
          

 

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度11111111月月月月（（（（27272727年年年年11111111月月月月））））常務理事常務理事常務理事常務理事会会会会・・・・連絡部会連絡部会連絡部会連絡部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29日（木）連絡部会18時～19時40分 

                   常務理事会19時45分～21時 

 ○  場 所  岸記念体育会館・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、森下、京オ、瀧本、中瀬各常務理事、中畠監事 

増山、相良、西原、小日向、各委員長 

    委 任：仙石常務理事・登山副部長、水島常務理事・広報部長、澤田国際委員長  

山本競技技術委員長、松隈自然保護委員長、角田AD委員長  21名中15名出席） 

連絡部会も開催されたので、実際には順番として報告事項から審議されたのであるが、記述

の都合上議事順序に則って記録する。各委員長は議事には参加していない。 

      

1. 1. 1. 1. 議議議議        事事事事    

（1）平成27年度10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) 第3回理事会議案について 

2つの項目が追加された。議案第2号に表彰規程、 

”その他報告”に「スポーツクライミング五輪種目化に関わる会長諮問委員会の設置につ

いて」 

（3）平成27年度上半期事業経過報告について 

 國松副会長が作り直して理事会に提出する。監事の指摘で税額控除申請中も入れること。 

(4) 平成27年度上半期会計について 

監事の指摘で、正味財産増減計算書の前年比は3月でなく、同じく9月にする、委託費と助

成金の区別が曖昧になっている、予算に合わせて区分けすることになった。 

謝礼金が予算に比して少ないがこれは後半に事業が集中しているためということで了承された。 

(5)  平成27年度第1次補正予算（案）について 

監事の指摘で今回補正額に付け加えて前回予算額も併記することになった。 

(6) 平成28年度事業方針及び予算編成案について 

國松副会長が作り直して理事会に提出することになった。 

(7)  就業規則・給与規程・退職金支給規程の改定（案）について 

給与規定において、参考として日体協の給与表がいれてあったが、日山協の実情とは程遠い

ものであるため、削除することになった。 

表彰規程改定が追加され、都道府県岳連(協会)会長職を歴任した方は在籍年数に関わらず表 

彰を受ける資格が追記された。 

アンチドーピング規定の変更案も追加された。 

提出規程の何れも現規程との差異を記述して理事会に提出することになった。 



          

 

 (8) アジア選手権・選手派遣 11/20(金)～22(日) 中国 寧波 

 

議事録にも記述があるが、下記選手派遣が了承された。 

リード 

F：小林由佳 野口啓代 大田理裟 田嶋あいか 義村萌  

M：是永敬一郎 中野稔 高田知尭 羽鎌田直人 野村真一郎  

ボルダリング  

F：野口啓代 野中生萌 田嶋あいか 戸田萌希 大田理裟  

M：堀創 藤井快 杉本怜 楢崎智亜 渡部桂太  

スピード 

F:大田理裟 野中生萌 野口啓代 

M:是永敬一郎 羽鎌田直人 杉本怜 楢崎智亜 

(9) 全日本パラクライミング選手権について 

小日向委員長より 2016 年 1 月 10 日に行う全日本パラクライミング選手権大会について実施の提案があり、

予算通り行うことを条件に了承された。役員日当旅費等の部分については別途相談。 

 

(10)スポーツ指導者関係規程・規約の改定 

添付の資料に基づき瀧本常務理事・指導委員長より説明があった。 

ACは今まで通り山岳指導員でよいが、SCはクライミング指導員ではなく、スポーツクライミング指

導員にすることになった。 

時間切れにより審議不十分となった。とにかく同じ日山協山岳指導員受検資格でACとSCに差異が

あるのも如何かと感じるという意見も根強くもっと共通理解を深めてはどうかとの提案が継続的に

なされている。 

（11）審判員昇級の承認について 

 C級→B級 検定日、認定日不明 

・武井 浩（愛媛）・永井敏明（愛媛） 

 承認となる 

検定日：第70回国民体育大会山岳競技（和歌山） 平成27年10月03日～05日 

承認日：平成27年10月23日 

 

