
          

 

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度10101010月月月月（（（（27272727年年年年10101010月月月月））））常務理事常務理事常務理事常務理事会会会会議事録議事録議事録議事録    

公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    日本山岳協会日本山岳協会日本山岳協会日本山岳協会    

○ 日 時  平成27年10月8日（木）18時～21時 

 ○  場 所  岸記念体育会館・103会議室 

 ○ 出席者 八木原会長、尾形・國松・髙橋・亀山各副会長 

小野寺、西内、仙石、森下、京オ、水島、瀧本、中瀬各常務理事、中畠監事 

       委 任：常務理事（常務理事13名中13名出席） 

        

1. 1. 1. 1. 議議議議        事事事事    

（1）平成27年度9月常務理事会議事録の承認について(事前送付済) 

     事前に送付しており異議なく承認された。 

（2）平成27年度「山の日制定」交付申請の承認について (新規・東海ブロック) 

   異議なく承認された。これで全ブロックへの交付申請が終了した。 

(3) 平成27年度「少年少女登山教室」交付申請の承認について (新規・岡山県) 

  異議なく承認された。ただ、まだ申請していない岳連もあり、追加通知するようにと 

  國松副会長から提示があった。 

（4）BMC-WCM派遣の承認について 

   2名定員であり、1名(大部良輔)は承認された。もう1名はBMC締め切り(10/19)前の早い 

   時期に提案があればメール回覧で承認を諮りたい旨承認された。 

  (5) 第65回日本スポーツ賞候補者推薦について 

    今年の経緯からみて競技部から選出もらうのがよい、とのことで競技部に一任された。 

    また、過去の受賞経歴がほしいとの意見があった。 

  (6) 「第8回ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞」候補者推薦 

    過去にも推薦したことがあったが、受賞が難しい賞であるとの認識がなされた。 

    候補者推薦があれば事務局に一任 

 (7) 資格認定の承認について 

    ①SC指導員申請(秋田)  実施日8月8日～23日  指導委員会審議・認定10月5日 

鈴木大、長谷川国広、中嶋治、田村妙子、坂本大輔、坂本康子、手塚慎弥、松本俊之、佐

藤美香、正木牧子、昆脩太、國分一樹、寺沢寿朗、五十嵐圭、成田純也、中嶋真哉、高橋

大樹、西川祥子、高橋具子、鈴木康永、山口純世 

上記メンバーは承認された。但し、どの岳連に所属しているかについても明記を望むと

のことで指導委員会からの提出時に盛り込むことになった。また、競技部から下記の追加

があった。 

②ルートセッター合格者 

（平成2７年度 ルートセッター講習会 実施日 平成27年8月17日・18日・19日） 

     場所 富山県南砺市桜が池クライミングセンター 

 ・Ｃ級ルートセッター認定承認（以下の６名） 

佐藤優哉33（宮城）・笠原大輔26（長野）・徳永潤一26（愛媛）・中村雅志20（愛媛） 

新川裕希20（千葉）・松島由希27（宮城） 



          

 

以上6名が承認された。 

・公認ルートセッター認定承認（以下４名） 

宮田尚文36（奈良）・山越政樹30（岐阜）・小西大介28（岡山）・福田宗次郎23（鳥取）  

以上4名が承認された。 

③審判昇級者(以下4名) 

実施日 (第18回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会時 平成27年8月14日・15日・16

日) 

場所 富山県南砺市桜が池クライミングセンター 

・藤江理恵（東京）・松尾浩志（三重）・樽 正人（千葉）・宮原敏明（佐賀） 

 以上4名が承認された。 

 

(8) 報告事項 

  ア 会計月次報告 9月分 

    未払金については早めに処理するよう監事の指摘があった。 

    賞与引当も明確にするようにとの監事の指摘があった。 

    ネパール募金は栃木の50万円を加え、470万円になった。 

  イ 和歌山国体報告(競技部) 

