総体登山競技三重県予選

6/1 6/2 朝明渓谷
全国大会出場校
男子：神戸　女子：神戸

東海高校総体登山競技大会 6/21 6/23 静岡県　満観峰
出場校　男子：四日市農芸、神戸
Ｂ、
女子：菰野3位、四日市農芸

南部九州高校総体インターハイ2019 8/2 8/6 宮崎県　高千穂
男子:神戸３位、
女子：神戸7位

高校登山部秋季大会 11/2 11/3 石水渓、羽黒山・筆捨山

東海地区高体連登山専門部連絡協議会 11/30 12/1 関ロッジ

高校登山部顧問等安全登山講習会 2/27 津市

新人大会・雲母峰登山 3/14 3/15 四日市少年自然の家 中止

東海総体審判委員下見 3/21 3/22 鈴鹿峠自然の家・高畑山

【競技会・その他】
事業名 期日 場所 摘要

高校選抜クライミング選手権予選会 11/4 静岡スクエア 鈴鹿高校2名参加

全国高等学校選抜スポーツクライミング
選手権大会（全国高体連、JMSCA共催）

12/21 12/22 埼玉県　加須 寺本96位、勝正104位

三重県優秀選手・指導者表彰式 1/8 神戸高校生徒、顧問岸田先生

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

高校顧問夏山研修会（国立登山研修所、
JMSCA、全国高体連共催）

8/7 8/8 国立登山研修所

特別部会（三重国体関連）
【会議Ⅰ(三重岳連）】
事業名 期日 場所 摘要

国体視察員担当者会議 12/10 菰野町尾高

国体視察員担当者会議 1/9 菰野町尾高

競技団体ヒアリング 1/8 三重県庁
成年男子・女子：田嶋氏
少年男子・女子：小林氏、加藤氏

岳連常任委員会 3/13 菰野町尾高

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】
事業名 期日 場所 摘要

第２回菰野町実行委員会総会 5/13 菰野町役場

第２回国体競技運営担当者会議 6/20 津市 加藤理事長、松尾理事

第２回国体実行委員会 7/23 津市 根本会長
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茨城国体プレ大会視察　 6/7 6/9 茨城県鉾田市

茨城国体視察 10/3 10/7 茨城県鉾田市

茨城県山岳連盟国体担当者との懇談会 12/21 茨城県水戸市 根本会長、葛原理事、松尾理事

菰野町実行委員会 1/17 菰野町役場

【協力・その他】
事業名 期日 場所 摘要

国体PR・クライミング体験会 4/21 四日市少年自然の家

国体PR・クライミング体験会 4/27 5/6 熊野古道センター

国体PR・クライミング体験会 5/6 菰野町　三重県民の森

国体PR・クライミング体験会 8/12 いなべ市　にぎわいの森

国体PR・クライミング体験会 9/29 四日市少年自然の家

国体PR・クライミング体験会 10/20 菰野町　かもしかマラソン

国体PR・クライミング体験会 10/27 菰野町　町民まつり 10/27、11/10、11/17、11/24

国体PR・クライミング体験会 11/10 大台町　宮川

国体PR・クライミング体験会 2/22 鈴鹿青少年の森 新型コロナウィルス対策で中止
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