(12) 報告事項 

ア 平成27年度上半期山岳共済会報告 

尾形副会長から資料に基づいて説明があった。 

イ 平成27年度上期業務執行理事職務執行報告 

理事会当日の発表ということで今回は割愛になった。 

ウ UIAA/UAAA総会報告 

小野寺事務局長より口頭で報告があった。 

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 



          

 

尾形副会長より、応募者が50名近くになったことの報告があった。 

オ 第54回全日本登山体育大会報告 

 尾形副会長より資料に基づいて報告があった。 

カ ネパール募金山岳6団体打ち合わせ報告(10月22日分) 

尾形副会長より報告があった。主にJAC約1900万円、JMA約500万円集まっており、 

さらにすでにランタン、ロールワリンには寄付をしており、残りは1113万円程度。 

10/31に一次募集の締めがあり、二次募集は11/1～3/31の予定。各団体の機関誌に経緯も含め発

表することになった。 

キ 新春懇談会特別表彰の候補者推薦依頼について 

表彰規程の一部改定があり、次の理事会を経て各都道府県に通知する。 

ク マイク・リベッキ講演会について 

添付の資料に基づいて小野寺事務局長から報告があった。 

ケ 第65回日本スポーツ賞候補者推薦 

前回の常務理事会において候補者については競技部に一任されており、スポーツクライミングの世界

ユース選手権で金メダルを獲得した緒方良行氏を推薦することになった。 

コ 第2回ルートセッター研修会について 

   森下常務理事より資料に基づきルートセッター研修会を全国高等学校選抜クライミング選手権大会 

時に行うとの報告があった。 

 サ 競技部追加報告 

   森下部長よりルートセッター管理台帳について状況を各都道府県に近々通知の予定であり、「四国

と九州の一部」が未整理とのことであった。 

また小日向強化委員長より今後は、日体協コーチ資格保持者の養成が必要との報告があった。 

西原競技運営委員長より報告があった。3つのブロックで中川事務局員を講師にしてアンチドーピ

ングの講習を行った。今後は47都道府県への周知が大事とのこと。 

アンチドーピングに関して、和歌山国体監督会議終了後に、中川アンチドーピング常任委員より、日山

協の取り組みと指導者の対応等について講話を行った。競技部としても、ブロック別研修会を活用し三ヶ

所ごと３年計画で全国で研修を行う計画だ。加須市長表敬には、小日向、西原も出席しました。 

小日向委員長よりイタリア、フランスで行う予定の強化合宿について選考方針の説明があった。 

 

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    11111111月月月月1111日日日日～～～～11112222月月月月9999日日日日    ((((※※※※はははは報告済報告済報告済報告済))))    

※  （1）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 

   (2) 平成27年度上半期会計監査 11月4日 

    於: 岸記念体育館  内藤、岡本、中畠の各監事、尾形副会長、小野寺事務局長、相良理事 

   (3) 平成27年度全国山岳遭難対策中央協議会幹事会  11月5日(木) 

     於: 中央合同庁舎7号館西館  西内登山部長、中川事務局員 

  （4）ＮＦ広報強化支援セミナー  11月6日（金） 

     於：イイノホール＆カンファレンスセンター 尾形副会長 

※  （5）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 

※   （6）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 

※     (7) 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 

    (8) UIAA登山委員会 11月12日～14日 

      於 : スペイン 遭対・青山副委員長 

※   （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 

    (10) 海外登山懇談会（マイク・リベッキ講演会） 11月19日 

     於 : 国立オリンピック記念青少年総合センター  八木原会長、澤田委員長 

※  (11) 三重国体中央競技団体視察  11月19日（木） 

     於 :三重県菰野市  京オ常務理事、西原委員長 

   (12) 全国「山の日」協議会役員会・臨時総会 11月20日(金) 

    於 : 主婦会館プラザエフ 八木原会長、尾形副会長 

   (13)アジア選手権  11月20日（金）～22日（日） 

     於：中国・NINGBO（寧波）  小日向委員長ほか 

    (14)埼玉県山岳連盟創立60周年記念式典祝賀会  11月28日（土） 

     於：浦和ワシントンホテル  八木原会長 

    (15)東北ブロック山岳連盟総合会議  11月28日（土）～29日（日） 

     於：青森県  髙橋副会長 

    (16) 中高年安全登山指導者講習会 11月28日(土)～30日(月) 