    森下競技部長から報告があった。心配された台風の影響もなく、期間中天候もよかった。

成年女子で長崎代表がボルダリングで足を捻挫したが、それにもめげず予定の出場をして

健闘した。三笠宮妃殿下や、鈴木大地スポーツ庁長官が視察に訪れた。日体協の原常務理

事国体委員長や林福委員長にも来て頂いた。 

    國松副会長からも感想の発表があった。特に開始式とトロフィー返還式についてである。 

    2日目にアイソレーションルームを会場にしてトロフィー返還式が行われたが、成年男

子・監督のみの出席で凡そふさわしくない会場であった。それならば初日には多くの役員

等が集まるし、多くの時間を割くわけでもなく、開始式にして、トロフィー返還式にして

もおかしくはない、とのことで、検討をお願いしたいとのことであった。 

また、服装、頭髪、態度、などマナーに欠けている。選手ばかりでなく、スタッフにも問

題があるとのことであった。 

  ウ 東京五輪2020年追加競技種目推薦について 

    尾形副会長から資料に基づいて報告があった。また、既に広告代理店として博報堂から積

極的なアプローチがあり、電通からのアプローチより具体的であり、博報堂と話を進めて

いきたいとの報告があった。博報堂の提案は5つの大会を抱合的に契約、代表ユニフォー

ムのロゴ掲示をするものである。5つの大会とはボルダリングジャパンカップ、日本選手

権/日本ユースクライミング選手権、IFSC W-cup加須大会、全日本クライミング・ユース

選手権ボルダリング競技大会、リードジャパンカップである。これには高校選抜大会は入

らない。勿論従来のマムート、八海山醸造との絡みがあり、それによって金額は多少上下

するが、総額的には変わらない。 

  エ 平成27年度中高年安全登山指導者講習会（西部地区）について(登山部普及委) 

    なかなか人が集まらず締め切りを、京都府岳連とも連携して、延長した。いまのところの

応募者は14名である。 

  オ 全日大会10回参加及び永年参与表彰について 



          

 

    尾形副会長から提案があり、異議なく承認された。また、参与の数が減少しており、各岳

連からも参与を推薦してほしい。 

カ 「第2回全日本クライミング・ユース選手権ボルダリング競技大会」開催について 

   競技部から報告があった。来年度も鳥取県山岳協会では開催したいとのこと。今年度につい

ては、会計処理等について日山協と齟齬があったが、次回はないと思うので続けて行いたい。 

   日山協には迷惑をかけないつもりであるとのこと。 

キ 全日本パラクライミング選手権大会2016について 

   競技部から別用紙で提案があった。しかし、これは元々の予算にも入っておらず、資金的な

裏付けも含めて次回の常務理事会に提案してもらうことになった。 

 

2. 2. 2. 2. 役員等役員等役員等役員等のののの派遣派遣派遣派遣についてについてについてについて    10101010月月月月8888日日日日～～～～11111111月月月月16161616日日日日((((但但但但しししし前回報告前回報告前回報告前回報告はははは省省省省くくくく))))    

 追加は下記の通りとなる。また、前回報告分についてもマークを付けて時系列的に表示してほしい

との指摘があった。 

(1) ボルダリングWC実行委員会 10月17日(土) 13時～ 

於:岸記念体育会館 森下競技部長、山本、小日向各委員長 

（２）スポーツ庁発足記念スポーツニッポンフォーラム 10月20日(火) 18時～ 

於:KKR東京 八木原会長、尾形副会長 

（３）加須市表敬訪問(ボルダリングWC、ボルダリングJC、高校選抜)10月21日(水)13時～ 

於:加須市 八木原会長、森下競技部長、中瀬常務理事(高体連・関連) 

