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山岳ヘルメット着用奨励山域の指定 

長野県山岳遭難防止対策協会 

 

登山者自身が 

「危機管理意識」をもって 

入山すること 

 

 このたび長野県山岳遭難防止対策協議会より「山岳

ヘルメット着用奨励山域」の指定について下記のよう

な依頼が広島県岳連にあった。夏山登山シーズンにあ

たり各自安全登山に心がけてください。 

 

自分の命は自分で守る 

1.趣旨 

県内の山岳遭離事故は遭難件数(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

ヘ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

ヘルメット着用奨励山域」に指定し、登山時のヘルメ

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（大キレット)、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 甲斐駒ヶ岳、鋸岳 

中央アルプ

ス 

宝剣岳 

戸隠連峰 戸隠山、西岳 

※ただし、他の山域においてヘ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ヘル

一般社団法人 広島県山岳連盟 

〒733-0011 広島市西区横川町 2 丁目 4-17 

電話・FAX  （０８２）２９６－５５９７ 

Ｅ-Mail：hgakuren@lime.ocn.ne.jp  

URL：  http://hiroshima-gakuren.or.jp 

郵便振替口座 01380-6-37958 
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メットを活用し、次の山小屋等に配置し、有償でレン

タルする。 

山域名 ヘルメット配置個所（個数） 

北アルプス南部 涸沢ヒユッテ、涸沢小屋、槍ヶ岳

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 長術荘、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 

 

約束した山小屋等に必ず返すこと 

(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

同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年間 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 

山岳連盟に加入しているメリットは？ 

 
１、登山活動の安全、自然保護を目的 
 山岳連盟は現在 33 団体会員と個人会員それに賛助

会員によって構成された公益財団です。登山活動の健

全な発展、登山者の活動力の向上を図り、もって登山

活動の安全及び自然保護の推進、国民体育、文化の向

上に寄与する事を目的としています。 
 
２、山岳情報が早くキャッチできる 
 したがって、加盟していることによって、山岳情報

を早くキャッチすることができます。会報「もみじ」

を発行のつど受信できます。 
 
３、山岳事業に参加できる 
 山岳連盟は、総会をはじめ研修会、講習会、講演会

等を計画実施していますが、会員は受講料の割引など

優位に参加することができます。また、会議に出席し

て意見を述べることができます。 
 
４、遭難事故等の場合の支援 
 会員は「山岳保険」に加入義務がありますが、万一

遭難した場合、岳連に支援要請することができます。 
なお、山行計画は事前に提出することが必要です。 
 
５、岳連事務所（横川）を利用できます 
 横川に岳連事務所を設けています。月曜日～金曜日

（13:00～18:00）開館しています。また、会員は集会・

会議等で事務所をいつでも無料使用できます。会員は

事務所から情報を得ることができます。山岳図書も備

えてあります。 
（2013･7･4 開催 第 1 回全員協議会より） 

 
岳連短信  

第 12 回山の日県民の集い（写真左） 

北広島町（八幡高原）会場開会式 

2013･6･1 写真 森 智昭 
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岳連短信 

１、大山頂上トイレ汚泥キャリアダウン・ボラ

ンテア募集 
 かって一度は荒廃した山頂に、多くの人達が持続す

る情熱で植物が帰ってきました。（一木一石運動）私

達は、これからも皆さんが集う美しい山頂として、中

国地方最高峰の自然環境と共生しつづけたい。そのた

めに、頂上のトイレに蓄積した「憂い」を自ら下ろす

ことにしました。大山を愛する皆さん、再びあなたの

「強力」を貸して下さい。 
 
平成 25 年 9 月 8 日（日）7:00 受付開始 
（荒天の場合は、9 月 11 日（水）に延期します） 
１、集合場所：大山寺博労座第 4 駐車場 
２、日程概要：7:00 受付開始 必ず各自受付をしてく