     於 : 京都 北山  國松副会長、仙石常務理事 

    (17) 第3回救助技術高度化研究会 12月3日(木) 

      於: 丸の内永楽ビル  町田遭対副委員長 

        (18)日本勤労者山岳連盟望年会 12月4日(金) 

      於 : 労山事務局 八木原会長、尾形副会長、小野寺事務局長 

    (19) (公社)日本山岳会創立110周年記念式典・晩餐会 12月5日(土) 

      於 : 京王プラザホテル 八木原会長 

    (20) アジア・ユース選手権   12月4日（金）～6日） 

     於：マレーシア・Putrajaya    小日向委員長ほか 

       (21)近畿地区山岳連盟総合会議  12月5日（土）～6日（日） 

     於：比良山岳センター  國松・亀山副会長 

    

3. 3. 3. 3. 後援後援後援後援報告報告報告報告、、、、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）アイスクライミング・プレチャンピオンシップ大会(ミレーカップ)後援依頼 

   資料確認の後、異議なく承認された。 

 (2) 「2015毎日スポーツ人」賞推薦の依頼 

   残念ながら該当者はなかった。 



          

 

(3) 第65回日本スポーツ賞の候補者推薦について 

  前述のように緒方良行氏が推薦された。 

(4) 「山の安全と楽しみ全国大会」後援名義使用の承認について 

  資料確認の後、異議なく承認された。 

(5) 2015年度ミズノスポーツメントール賞推薦について 

  資料確認に留まった。 

(6) 「比婆山国際スカイライン」の後援について(依頼) 

   資料確認の後、異議なく承認された。 

(7) 第36回登山医学学術集会後援依頼 

資料確認の後、異議なく承認された。 

      

4444. . . . 専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会動静動静動静動静    10101010月常務理事会以降月常務理事会以降月常務理事会以降月常務理事会以降（（（（10101010月月月月9999日日日日～～～～10101010月月月月27272727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     10月13日(火) 出席者 10名 委任4名 

 ア) 報告 

・BMC冬の募集 

・ロシア女性クライマーズミート下見 来春4月末 来日予定 

・来春の総会兼海登研（京都岳連主管）は、6月11、12日（土、日） 京都府立ゼミナールハウス予約済み  

 イ) 協議事項 

1. 海外登山懇談会について  11／19（木）に変更  オリセン80人部屋 

マイク・リベッキ講演会（クライマー、探検家、アスリート） 

2. 国内外に向けてのHP案について 

別紙参照 

コンテンツ案、ページ構成案ともに概ね了承。 

意見）・国内向けページの③「海外ニュース」は、他に情報が多くて早いページがいくつかあり、また情報のチ

ェックにも労力がかかる。あえて競うことはないので、とりあえず外してもいいのでは。 

・国内向け②「海外登山地情報」は日山協としてきちんと情報を整理して流したい。人的な繋がりでフォローし

ていくしかないだろう。 

・「日本の登山隊情報」もまとめて載せては、との意見あり。しかし情報を集めることに限度があるほかに、個

人情報保護の問題もあり、今後の課題とする。 

・外国向け①「概要紹介」の各県条例は、群馬、富山以外にも、岐阜、静岡もあり。直接各県に働きかけて、英

文を作成してもらえれば助かる。また登山マナーについては、山小屋組合などに協力打診したい。 

・これらのページは来年度中には形にしたい。委員会の仕事として作成する必要があるのは、恒久的なページで

ある国内向け①「登山レギュレーション」と外国向け①「日本の山の概要紹介」。それぞれ分担して内容集め、

要約、英訳などをしていく予定。 

 

(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     10月15日（木）出席者 15名、委任 名 

ア）議事録確認 

①平成2７年８月度月例自然保護常任委員会議事録 



          

 