（4）ネパール大地震救援募金委員会   10月22日（木） 

    於：スポーツマンクラブ  尾形副会長、  

 （5）平成27年度雪崩防災週間実行委員会    11月2日（月） 

    於：国土交通省水管理・国土保全局   小野寺事務局長 

 （6）自然保護指導員研修会  11月7日（土） 

    於：国立オリンピック記念青少年総合センター  松隈委員長 

 （7）第3回理事会  11月8日（日） 

    於：岸記念体育会館  八木原会長ほか理事・監事 

   (8) 対オランダ貿易の夕べ スポーツ科学エコノミックミッション 11月11日 

    於: 産業技術総合研究所    八木原会長、小日向選手強化委員長 

 （9）第58回オールスポーツマンゴルフ大会   11月16日（月） 

    於：久邇カントリークラブ  坂口顧問他4名 

 

3. 3. 3. 3. 後援後援後援後援、、、、協賛等協賛等協賛等協賛等のののの依頼依頼依頼依頼についてについてについてについて    

（1） 

 

      

4444．．．．専門専門専門専門委員会委員会委員会委員会動静動静動静動静    （（（（9999月月月月11116666日日日日～～～～10101010月月月月7777日日日日）〔）〔）〔）〔報報報報    告告告告〕〕〕〕  

 

 



          

 

(1) (1) (1) (1) 国際委員会国際委員会国際委員会国際委員会     月日( ) 出席者 名 委任名 

ア)  

(2) (2) (2) (2) 自然保護委員会自然保護委員会自然保護委員会自然保護委員会      

ア)   

(3) (3) (3) (3) 競技競技競技競技部部部部 

9月に行われた議事録を含め10月の委員会議事録については次回の常務理事会に提出したい。 

(4) (4) (4) (4) ジュニアジュニアジュニアジュニア・・・・普及委員会普及委員会普及委員会普及委員会 9月28日(月)  出席者3名、委任4名  

立山ジュニア登山教室2015 

ア) 反省    

   ○バス移動はスムーズに行動ができ変更しない。 

 ○教室対象参加者は、30名とする。 

○参加学年は、小学４年生～中学２年生までとし、各学年均等に考えている。 

 ○全日程引率者は、７名ぐらい。登山行動においては、４名増員が必要（現地より）。 

 ○クライミング、博物館等の運営に携わる役員を７ぐらいとする（現地より）。 

イ)  プログラムの内容について 

 ○今年初めて実施した、自然の家裏の「来拝山」登山はよかった。これからも継続。 

○称名の滝見学は、点呼の様子で日程の変更を考えながら実施していく。 

○カルデラ博物館見学は、参加者が少なかったため全員で観覧をした。 

人数が多い場合は、午前と午後に分けて実施。 

 ○登山研修所，クライミング体験も上記と同じ日程で実施する。 

○立山登山コースでは、自然観察コースを中止し、大汝山コース・雄山コース・浄土山

コースの３コースで実施。  

○キャンプファイヤーは、雨天のため中止しその代わりに体育館で生活班でのレクリエ

ーションを実施した。班長達が責任を持っていたため、事前に班長会議を開くなど各

班で企画し、充実したものになった。 

ウ) 生活指導について 

   ○バスの乗車マナー→良好であった。 

   ○クライミング体験時の過ごし方→生徒たち全員が目標をもって登っていたので達成

感を感じて終了することができた。良好であった。 

   ○青少年自然の家での過ごし方（食事，風呂，清掃，就寝など） 

    ●食事→良好であった。 

    ●風呂→良好であった。 

    ●清掃→良好であった。 

    ●就寝→夜更かしをすることが当然といった感があり、次の日の行動を考えると就

寝時間を守らなければならないことを終始徹底させることが重要であった。 

     一日の終わりに班長ミーティング必要である。 

エ) ○ジュニア登山教室を各都道府県が開催するように呼び掛ける。 



          

 

