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長野県山岳遭難防止対策協会より下記の呼びかけと依頼がありましたので、周知いたします。

全国連盟の西本会長も指摘されていました、山岳地帯においてのヘルメット着用の奨励です。

レンタルも有り難いが、携帯が楽な折りたたみ式ヘルメットも販売されているのも朗報です。

都連盟遭難対策部

平成25年7月12日

日本山岳協会 様

日本山岳会 様

日本勤労者山岳連盟 様

日本ガイド協会 様

長野県山岳遭難防止対策協会

会長（長野県知事）阿部 守一

山岳へルメット着用奨励山域の指定と安全登山の呼びかけについて(依頼)

本県の山岳遭難防止の推進につきましては、日頃からご協力を賜り御礼申し上げます。

さて、本県の山岳遭難事故は遭難件数、遭難者数とも3年連続して過去最多を更新する

など、極めて憂慮すべき事態となっています。

平成24年の夏山シーズンに発生した遭難事故では、遭難者の4人に1人が滑落等により

頭部を負傷する重大な事故につながった一方で、滑落した登山者がへルメットを着用して

いたため、命を取り留めた事例もありました。

そこで、当協会では、別添のとおり、滑落、転落、転倒事故の多い本県の山域を「山岳

ヘルメット着用奨励山域」に指定し、登山時のへルメット着用が今後の登山スタイルとし

て定着することを目指す活動を開始することといたしました。また、ヘルメットを所有し

ていない登山者のためのレンタル環境も合わせて整備したところです。

つきましては、貴協会(連盟)の機関誌等でお取り上げ、構成員の皆様にこのことが幅

広く周知されるよう、格段のご配意をお願い申し上げます。

長野県山岳遭難防止対策協会 防止対策部

防止対策部長（県教委ｽﾎﾟｰﾂ課長）茅野繁巳（担当）成田哲也

電話:026-235-7447（直通）

FAX:026-235-7476

E-mail : sports-ka@pref.nagano.lg.jp
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山岳へルメット着用奨励山域の指定について