ださい。（受付後は順次出発していただいて結構です）

（登山は皆さんのペースにお任せします） 
山頂にて汚泥ボトルの引き渡し（10:00 開始予定）ボ

トルは当方で準備しております その後は、自由解散

とします 16:00 最終回収 
注意事項 
○参加に当たっては、事前に申し込みが必要です。（住

所、氏名、電話番号を下記までお知らせください （募

集期間 7 月 8 日（9:00）から 8 月 8 日（17:00）まで

（先着 200 名）○汚泥ボトルは密閉した消毒済みです

が、念のためボトルを包むビニール袋等をご持参くだ

さい ○登山に適した服装や装備でお越しください。

食事や飲み物等は、各自でご用意ください。申し込

み・問い合わせ先：鳥取県西部総合事務所 生活環境

局生活安全課 電話 0859-31-9320 
 

２、雷から身を守る 
 夏は雷の多い季節です。グラウンド、ゴルフ場、す

なはま、会場など開けた場所や山頂のような高所では

人に落雷しやすくなります。近くの木に落雷し、電流

が人に向かってくる事があります。 

 そばに高い木があるときは、根や幹から最低 2 ㍍以

上離れてください。姿勢を低くして、傘やゴルフクラ

ブ、釣竿、ストックは手放すか、頭より低い位置に持

ちましょう。風や空模様から雷の前兆を感じたときは

なるべく早く建物や自動車などの中に避難します。 
 

３、賛助会員のお願い 

財政の強化のため賛助会員を募集しています。岳

連の発展のためご協力をお願いします。 

口数 個  人 1口（5,000 円）以上 

   加盟団体・法人の場合 

        1 口（10,000 円）以上 

１、賛助いただける口数でお願いします。 

２、申込書と申し込み口数を山岳連盟事務局まで 

お届けください。 

支店（口座番号（普通）014-3251234 加入者名 

一般社団法人広島県山岳連盟会長 京オ 昭 

 

４、初級沢登り研修会開催要項 

主催 一般社団法人 広島県山岳連盟 指導部 

１．趣旨   沢登りにおける、初歩的な安全技術の習

得と交流を図ることを目的とする。 

２．期日   平成２５年８月２５日（日） 

３．講習場所   広島県安芸太田町 奥三段峡  

    受付 ８：００～ 恐羅漢スキー場 駐車場 

４．応募資格及び定員 

１）応募資格 ①広島県山岳連盟所属団体会員・個

人会員及び一般 

②将来登山活動の技術的役割を担う者 

③一般登山技術 又は簡単な クライミング技

術をお持ちの方 

④山岳保険の加入者 

 ２）定員 １５名 

５．講師 （一社) 広島県山岳連盟 指導部  

日山協公認山岳指導員 

（なお、講習内容・講師については事情により変更 

する場合があります。） 
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６．講習日及び内容  別表－１ 

７．参加申込み 

 １）申込み方法 別紙申込書により、郵送、FAX 

又はメールにて申し込むこと。 

２）申込み先  ℡・FAX 082-296-5597  e-mail:  

hgakuren@lime.ocn.ne.jp 

  〒733-0011 広島市西区横川町２－４－１７ 

   一般社団法人 広島県山岳連盟 事務局 

 ３）申込み締め切り 平成２５年８月１９日（土）

必着のこと 

８．その他留意事項 

 １）受講費：山岳連盟加盟団体会員・個人会員 

３,０００円、一般 ６,０００円 

  学生 １,５００円           

 ２）受講費払込：参加当日 

 ３）その他の費用：集合場所までの交通費は、参加

者の負担とします。 

 ４）山岳保険：受講者は必ず山岳保険に加入してい

ること。 

 ５）講習会持参用具：別表－２ 

 ６）この研修会は指導員更新時に必要な義務研修 

として日本体育協会の承認を受けております。 

 

 

俳句五題 
 

富澤哲郎（岳連参与） 
 

公園の鳥の声増え夏近し 
 

頂や暑さの中で視界よし 
 

山開き思わぬ友と再会す 
 

豪雨あり小鳥のつがい縁側に 
 

雨あがりすべる山道雲がわく 
 

 

別表－１ 講習日程 

月日 時間 講習内容 

８：００～ 受付開始 

８：３０～１

４：３０ 
移動 遡行及び講習会 

１５：００ 解散 

８月２５

日 

（日） 

 ※昼食は各自準備のこと。 

 

山の風景 31 

大杉渓谷にて （三重県）2013･6･9 
写真 森 智昭（ひこば

え） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
編集部より 
○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して発行して

います。岳連行事・山の情報・行事参加の感想など

気軽にお寄せください。編集の都合で一部手直しす

ることがあります。ご了承ください。 
 
○各研修会、講習会へ参加された方は積極的に報告書

を提出ください。随時掲載いたします。 
 
○会員団体で会報発行されたら岳連事務局まで恵送

下さい。随時紹介します。 
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題字デザイン  今村みずほ  編集  仲井正美 