ジュニア登山教室については、ほぼ10年が経過しておりそろそろ各ブロック又は岳連において

開催できるように働きかけたいとの報告があった。この場合培ってきたノウハウをマニアル化し

たらどうかとの提案があった。これらについてはジュニア普及委員会で検討することになった。 

いずれにしても来年度についての会場は従来と同じ場所で既に予約してある。 

(5) (5) (5) (5) 遭難対策委員会遭難対策委員会遭難対策委員会遭難対策委員会     9月30日 出席 8名  委任 名 

ア)．ロープ強度試験（ロードセル利用）   

①9/26-27登山研の感想（正式報告ではない 

・強度テストで80kgを落とすと3回目で8.2mmのロープが切れた 

・支点にかかる力はデストライアングルが一番力がかかる 

・落ちる回数が増えるとロープの伸びがなくなり支点にかかる力が大きくなる 

・径が違うロープを連結して懸垂するとATCだと結び目が動く、エイト環だと動かない 

・確保で固定の方が制動より力がかかる 

・ATCは流れる様になっている 

・熱に弱いというがダイニーマは強いし切れない 

・切って結びなおしてもずれなかった 

この辺りについては指導委員会と協議したい。 

②次年度以降の試験について 

・予算ありきや場所を抑えたからとかはやめた方がいい 

・興味本位では意味がないので、確認すべき重要なテーマがなければ休止し、日山協内部 

（指導と遭対など）の技術のすり合わせに移行する。（４項参照） 

イ)．積雪期レスキュー講習 1月29日～31日 

・昨年と同様の内容で企画する。 

・ＪＡＮに来年も頼むか、横山、服巻主催の独自講習会にするかＪＡＮと相談する 

・クラス１は12名で確定 

・今年はキャンセルが12名 キャンセル待ちも12名ほどいた 

 キャンセル待ちをどうするか 

・クラス1は21000円 クラス2、3は18000円 懇親会費含む 学生料金はそのまま 

・受講決定通知にいつまで（1週間後）に振り込むことと通知する（振り込まないでキャン 

 セルを防ぐため） 

ウ)．10月14日 都岳連事務所で指導との合同会議を行う 

・教育内容（シラバス）のマトリックスを作成する 

・リーダーと指導員の教育内容の違いを明確にする 

・遭対メンバーは希望者ではなく、西内、清水、林、瀬藤、松本（埼玉）とする 

エ)．来年の総会 関東で行う 

・海員会館などをあたってみる、参加者50人ぐらい 

・来年は合同研修を行う、候補地はサンスポや長野など 

・登山研のレスキュー講習会を一般向け安全登山講習会にできないか？（尾形さんと相談 

 し、登山研に提案する） 

オ)．次回は10/28（水）日山協事務局                      以上 

  

 別紙で積雪期レスキューの募集要項が配布された。この中で事務局から「受講費払込」と「参

加取消」の方法について訂正の依頼があり、遭対委員会で検討して返事することになった。 

((((6666) ) ) ) 指導委員会指導委員会指導委員会指導委員会   10月5日（月） 出席者 9名 委任4名 

ア)指導員受講資格 

  SC,AC共に日山協加盟社以外も受講できるようにする。合格した人を登録を受けた岳連に所

属してどのように活動してもらうかを考える。 



          

 

  本項目に関連して指導委員会から提案があった。ACは山岳指導員でよいが、SCについては

スポーツクライミング指導員ではなく、クライミング指導員にしたい。しかしSCについて

は異論もあり、名称については競技部預かりとなった。 

  次に受検に関する条件については、事前に誰が受検するかは知っておきたい、或いは所属無

ではよくない、ジム所属なら可能にしたい、などの意見が出て、結論は持ち越しとなった。 

下記は不要とのこと。 

イ) SCインストラクタ制度 

クライミングジムのインストラクタ制度を日山協として取り組むべき →資料を基に議論し

たが指導委員会だけでは無理ではないか、という意見が多数あり。   

 