長野県山岳遭難防止対策協会

１.趣 旨

県内の山岳遭難事故は遭難件数(人数含む)が３年連続過去最高を記録するなど、

極めて憂慮すべき事態となっている。様々な安全啓発活動は、登山者自身が十分な

「危機管理意識」をもって入山することが目的である。

平成２４年の夏山シーズンでは、遭難者の４人に１人は頭部を負傷しているが、一

方、滑落した登山者がへルメットを着用していたため、命を取り留めた事例もある。

そこで、滑落、転落、転倒事故の多い山域を「山岳へルメット着用奨励山域」に

指定し、登山時のへルメット着用を呼びかけるとともに、所有していない登山者の

ためのレンタル環境を整備し、ヘルメットの着用を推進することで「自分の命は自

分で守る」という意識の普及を図る。

２.着用奨励山域

◇過去の遭難事故例及び山岳の形状を考慮し、安全への配慮が特に必要となる次の山域

とする。

山 域 名 指 定 す る 山 域

北アルプス南部 槍・穂高連峰のうち、北穂高岳から涸沢岳・屏風岩、前穂高岳(北尾

根から吊尾根)一帯、西穂高岳から奥穂高岳、北穂高岳から南岳(大

キレツト)、北鎌尾根・東鎌尾根の区域

北アルプス北部 不帰の嶮周辺、八峰キレット周辺

南アルプス 甲斐駒ケ岳、鋸岳

中央アルプス 宝剣岳

戸隠連峰 戸隠山、西岳

※ただし、他の山域においてへルメットが不要という主旨ではない。

３.ヘルメットのレンタルについて

（１）貸出(返却)場所等

登山用品メーカーやＮＰＯ法人から寄贈された山岳へルメットを活用しイ次の山小

屋等に配置し、有償でレンタルする。

山 域 名 ヘルメット配置箇所 個 数

北アルプス南部 涸沢ヒュッテ、涸沢小屋、槍ケ岳山荘 １００

北アルプス北部 天狗山荘、唐松岳頂上山荘、キレット小屋、冷池山荘 ５０

南アルプス 長衛荘、駒仙小屋 １０

中央アルプス 宝剣山荘 ２０

戸隠連峰 小鳥の森（中社）（戸隠登山ガイド組合事務局） ２０

（参考）寄贈者:(株)モンベル、ＮＰＯ法人北アルプスブロードバンドネットワーク 合計 200個

（２）貸出に当たっての留意事項

山小屋等は貸出時に次の事項について登山者の伺意を得るものとする。

①あご紐を確実に締めて使用するなど定められた着用方法に従うこと。

②約束した山小屋等に確実に返却すること

③紛失や破損した場合は弁償すること。

（３）レンタル実施期間

○開始 : 平成25年7月11日 ○終期 : 平成28年6月まで3年問

４．広報活動

県遭対協は安全登山の啓発に当たって、この山域指定について広報する。
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２０１３年度 東京都連盟『登山学校』

第２３期「岩登り初級コース」終了

今年もよく頑張った 熱い心の岩虫？たち

全員で登った、感動の三つ峠『 屏風岩 』！！

労山会員6名(男性4名、女性2名)とＲＯＳＡＮパートナーズ会員6名(男性3名、女性3名)の総勢

12名で、4月3（水）開校式を行い、スタートしました。

全く初めて岩登りを経験される方、日頃室内クライミングを経験されている方、将来、岩稜等の縦走

に役立てたい方、沢登りを本格的に行いたいとの希望で岩登りの基礎を学びに参加された方、岩登りのレ

ベルアップ・最新技術に挑戦したい又、体系的な基礎技術を学び次のステップに進みたい方等々……各自

色々な目標を持ち、20代から60代までの幅広い年齢層の方々で机上講習6回、実技講習9日延べ１5日

間のスケジュールで実施しました。

実技講習は、4月13日（土）の日和田山を皮切りにスタートしましたが、3回目予定の５月11日と

4回目の５月17日は生憎の雨模様為それぞれ場所を変更した室内クライミングと、日程を繰り下げて実

施した他は好天に恵まれ計画通り遂行出来、最後の仕上げの三つ峠も、天狗の踊場まで全員が登攀する事

が出来、岩登りの醍醐味を味わう事が出来ました。

途中、業務の都合で1名参加出来なくなった他、仕事で多忙の他又遠隔地(大阪)からの参加にも関わ

らず工夫して参加され、11名の方が全行程を修了することが出来たのは、真摯に学ぶ姿勢と熱意、奮闘

努力の結果、チームワークの賜物と、賞賛されて良いと思います。

今回、「初級岩登りコース」のプログラムを消化した事で、岩登りを学ぶスタード台に立った初心を

何時までも忘れず、次の新しいステージを目指して、今後大いに奮闘努力され、各会及び後輩と「岩登り

の基本」を学ぶ場を共有され、育成にも邁進されることを期待いたします。 講師・スタッフ・受講生Ｏ

Ｂその他関係各位の絶大なご支援・ご協力を戴いた関係各位に対し、今年も登山学校が事故もなく無事修

了したことをご報告し、心より感謝と御礼を申し上げます。

東京登山学校事務局 佐々木
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２０１３年度東京都連盟『登山学校』