②平成2７年９月度月例自然保護常任委員会議事録 

イ）報告 

①山岳団体自然環境連絡会（７月2４日 於：労山事務所 開催 松隈 参加） 

◆環境省懇談会（野生生物課との懇談会開催を計画） 

◆次回 10月30日予定 

②登山月報掲載記事出稿 

③公益信託自然保護ボランティアファンド投稿記事出稿 ２万部作成 １０月１５日入荷 

  日本山岳協会分 ４,０００部  

ウ）審議 

①第39回自然保護委員総会の運営について 

   ◆ 実施についての総括（反省） 

      委員長会議での指摘：①ニューズレターの配布（現状通りネット配信）、 

       ②伊吹山問題（岐阜岳連が要望書提出） 

      全般的に：①アッピール文を（大会成果の発信として次回実施から検討、 

常任で大会前に全国意見を聴取とりまとめ） 

   ◆ 今後の開催について ①次回４０回を記念大会とし、実質的な全国大会を目指す。 

     ②意見発表機会を作り文科会形式採用を検討、③エキスカーションはオプション 

     ④会場はオリセンなど都内実施を検討 

②第四回関東烏地区自然保護交流会の開催について 

◆日程：1０月31日～11月1日  日立市会瀬青少年の家にて４２名の参加を確定 

（茨城１３、栃木７、群馬３、埼玉５、千葉１、東京６、神奈川４、山梨１、長野２）、 

神峰山へはマイカー分乗にて移動に変更、解散地は日鉱記念館駐車場に変更、各都県の 

自然保護活動情報・意見交換では交流の意味から参加者すべての発言を期待 

③指導員研修会 

◆日程：1１月7日  オリセン セ４０２ 

④自然保護委員会プロジェクトについて（次回見送り） 

⑤山岳団体自然環境連絡会における 環境省 野生生物課との懇談会 

１１月２７日（金）開催:：松隈、堀江、廣田、岩崎らが出席 

エ）情報交換・連絡事項 

①ライチョウ会議 １1月24日～25日 （25日松隈参加予定） 

②「山の安全と楽しみ」全国大会 １１月８日～９日 黒部市にて 

③ 山岳地におけるストックの使用について（小林委員） 

    (3) (3) (3) (3) 選手強化委員会選手強化委員会選手強化委員会選手強化委員会            10月16日(金)   出席者10名 

（１）2020 対応 について 

（２）2016 チーム運営  

• 2016 代表選考について  

• 来期の 目標 世界選手権 対応 

（３）強化 代表スタッフ 選手 合同ミーティング 12 月 について 



          

 

（４）競技者育成プログラム  

（５）来期委員会について 

（６） JOC アスリート専門部会、アントラージュ専門部会合同フォーラム＊ 

（７） 派遣経費について 

（８） 2016 ユニフォームについて 

（９）パラクライミング；2016 WCH PARIS 

・パラ国内の選考大会について 

＜アジア選手権参加選手について＞ 

リード 

F：小林由佳 野口啓代 大田理裟 田嶋あいか 義村萌  

M：是永敬一郎 中野稔 高田知尭 羽鎌田直人 野村真一郎  

ボルダリング  

F：野口啓代 野中生萌 田嶋あいか 戸田萌希 大田理裟  

M：堀創 藤井快 杉本怜 楢崎智亜 渡部桂太  

スピード 

F:大田理裟 野中生萌 野口啓代 

M:是永敬一郎 羽鎌田直人 杉本怜 楢崎智亜 

 

(4) (4) (4) (4) 財政委員会財政委員会財政委員会財政委員会        10月19日(月) 出席者 5名 

 ア) 平成27年度上期会計報告について 

 イ) 平成27年度第一次補正予算案について 

 ウ) 平成28年度事業方針及び予算編成案について 

 エ) 五輪対策財源計画について 

 オ) 税額控除申請について 

 カ) 平成27年度上期山岳共済会会計報告 

((((5555) ) ) ) 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      10月28日（水） 出席9名  

ア)レスキュー講習の講師の決定 

受講生は42名以上は増やさない(部屋の 人数の為) 

1/22以降の取り消しは返金なし 

事務局からの提案で締め切りは12/21とあるが早すぎないか 1/8にできないか問い合わせてみる それに伴い 

1/15振り込み期限 1/20に振り込み確認し名簿確定する 

上記の件は瀬藤さんに一任 

キャンセルの返金は1/21ー25までは2000円、1/26以降は返金なし 

イ) 総会の場所  

総会の日程は6/25-26 



          

 

場所は未定、海員会館は1/5 10時から申し込める 

ウ) 夏山リーダーを開設 

安全講座とその上級コースを受講する 

夏山リーダーと山岳指導員の違いはロープワークと冬山がない 

 

