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「2013 年遭難対策研究集会」報告   
１．実施日・時間：2013 年 11 月 17 日（日）10：30～14：30 

２．場所：杉並区立高井戸地域区民センター （第 1・第 2集会室） 

３．参加者：52名  ＜会名＆参加人数（カッコ内）＞ 

練馬山の会（6）、神田山の会（6）、八王子おおるり山の会（6）、杉並山の会（5）、東京みなと

山の会（4）、野火止山の会（4）、大田山の会（3）、町田グラウス山の会（2）、町田やまぼうし

HC（2）、銀座山の会（2）、杉並労山（2）、森の登会（1）、都職山の会（1）、北多摩山の会（1）、

グループどっぺる（1）、山の会白銀（1）、渓嶺会（1）、ポレポレ倶楽部山の会（1）、やますき

（1）、新宿山の会（1）、グルッペわたすげ（1） 

４．内容： 

（１）開会挨拶（上平理事長）： 

（２）基調報告：2012～2013 年都連会員事故の概況・特徴・事故防止と対策などについて説明。 

（３）特別講演「冬、春の登山と気象」 

講師：気象予報士 野尻英一氏 

   冬の気圧配置パターンと仕組み、気象判断のポイ

ント・注意点、過去の遭難事例と教訓などにつ

いて説明あり。 

 ＜主な Q&A＞ 

Q:谷川岳は日本海側か太平洋側か？ 

A:日本海側。鈴鹿連邦も日本海側。 

Q:低気圧の最後はどうなる？ 

A:グルグル回っている内にエネルギーが失われ消滅する。 

Q:低気圧の進路は予想できるか？ 

A:素人には困難。最近の天気予報は 100％近く当たるのでよく聞くこと。 

（４）特別講演「専門メーカーに聞く『トレッキングポール』のすべて」 

講師：（株）シナノ  安藤氏・小山氏 

トレキングポールの市場動向と傾向、強度と安全性

（SG マーク）、使い方と注意点などについて説明あ

り。通常使用の保証限度は 400N までなので、全体

重をかけたら折れる。また横方向については基準が

ないので、例えばタンカに使うと曲がる可能性

大・・・など。 

 ＜主な Q&A＞ 

Q:体重70Kgの人が20Kgｎ荷物を背負って30度ほど

の斜面をポール 1本で下った時の負荷はどのくらいになるか？ 

A：わからない。難しい。 

  Q：2本で使えば 1本の 2倍の荷重に耐えられると考えてよいか？ 

A:OK 

Q：スクリューロック式の場合、油を差してもいいか？ 

野尻英一氏 

シナノのお二人 
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A:だめ。摩擦がなくなる。 

Q：シャフトが折れたとき、その部分だけ交換できるか？ 

A:できる。 

（５）ダウラギリ峰遭難事故事例報告 

講師：「練馬山の会」青山事務局長 

    事故の概要、経過、救助活動、会の対応、ネパール

での活動、経費、現地との連絡などについて報告あ

り。 

 ＜主な Q&A＞ 

 Q:事故対策積立金 200 万円は少ないのでは？処理は？ 

A：多い方がいいが限度がある。この程度が妥当と考え

ていた。ご家族には請求しない。労山特別基金でまか

なえなかった部分を積立金から充当する。 

  Q:ご遺体の収容については？ 

A:今秋の計画だったが天候が悪く出来ない。可能なら来春やりたい。 

（６）北アルプス長塀山滑落事故事例報告 

講師：「練馬山の会」河崎リーダー部長 

事故の経緯、原因、教訓などについて説明あり。事故の直接の原因は正規のトレースを外れた

こと。 

「多少間違っても下りられる」と安易に考え、危険の大きな谷川へ寄ってしまった。今後ルー