第１８期「ハイキングリーダーコース」終了

現在のカリキュラムになって今期で三年目を迎

えました。今年の受講生は２０名、盛況だったと

いえます。その内訳は労山会員１５名、一般５名

で、受講生の年齢は６９歳から２０歳の学生まで

の幅広いものでした。

４月６日の開校式を皮切りに６月２７日の修了

式まで、大きなケガもなく無事に終了することが

できました。

机上講習９日間、実技講習５日間を３か月で行

いましたので、受講生の皆さんにはちょっと忙しかったことでしょう。机上講習は平日夜が基本で

すが、今年は土曜日を３日間設けました。また、実技講習は土日でしたが、天候に恵まれすべて雨

に降られることがなく予定通り実施でき、助かりました。

後半のハイライトといえるのが鳩ノ巣バンガローでの一泊二日の机上・実技講習です。講習の中

身も初級岩登りコースと合同の講習を含め、普通救命講習、救急法、搬送法、岩場の通過等、盛り

沢山なのですが、夜の交流会は毎年ヒ

ートアップします。夜１０時就寝とい

う予定でしたが、今年も就寝時刻不明

でした。

東京登山学校事務局 佐藤
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２０１４年度版

「労山カレンダー」 発行のお知らせ！

皆様からカレンダーの申込みを受け付けておりますので、申込み用紙に、申込部数、お名前、

送付先住所、電話番号を明記してくださるようお願い致します。

受付次第、送付ご希望先へカレンダーをお届けいたします。

料金は1部1,000円で、送料は1部390円、2部700円、3部以上1,000円です。
代金はカレンダー送付時に請求書を添付して送りますので入金お願い致します。

【会員の方へ】

会員の方は、所属会・クラブを通じて東京都連盟にお申し込みください。

名入れサービスの締めきりは 9月 30日になります。今年中、各会員にまで配布する
ための工程上、この日を締め切にせざるを得ませんのでご了承願います。

名入れサービスがない場合の部数の注文締めきりはありません。在庫が無くなり次第終了

させて頂きます。ご協力のほどお願いいたします。

【申込み先／方法】
東京都都連盟事務所 FAX 03-3260-0372 Mail twaf@twaf.jp

2014 年版労山カレンダー申込み用紙

会名

申し込み部数 発注部数 部

名入れ ○希望する ○希望しない

＊名入れは 50 部以上無料、20～49 部は 2000 円の版代必要

希望する名入れ文字

送付先 〒 電話番号

住所

氏名
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《山の本紹介》

東京の里山 100 選 石原雄一郎編著

杉並山の会 佐藤昌之

本書は私の属する杉並山の会の会員でもある石原さんが今年 5月に上梓した
本である。帯には「東京は里山の宝庫、四季を楽しめる山歩きのガイドブック、

青梅線・五日市線・中央線沿線から標高 1,000m前後までの里に近い山々を 100
選」とある。

載っている山は、青梅線 40座、五日市線 35座、中央線 25座、標高は 264
ｍの雹留山から 1332mの赤指山まで、400m～1,000mがその主なものだ。大部
分は歩程3～4時間台の日帰りに手ごろな山がその土地にまつわるエピソードと
ともに紹介されている。

著者が言うように地

図読みに最適な山が当

方の知る限りでも複数

見つけられた。

また、これからの秋

から冬に向けての低山

ハイクの良い参考書と

いえる。

本の泉社より 1400 円

で販売
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第５回 都連盟理事会報告 ２０１３年８月５日 書記 豊田

出席理事 有田・五十畑・臼井・大野・上平・佐々木・佐藤・芝田・豊田・増田・元井・山本・吉田

1 ７月２２日第一回代表者会議報告

課題を理事会の合宿で時間をかけて討議する。

2 労山カレンダー

担当:松野 発注部数は昨年同様５００部

５０部以上は、無料で名入れが出来ることをアピールする。都連盟を通して注文することを徹底する。

3 関東ブロック交流会

９月７日～８日 関東ブロック（一都６県と山梨県）役員交流会議を開催。千葉県富津市

現在出席予定理事 上平 陶山、佐藤 （五十畑）４人

他県連盟の活動報告があるので情報交換の良い機会だと思うので欠席理事にメールで参加を呼び掛ける。

4 安全対策補助費

多摩東部地区山岳連盟の申請書の件。事前申請有り。

申請を承認、補助金は支払い済み。現在申請している会は、町田グラウス、北区連盟、多摩西部地区

東日本大震災復興支援 ボランティアの案内

１０月の予定

ボランティアの内容：ツツジ園管理作業・水沼地区の農業水道整備等

日 程：１０月１２日（土）～１４日（月）

予 定：１２日：朝 東京出発＝昼食（国見ＰＡ）＝被災地を見学しながら瑞巌寺・五大堂

航空自衛隊松島基地・日和山（ひよりやま）等見学 最後に食料購入

１３日：作業日 ツツジ園撫育管理作業・水沼地区の農業水道整備等（当日変更あり）

１４日：同改善センターを出発、被災地の女川を経て神割崎見学（トイレ休憩）

南三陸町復興市場でお土産購入帰途につく。

宿 泊：石巻水沼東部構造改善センター（宿泊）

交 通：参加者の車で移動（交通費・食料費等均等割）

〆 切：９月３０日(月)