((((7777) ) ) ) デジタルデジタルデジタルデジタル情報情報情報情報チームチームチームチーム   10月1日（木） 出席者4名 委任3名 

ア)   アンケートについて 
（１） アンケート内容  
追加・訂正案を検討 Excelファイルを修正し、瀧本→松隈に送る 
松隈：PDF入力フォームを作成する（別紙１）。 
（２） 配布先 
日山協関係者：理事、委員長、岳連理事長あてに送付し、関係者に配布して貰う 
その他一般：HP上でアンケートを募る 
（３） 集め方 
メールでの送受信を原則とする。 
※PDF入力フォームは保存できないので、印刷して FAXするか、PDF作成ソフトで PDFファイルを

作成し、メールに添付（fax回答用文章が必要？）。 

日山協関係者についてはExcelで配布？ 

配信担当：小野寺 １０／７～８ 回答期限：１０／３０ 

回答送付先:koho@jma_sangaku.or.jp を作成する。 
 

イ)Google Analyticsに結果について（別紙２） 
（１）セッション数ピークの月日 

 年月日 セッション数 前後の行事・出来事 
10/14 WC韓国結果発表 2014/10/15 9048 
10/14 アジア選手権結果発表 

2014/10/01 5229 9/27 御嶽山噴火？  
2015/07/22 4628 7/21-22 ボルダリングジャパンカップ 
2015/8/16 2687 8/16 ジュニアオリンピックカップ結果発表 
2014/10/28 2374 10/27 WC印西結果発表 
2014/9/29 2249 9/27 御嶽山噴火 9/26：世界ユース結果発表 
2015/9/29 1918 9/29 五輪追加競技推薦決定 

  長崎国体：10/17～10/19 
競技会の結果発表時にアクセス数が増えている 
 

（２）キーワード分析 

49%はキーワードでは無く、url指定で入っている 
キーワードでは、「登山届け」、「登山計画書」が非常に多い 
⇒【登山計画書】のページに山岳保険の広告を入れると効果的 
１． 現在のHPの構造上の問題点（別紙３） 
※ｃｍｓ（Contents Management System） 

 専門的な知識を持たなくても、ブログのようにHPに記事を投稿できるシステム 



          

 

※現在の日山協の HPは Full CMSではなく、プログラム併用方式で、FTP（ファイル転送ソフト）を用

いるため、特定の管理者しかHPに記事を投稿できない。 

※複数管理者の存在が必要だが、現状のHPは構造的に向いていない 
現状：管理者が倒れたら、HPを更新できなくなる 
  ※ニュース性の有る記事、速報性を求める場合には、その分野の担当者が投稿できる 

現状の構造では難しい 

  ※望ましい形 

   原則 Full CMS 構造とし、管理者レベル（複数名）と投稿者レベルの領域を作成し、委員会委

員クラスが投稿できるようにする。  

投稿者レベルの領域に、委員会毎のアクセス権限を設定するかも要検討  

 

ウ) 当面の問題点 
（１） 検索キーワード”スポーツクライミング”で日山協が出てこない 
【原因】トップページに”スポーツクライミング”という文字が無い 

 プログラム内部のkeywordsには書かれているが、SEO対策としては 
 トップページに文字がある方が効果大きい。 
<title>JMA 公益社団法人 日本山岳協会</title> 
<meta name="Author" content="日山協 Japan Mountaineering Association"/> 
<meta name="keywords" content="JMA,JMA-山岳,日山協,スポーツクライミング,クライミン

グ,登山,山岳,山岳保険" /> 
 
【対策】現在画像で作られているトップページのtagを文字にする。 

    ”競技” ⇒ ”スポーツクライミング”に変更する 

  参考 http://www.outdoor007.net/main/jma/JMA_top.htm 

     ※Ctrlキーを押しながらクリックして下さい。 

 

（２） トップページの右上記事が古い（一年前の UAAA20 周年の写真が用いられてい

る） 
オリンピック追加競技推薦決定記事に差し替える 
（３） 9/29の五輪推薦決定記事：総合トピックス→プレスリリースの2段階は不親切 

上記、差し替えがあれば解決 
（４） 「総合トピックス」と「お知らせ」の区分は必要？ 
「総合トピックス」、「お知らせ」と「プレスリリース」を統合し、【お知らせ】のみにする。 
（５） facebookのアイコン作成何故出来ない 