トファインディングや地図読みの能力を高めるとのこと。 

（７）報告：「近年増加するダニ事故を防ぐために」    

講師：都連盟 佐藤教育部長 

ダニの分類、種類、構造、感染症、対策などについて説明あり。また、ヘルメットの特徴につ

いての説明、町でストックをザックの外につけて歩くことをやめる呼びかけもあった。 

 ＜主な Q&A＞ 

Q：ダニを取り除く道具は？ 

A：ピンセットが良い。また、取った後足で踏みつぶすのはよくない。卵を拡散させてしまう。

焼却が良い。 

（８）報告：「都連盟の事故発生状況について」   講師：遭対部 芝田理事 

事故発生件数推移、発生時間状況、山行形態別比較、年齢別・男女別分析、各会の件数推移、

会員数との比較などについて報告あり。会の規模を拡大しつつ事故一報率を下げている会は４つ。

これらの会の代表として「町田グラウス」から取り組み内容の紹介があった。 

（９）その他 

臼井救助隊隊長：ヘルメットの特徴、軽量ハーネスや救助用具の紹介など。 

最後に 

会場準備にあたっての「杉並山の会」のご協力に感謝。遭難防止には技術・体力に加え知力も

大事。高齢化に伴う体力低下を知力で補おう。今日学んだことを会や都連盟のレベルアップに役

立てよう。 

                                報告者：遭難対策部 島村       

全体風景 
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＜地図読み講習 報告＞ 
 

地図読み講習を、都連盟理事・佐藤昌之（杉並山の会）氏を講師に、実施。 

① 机上講習 11 月 14 日（木）連盟事務所にて 

18 名（生徒 10 名、講師・講師補助各 1 名、

スタッフ 6 名）が参加。ハイキングリーダー

学校のテキストをもとに、１/25000 地形図や

シルバコンパスの説明を受け、50ｃｍの定規

で地形図に磁北線を引く練習。目標を決めて、

コンパスで方向を確認。逆方向を向いてしま

う人もいて、疑問の声や笑い声もあがり賑や

かな講習となった。参加者からは、「以前の地

形図と新しい地形図の双方の磁北線の引き方

を学び、勉強になった」「初めてコンパスを使

い、実地が心配」等の感想が出された。 

 

② 実地講習 11 月 16 日（土）惣岳山付近、18 名（生徒 8名、講師・講師補助各 1名、 

スタッフ 5名、ハイキングリーダー学校スタッフの見学同行 3名）が参加。講師が用意し 

てくれた 2倍コピーの地形図 1/25000 を片手に、コンパスを持ち、早速、方向を見定めて 

軍畑駅を出発。ポイントから次のポイントまで生徒が交代しながら先頭を歩き、ポイント 

に着くと全員で現在地と次のポイント方向を計測。地形図上の印と実際の対象物を確認し 

たり、隣の尾根や遠くの山、鉄塔等によって現在地を確認することも学んだ。 

昼食後、下山は 2班に分かれ時間差で出発。講師のひっかけによる道迷いに悩んで行きつ 

戻りつしながらも、最後は地形図とコンパスでしっかりと方向を確認して出発地に戻るこ 

とができた。参加者からは、「自分の位置を把握するのが大変だった。思い込みで進むのが 

一番危険とわかった」「間違った道を歩き、日

が暮れはじめて、山で迷う恐怖を感じた」等 

の感想が出され、地図読みの大切さを実感し

た講習となった。 

 

女性ネットワーク  黒田 記 
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【都連盟理事会】 (2013 年度 第 9回) 2013年 12月 2日(月)20：10～21：30 報告：芝田 