１１月の予定

ボランティアの内容：石巻緑のﾊｲｷﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ支援活動・ツツジ１３０本植樹、つつじの撫育管理作業等

日 程：１１月９日（土）～１０日（日）出発は８日（金）朝もしくは夜予定

宿泊・交通：上記に同じ

〆 切：１０月２５日（金）

【申し込み】東日本大震災復興支援実行委員会

事務局 栗原英一 ０９０－３５３３－４９１２ メール：hodaka2350@gmail.com
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連盟が提出中。

安全対策講習会の講師について、計画書の装備から判断するが。北区の理事会承認は元井がメールで連絡。

町田グラウスは五十畑さんが確認。

計画について過去に問題があったので、計画段階で理事会審査後、承認する。

参加人数については、地区連盟の判断。

都連盟共催になると、内容について慎重に検討する必要がある。

全国連盟から２０万の補助がある。計画書の確認で問題なければ承認する。

安全対策講習会は終わったら都連盟ニュースに載せるが、事前情報を公開しないのか？地区連盟以外の参加

が可能か主催者に打診して、良ければ公開する。

代表者会議で都連盟のメリットはと問われたが、都連盟全体の情報を時期的なスケジュールと適合さ

せる工夫を行い、来期からアピールする。そのためには余裕持って計画書を出してもらわないと通知が遅れる。

総会の資料に各会の地区連盟の報告に年間計画を載せてもらうことも一つの工夫。

11/30 計画の町田グラウスの件は他会の参加は可能か問い合わせてみる。

1 専門部報告

遭難対策部

１１月の遭難対策研究集会の取り組み状況は専門部会が３人しか集まらない状況で苦慮している。

総会で告知しているので９月の都連盟ニュースに載せる位にしないといけない。

事故予防対策に対して会から要望があるが、出来ない事もある。

遭難対策研究集会の講師についてオファーすると、今まではだいたい引き受けてくれる。山の仲間なので

快諾してくれる。事故の多い会にヒヤリングして発表してもらう事を検討してみたが、思うようにいかない。

沖縄では虫さされも事故扱いになる。ストックの事故について専門的な分析をして発表しても良いのでは。

折れたストックはＳＧマークがない。ＳＧマークがついていても全体重を掛けたら折れる。メーカーの説

明では、ほとんどにＳＧマークがついていないとのこと。（軽量化のため）

冬山気象の勉強会を断念したが野尻さんにもう一度、お願いしたらどうか、再度検討する。

気象については、先日、月山に行ったら雷が鳴り１時間くらい待機したら雷が止んだ。野尻さんの講演を

聞いていたので、とても助かった。やった方が良い。

活動交流部

「神田山の会」と「山の会 白銀」の例会訪問実施しました。

教育指導委員会

学校関係の収支報告

「第 23 期初級岩登りコース」の収支で、収入の部では受講料 66 万円（昨年比+22 万円）となった。

受講生は、12 名（会員 6名、ROUSAN パートナーズ 6名）の参加で、昨年度 22 期（8 名）に比べ 50％増

加した為。又、支出の部では、実技宿泊・食費（昨年比+118,140 円）、講師・スタッフ交通費（昨年比+47,300

円）、講師・スタッフ日当・昼食代（昨年比+33,800 円）、教材費・救命講習費(昨年比+27,826 円）、施設

利用料(昨年比+24,000 円)が大きな差異となった。

理由として

①例年最終の実技講習について、三つ峠で宿泊を伴う講習を２回計画実施しているが、昨年度は天候不

良により１回のみの実施であったが、本年度は予定通り 2回実施出来た。（スタッフ 10 名+12 名参加

(昨年 9 名参加昨年比+106,750 円）
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②受講生が 12 名と昨年に比べ 50％増えたことから、スタッフ参加要員も増やし、実技講習(10 回)延参