アイコンを作成する 
（６） facebookの書き込み者の設定 

研究する（小野寺） 
（７） 重要なお知らせ 

活用されていない。活用を考える？（都岳連は講習会募集記事を掲載している） 
（８） 山の野生鳥獣目撃レポートの問題点 

現在の認証サイトだと、ガラ携から投稿すると認証エラーとなる。 
認証サイト変更を検討 

現行 4550円／年  変更案  96，000円／年～ 
アドバンとも相談し、比較検討する 
（９） 英語による情報発信ページの構築 

どのページをどのようなデザインにするか、澤田、小野寺で提案 
（１０） 今のサイトは見にくい？ 

見やすいサイトの例を調査、報告（澤田） 
（１１） 今のサイトは訪問者目線になっていない？ 

訪問者目線で構築されているサイトの例を調査し、比較する（澤田） 
（１２） 講習会の申込と参加費支払いをwebから出来るようにすべき 

すぐに定員一杯になるような講習会では問題有るが、募集定員にゆとりのある講習会 



          

 

（例：海外登山研究会）で進めてみる。 
汎用性のある入力フォームを作った方が、将来応用が利く。 

 
エ) DIチーム運営体制 
複数の管理者でHP更新できる体制が好ましい。 

  チームメンバーの追加も検討 

アンケート案（Excel ,PDF） 
オ) 次回 

   11月6日（金）１７：３０～ 

   議題 

アンケート結果について   現状HP問題点解決の進捗状況について 
6 そそそそのののの他他他他のののの重要事項重要事項重要事項重要事項    （（（（9月月月月18日日日日～～～～10月月月月7日日日日））））〔〔〔〔但但但但しししし前回前回前回前回報告報告報告報告はははは省省省省くくくく〕〕〕〕 

    （１）博報堂打合せ  9月24日（木） 

    於：スポーツマンクラブ  八木原会長、尾形副会長、小野寺事務局長、小日向委員長 

（２）2020東京五輪追加種目に関する記者発表   9月28日（月） 

    於：岸記念体育会館  八木原会長、尾形副会長、小野寺・森下常務理事、小日向委員長 

（３）パキスタン大使館 サミナメベイグさんとのゆうべレセプション 10月2日(金) 

於:パキスタン大使館 小野寺事務局長 

 （４）第70回和歌山国体山岳競技大会   10月2日（金）～10月5日（月） 

    於：和歌山県みなべ町  八木原会長、國松副会長、森下常務理事、西原・小日向・山本委

員長 

（５） 第2回救助技術高度化検討会  10月5日（月） 

 於：丸の内永楽ビルディング24Ｆ  町田副委員長 

（６）国立登山研修所「登山研修」編集会議  10月6日（火） 

 於：日本スポーツ振興センター  尾形副会長 

 

７７７７．．．．通知通知通知通知、、、、依頼依頼依頼依頼、、、、連絡連絡連絡連絡、、、、案内等案内等案内等案内等    

    

8.8.8.8. 連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項    

    

9.9.9.9. 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度11111111月月月月三役会三役会三役会三役会    10101010月月月月29292929日日日日（（（（木木木木））））13131313時時時時30303030分分分分11115555時時時時～～～～11117777時時時時30303030分分分分（（（（岸記念体育岸記念体育岸記念体育岸記念体育

会館会館会館会館））））    

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度11111111月常務理事会月常務理事会月常務理事会月常務理事会・・・・連絡部会連絡部会連絡部会連絡部会    10101010月月月月29292929日日日日（（（（木木木木））））11118888時時時時～～～～22221111時時時時（（（（岸記念体育会館岸記念体育会館岸記念体育会館岸記念体育会館））））    

    