出 席 者  ○上平、元井、島村、増田、五十畑、大野、佐々木、芝田、吉田、陶山、小幡、岸田、栗

原、豊田、山本    出席者計＝15名 

議  事 

１．事務局 

11 月末会員報告の件→ 新ＨＰ記載用に会ＨＰのＵＲＬを記載してもらうよう併せて依頼→都

連盟への返信12/21を締めきりとする。 

①栄誉功労章の件→都連盟への返信12/21 を締めきりとする 

    ※両件とも、例年締め切りを過ぎての連絡の会が多い。理事は、所属会にて締切り厳守。 

②会計：本年度の会計締切り、12/15 までに提出のこと 

③都連盟ニュース、12/26 印刷 12/27 発送作業→手伝い募集 

④規約改正案の件 

    規約改正を提案する場合には、以下のスケジュールで。次回の理事会以前に、ＭＬにて改正 

案を提案 

次回理事会にて討議、2月の代表者会議にて提示、3月の総会にて提案 

   ※改正案を提案する場合には、1/6の次回理事会以前にＭＬに提案のこと 

⑤単独会による安全対策費用補助金申請の件 

「地区連盟主催の安全対策に対して補助金を出す」という決まり。この申請では「単独会の

申請」であり、補助金を承認できない。 

⑥都連盟の新年会を 1/7（火）に開催。理事だけでなく、都連盟会員ならだれでも参加可能と

する。過去都連盟として新年会を実施したことはなく初めての試み。 

２．教育部 

①� 12/5（木）高層天気図の講座開催。 

３．遭対部 

①� 遭難対策集会の報告 

  ・シナノのストックの話は画期的。メーカーとしてはかなり言いづらい事まで踏み込んで頂いた。 

   ストックの持ち方、ザックの外付け（電車・バス・人の多いところ等）禁止の指導は、都連盟

としてアピールしていく。 

４．活動交流部 

会を訪問している。どこの会でも共通するのは、「会員が集まらない」。また、地区連盟が盛んな 

地区では、都連盟に対して要望が薄い・存在感が薄い傾向がある 

５．教育部 

・岩登り学校 

岩学校のカリキュラムに「リードの確保（制動確保）」とあるが、（制動確保）の項目は削除す 

べき。「こういうことはやってはいけない」ということで書いてあるが現在は行われていない 

技術なので誤解を生むので改善をする。 

   岩登り学校のスタッフは、当該会に正式に連絡をとる。 

スタッフの当該会から都連盟の教育部に会員を派遣する。 

・ハイキングリーダー学校 

   ハイキングリーダー学校ではスタッフは足りている。受講生は経験のある登山者が多く、リー 

ダー養成の学校なので特段問題ない 

６．海外委員会 

都連盟の会員の海外登山の情報は全国連盟に集約されてしまい都連盟には現状わからない。なん

らか、情報を共有するシステム作りを考えたい。 

７．ホームページ委員会 

担当の理事の連絡が取れない状態。HP 委員会でできることからやっていく。いろいろ力仕事的な

作業もあるので分担していきたいので協力願いたい。 
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８．女性ネットワーク 

地図読み山行無事終了。生徒は机上10名、実技8名。もう少し多く参加者がいてもよかった。来

年の活動は概ね決まっている 

 

９．山スキー学校  参加者は7名。 

 

10。全国連盟忘年会の件  12/7（土）全国連盟忘年会に参加 

 

協議事項 

１．総会準備 

・議案書は12/24 までに提出を。三役会（12/26）にて検討 

1月理事会にて検討→2月代表者会議にて検討→2/15発送、 

・会場はＪＲ蒲田駅近く 大田区立消費者生活センターに決定 

  

２．代表者会議における意見 

○安全対策補助金が途中で打ち切りになるのはいかがなものかという意見  

  ・期の初めに締め切りを設定、募集をかける 

・予算を2期に分け、それぞれについて締め切りを設定して募集をかける 

   （いずれも応募団体にのみ補助金早めに計画をたててもらう） 

  ・抽選にする 

  ・現行1団体 2万円→1万円にする 

   どのような対策が適当かは、次回理事会にて決めることに 

 ※補助金給付を受けた団体については、詳細な報告書を提出してもらうのが当然という意見も

あり 

その他 

◇活動交流部の栗原理事より、 

・理事は積極的に地区連盟に関わり、また各会訪問もしていくべき。コンタクトがあれば、呼び

水になって、地区連盟に対する興味も、また都連盟に関する興味も高まる。とにかくまず動い

てみる、参加してみると顔も見えてくる。→来年度には、理事が積極的に各会を、各地区連盟

を訪問して行くべき、という意見がでた。 
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【重要なお知らせ】【重要なお知らせ】【重要なお知らせ】【重要なお知らせ】    

    

    

    

    

 

Q岩登りの練習のためクライミングジムでの怪我は給付されるのにスキー場のゲレンデでは給付されないの？ 

Aゲレンデスキー場でのスキーの事故は特別基金の対象ではありませんが 

 山スキーの下山でスキー場を通過中の事故と、山スキーの練習を会主催で行うゲレンデスキー場での事故は

対象とします。いずれも事前の山行管理が必要で、申請には山行計画書の写しが必要です。 

 

  

 

山のスケッチの手始めとして、絵手紙を体験してみませんか？ 初心者でもOK！やさしく教えてくれます。 

併せて、都連盟・女性登山者の交流の場を設けます。 絵手紙体験のあと、山談義に花を咲かせ、楽しい時間

をご一緒しましょう。 女性ネットワーク主催 

《《《《    講師講師講師講師    》青柳》青柳》青柳》青柳    百合子さん百合子さん百合子さん百合子さん     

日時：日時：日時：日時：3333月月月月8888日（土）午後日（土）午後日（土）午後日（土）午後1111時～５時時～５時時～５時時～５時    

        場所：全国連盟事務所場所：全国連盟事務所場所：全国連盟事務所場所：全国連盟事務所    １１１１FFFF    会議室会議室会議室会議室    

        参加費：参加費：参加費：参加費：800800800800円円円円    （教材費・交流会費（教材費・交流会費（教材費・交流会費（教材費・交流会費    込み）込み）込み）込み）    

＊＊＊＊    初心者大歓迎、必要な材料・道具は用意します。初心者大歓迎、必要な材料・道具は用意します。初心者大歓迎、必要な材料・道具は用意します。初心者大歓迎、必要な材料・道具は用意します。    

＊＊＊＊    準備のため、申込み締切りは準備のため、申込み締切りは準備のため、申込み締切りは準備のため、申込み締切りは2222月月月月13131313日までとします日までとします日までとします日までとします    

 

 

 

2014 年 1 月7 日（火） 

全国連盟 1 階 会議室 19：00～ 

 

 
 

日 程 ：今年度は終了いたしました。 

●●●●    都連盟が行っている活動支援募金都連盟が行っている活動支援募金都連盟が行っている活動支援募金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。 