加要員も 110 名（昨年度 85 名/9 回）として、交通費・日当を支払う。

③5/11(土)実技講習予定でゲレンデ(平戸の岩場)での実習を計画していたが、天候悪化で予備日の

5/12(日)に変更を試みたが既に予約済みであった為、止むを得ず室内クライミング(日吉・ビックロッ

ク）に場所を変更して実施した為、施設利用料(24,000 円/スタッフ 12 名分)が費用として発生。

④ ROUSAN 会員 1名が業務の都合で途中参加不可能(3 回のみ参加）となり、30,000 円返金。

（5月度理事会で報告・承認済み）

以上の状況により 2013 年度教育指導委員会補助金として、205,893 円を請求。

太田さん（労山パートナーズ）は実技講習を大阪から毎回参加。

今回は、三つ峠での宿泊実技講習が予定通り２回出来た事、受講生が昨年度 8名から今年度 12 名の

参加があった為、スタッフ要員も増やした事、又、天候悪化で実技講習１回を室内クライミング会場の

ビッグロックで行った分が主に予算オーバーした原因である。予備費から拠出をお願いしたい。

「ハイキングリーダー学校」では、昨年は受講生が１０名。今年は２０名だったので余裕が出来たの

で講師料を支払った。１０名だと採算が合わないので１５名以上で収支の整合がとれる。

9/4～9/5 上智大ハイキングの講習を実施する。

山スキー学校は 7名の参加で、内労山会員は、労山パートナーズ（１名）。

今後労山の会員になってもらう事を期待する。

救助隊

奥多摩での遭難対策集会。元青梅警察山岳救助隊、金さんの生の情報を聞けて参考になったと思う。

川苔山で滑落するところを検証した。金さんは両手ストックの危険性を指摘していた。

海外委員会

会で海外登山へ行った人達の情報を集めて、交流会をひらく事を考えている。

会で河野さんにセブンサミットの話をしてもらった事がある。旅行会社の手配など・・。自分がマッ

ターホルンに行った時、そういう話は大変参考になった。どの会でどういう海外山行をしているのか分

かれば、その会から情報を取ることが出来る。

海外山行の計画書は全国連盟に提出することになっているので、全国連盟から情報の提供を依頼。

教育部

１１月１４日地図読講習会を行います。補助スタッフとして小泉さんに依頼予定。

１２月５日「高層天気図」講師 江花 純氏 19:00～21:00 参加費 500 円での講習会を予定。

自然保護委員会

「第１６回労山自然保護講座 in 遠野」がある。

6 その他

神奈川県丹沢の大倉山岳スポーツセンターから、積極的な利用のお願いのメールが来たのでメーリン

グリストで配信。

長野県山岳遭難防止協会から、縦走の時は、ヘルメットの着用を推奨する案内。

各会に、お知らせをした方が良いと思う。理事会メーリングリストにて配信。

理事会の日程 次回は９月１日。議案はメールで配信。
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【重要なお知らせ】

地区連盟活動の安全対策講習会の助成金

地区連盟の活発な活動の成果で8月の申請で予算を達成いたしました。今後申請が出来ませんので注意願います。

【雪崩に遭わないための講習会】

昨シーズンも雪崩事故で亡くなっている事故が発生しています。雪崩のメカニズムと雪崩に遭わないための

学習会と実技講習会を開催します。

机上：12月 実技は1月 詳細は次号の都連盟ニュースに掲載いたします。

【第１１期NPO東京山スキー学校】募集要項 雪山の知識と技術を学び、雪を利用して縦横無尽に山を走り

楽しむ山スキーヤーを目指して講習会を開催しています。

【 日程 】

12月7日（土）13時～17時 開校式 座学 場所：労山事務所

12月8日（日）13時～１７時 雪崩の基礎知識 場所：労山事務所

1月18~19日 雪崩レスキュー訓練 落倉自然園、天狗原下部

2月1~2日 深雪滑走訓練 上越かぐらスキー場周辺

2月16~17日 深雪総合訓練 上越かぐらスキー場周辺

2月22~23日 雪洞、ビバーク訓練 鍋倉山

3月29~30日 総合実践山行 天狗原～蓮華温泉～木地屋集落

応募方法 HP：NPO東京山スキー学校 http://yamaski.org/より申し込み＊10月１日より募集開始
費用：５５，０００円 宿泊、交通費、リフト代は別途必要です