長野県の原さんに総会出席を打診し、ＯＫをもらった。長野の事故データは青山先生 

のデータが足りないところを補完しています。ただし、もう少し分析が必要ですが。 

エ) 長野の条例制定の委員に西内の出席依頼があった。 

長野県のグレーディングを行っている方から依頼で、各県でどのぐらいの体力が 

あるか判断できるコースを作るため 

 

オ) その他 

ばてコン  ばてて救助を呼ぶ人が増えた 

事故の増加が登山者に比べ1．5倍増えている 

10/5 消防庁主催の遭難救助 町田さん参加 

国際ガイド2人と大城先生も参加した 

全国の消防にどのような訓練をしているか報告などあった 

山岳事故に役に立てたい 

12/3第3回を予定 

12/18 シンポジウム 

7/8 全山遭 オリンピックセンター 

8/20-21 指導と遭対で合同研修を行う 

来月までほしい装備を教えてほしい 

 

(6) (6) (6) (6) 医科医科医科医科学委員会学委員会学委員会学委員会                            出席者 名 

ア) オリンピック種目に採択された際にNFとしての日本山岳協会に要求されるMedical Support 

：国際陸連・日本陸連医事関係者との情報交換会。2015/10/05． 

＊IOC Medical commission -->東京大会組織委員会Medical Director（現在は赤間高雄：早稲田大学）の

管理下に各NFのMedicalは入る。 

＊組織委員会から要求されること 

 １．anti-doping -- doping officer との連携 

 ２．大会期間中の会場全体のMedical support 

 ３．準備期間中（練習会場などで）の事故のbackup 

 ４．IFからくるであろうVIP対応 

＊NF Medicalとして必要なこと 

 １．anti-doping control （国内予選会含む） 

 ２．選手団・サポートチームとチームDr 

 ３．選手強化 

 ４．ジュニア対策 



          

 

 

イ) 日山協医科学委員会として必要なこと 

 １．JOCや組織委員会と連絡を取る 

 ２．陸連や水泳連盟など大きなNFにMedicalの運営につき教えを乞う。 

 ３．小さな規模のNFにほんとのところを聞く。 

 

 

5555．．．．そのそのそのそ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    （（（（10101010月月月月8888日日日日～～～～11110000月月月月31313131日日日日））））〔〔〔〔報報報報    告告告告〕〕〕〕    

(1) 第54回全日本登山体育大会・宮城大会  10月9日(金)～11日(日) 

於：宮城県・栗駒山周辺  八木原会長、尾形・髙橋副会長、仙石常務理事 

(2) 平成27年度全国参与会   10月9日(金) 

  於：栗原市みちのく伝創館  八木原会長、尾形・髙橋副会長、仙石常務理事 

(3) 神奈川県オリンピック・パラリンピック担当宮越局長表敬来局  10月14日(水) 

(4) 美唄市東京五輪キャンプ招致担当、宇野総務理事、深尾主査表敬来局  10月15日（木） 

(5) IFSC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 

(6)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)  

於:KKR東京 八木原会長、尾形副会長 

(7) 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)、小日向、西原各委員長？ 

(8) 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、  

(9) UIAA/UAAA 理事会・総会 10月20日～26日 

於: 韓国 神崎顧問、国澤顧問、八木原会長、小野寺事務局長 

(10)日本スポーツ振興センター査察  10月27日（火） 

於: 岸記念体育館 尾形副会長、小野寺事務局長 

(11)スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ2015   10月31日（土）  

 於 : アウトドアヴィレッジ  森下常務理事 

6666．．．．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    

 (1)指導者育成50周年感謝状贈呈・体協 

 (2)わかやま国体御礼状 

小野寺事務局長から説明があった。紹介だけであり、特に異議はなかった。 

7777....連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項    

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度第第第第3333回理事会回理事会回理事会回理事会    11111111月月月月8888日日日日（（（（日日日日））））11110000時時時時30303030分分分分～～～～14141414時時時時30303030分分分分（（（（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））））    

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度12121212月月月月三役会三役会三役会三役会    11112222月月月月10101010日日日日（（（（木木木木））））11113333時時時時30303030分分分分～～～～18181818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））））    

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度12121212月常務理事会月常務理事会月常務理事会月常務理事会    12121212月月月月10101010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））））    



          

 

    