労山特別基金 あれこれ？ 

東日本大震災支援関係東日本大震災支援関係東日本大震災支援関係東日本大震災支援関係    

都連盟都連盟都連盟都連盟のホームページのホームページのホームページのホームページ    仮仮仮仮 URLURLURLURL 開設開設開設開設        

http://twaf.jp/http://twaf.jp/http://twaf.jp/http://twaf.jp/    で御案内いたしますので宜しくお願い致します。で御案内いたしますので宜しくお願い致します。で御案内いたしますので宜しくお願い致します。で御案内いたしますので宜しくお願い致します。 

【事故一報】 

お詫び               今月号は報告が間に合いませんでした。来月号に合わせて報告します 

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 

 

★トピックス 

都連盟新年会 開催 

絵手紙体験と交流会絵手紙体験と交流会絵手紙体験と交流会絵手紙体験と交流会    

詳細な案内は次回号

に掲載致します 



 2013年 12月 27日　No.335

２０１４年１月　東京都連盟　予定表２０１４年１月　東京都連盟　予定表２０１４年１月　東京都連盟　予定表２０１４年１月　東京都連盟　予定表
理事会理事会理事会理事会 　委員会　委員会　委員会　委員会

1111 水水水水
2222 木木木木
3333 金金金金
4444 土土土土
5555 日日日日
6666 月月月月 理事会理事会理事会理事会
7777 火火火火 都連盟新年会　全国連盟１階　会議室　19：00～都連盟新年会　全国連盟１階　会議室　19：00～都連盟新年会　全国連盟１階　会議室　19：00～都連盟新年会　全国連盟１階　会議室　19：00～
8888 水水水水
9999 木木木木
10101010 金金金金
11111111 土土土土
12121212 日日日日
13131313 月月月月
14141414 火火火火
15151515 水水水水
16161616 木木木木
17171717 金金金金
18181818 土土土土 NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）
19191919 日日日日 NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）／アイスクライミング合同山行　救助隊NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）／アイスクライミング合同山行　救助隊NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）／アイスクライミング合同山行　救助隊NPO山スキー学校第一回実技　栂池（雪崩講習）／アイスクライミング合同山行　救助隊
20202020 月月月月
21212121 火火火火
22222222 水水水水
23232323 木木木木
24242424 金金金金
25252525 土土土土 関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳
26262626 日日日日 関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳関東ブロック：「雪崩事故を防ぐための講習会」実技　谷川岳
27272727 月月月月 救助隊定例会救助隊定例会救助隊定例会救助隊定例会
28282828 火火火火
29292929 水水水水
30303030 木木木木 都連盟ニュース印刷発行都連盟ニュース印刷発行都連盟ニュース印刷発行都連盟ニュース印刷発行
31313131 金金金金
２０１４年 ２月　東京都連盟　予定表２０１４年 ２月　東京都連盟　予定表２０１４年 ２月　東京都連盟　予定表２０１４年 ２月　東京都連盟　予定表

理事会理事会理事会理事会 　委員会　委員会　委員会　委員会
1111 土土土土 山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）
2222 日日日日 山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）山スキー学校、かぐらスキー場周辺（深雪総合訓練）
3333 月月月月 理事会理事会理事会理事会
4444 火火火火
5555 水水水水
6666 木木木木
7777 金金金金
8888 土土土土 西日本女性登山者交流集会西日本女性登山者交流集会西日本女性登山者交流集会西日本女性登山者交流集会
9999 日日日日 全国雪崩事故を防ぐための講習会全国雪崩事故を防ぐための講習会全国雪崩事故を防ぐための講習会全国雪崩事故を防ぐための講習会
10101010 月月月月
11111111 火火火火
12121212 水水水水 第三回代表者会議第三回代表者会議第三回代表者会議第三回代表者会議
13131313 木木木木
14141414 金金金金
15151515 土土土土 全国連盟総会全国連盟総会全国連盟総会全国連盟総会
16161616 日日日日 全国連盟総会全国連盟総会全国連盟総会全国連盟総会
17171717 月月月月
18181818 火火火火
19191919 水水水水
20202020 木木木木
21212121 金金金金
22222222 土土土土 山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）
23232323 日日日日 山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）山スキー学校、鍋倉山（雪洞・ビバーク訓練）
24242424 月月月月
25252525 火火火火
26262626 水水水水
27272727 木木木木 都連盟ニュース印刷発行都連盟ニュース印刷発行都連盟ニュース印刷発行都連盟ニュース印刷発行
28282828 金金金金
29292929 土土土土
30303030 日日日日
31313131 月月月月
【編集後記】
2013年の年は、富士山が世界文化遺産になった、山の日制定の運動が始まった、など山を取り巻く環境も変わってきた。来年はどんな年になるのだろ
う。元旦は高尾山の薬王院にでも初詣に行ってみようかな。いつまでも自由に山に登れる時代が続くことを願って。　　　　Ｔ・Ｓ
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