日 程：１０月１２日（土）～１４日（月）水沼地区の農業水道整備・ツツジ園管理作業

１１月９日（土）～１０日（日）石巻「緑のハイキングロード」支援

● 都連盟が行っている活動支援募金

都連盟が行っている復興支援活動のための活動募金も行っていますので、ワンコイン募金など引き続き支

援を呼びかけて下さい。

【事故一報】
7月7日 南アルプス 保利沢山 黒桂河内川二ノ俣を遡行中 ２ｍ滝を登る際に足下の岩が動き落下。

落下時左腕で体を支えようとした。打撲 31歳 女性

7月20日 北アルプス 剱岳・長治郎谷 熊ノ岩の手前、雪渓で足をすべらせ滑落。シュルンドに落下。

外傷性前膝蓋骨滑液包炎 43歳 女性

7月23日 北海道北見山地 天塩岳 下山中に足を滑らせ右側斜面に転倒時、左足を捻る。

左膝関節捻挫・左足首捻挫 67歳 女性

8月4日 谷川連峰 三国山 山頂から下山時、階段状の木道で右ストックをついた所、滑って右肩から転倒。

左腕肩の捻挫 59歳 女性

事故一報は、全国連盟への提出と併せて東京都連盟にもお願いいたします。

＜提出先＞

郵送：〒162-0814 東京都新宿区新小川町5番24号 FAX：03-3260-0372 E-mail：twaf@twaf.jp

東日本大震災支援関係

★トピックス お詫び申し上げます 不正アクセスで設定を変更されてしまいま

した都連盟のホームページを只今閉鎖しております。再会までしば

らくお待ち下さい。
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２０１３年９月　東京都連盟　予定表

理事会 　委員会
1 日 理事会
2 月
3 火
4 水
5 木
6 金
7 土 関東B役員交流会
8 日 関東B役員交流会 救助隊（フリークライミング合同山行）
9 月
10 火
11 水
12 木 女性ネットワーク
13 金
14 土 青年学生委員会講習会（全国）地図読み・クライミング・沢登りベーシック講習会
15 日 青年学生委員会講習会（全国）地図読み・クライミング・沢登りベーシック講習会
16 月 青年学生委員会講習会（全国）地図読み・クライミング・沢登りベーシック講習会
17 火
18 水
19 木
20 金
21 土
22 日
23 月
24 火
25 水
26 木 都連盟ニュース印刷発行
27 金
28 土 労山組織基本問題調査会（全国）
29 日 労山組織基本問題調査会（全国）
30 月 救助隊　定例会

２０１３年 １０月　東京都連盟　予定表

理事会 　委員会
1 火
2 水
3 木
4 金
5 土
6 日
7 月 理事会
8 火
9 水
10 木
11 金
12 土 東日本大震災復興支援ボランティア出発
13 日 東日本女性登山交流会（全国）　東日本大震災復興支援ボランティア
14 月 東日本女性登山交流会（全国）　東日本大震災復興支援ボランティア
15 火
16 水
17 木
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火
23 水
24 木
25 金
26 土
27 日
28 月
29 火
30 水 都連盟ニュース印刷発行
31 木

【編集後記】
　今年の異常な暑い夏もやっと終わり、ホッとしている。毎日35℃以上の東京から１週間ほど群馬県の西上州に避難
してきた。
　関東でも１位～２位の清流「神流川」沿いの静かで小さな町だが、山あり川ありで変化に富んでいて、中々楽し
い。昼は暑いが夜は涼しいのでよく寝られる。
　温泉に入って川面の風で涼み、鮎の塩焼きをほおばる。こんな夏休みも良い物だ、皆さんはもちろん山に行かれた
んでしょうね。報告待っています。　　　Ｓ・Ｔ

１２


