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本号内容 

１．広島県登山部顧問等安全登山講習会報告 

２．県民ハイキング報告 

３．登山教室報告 

４．４代目宗箇松植樹 20周年記念宗箇山登山報告 

５．日山ＳＣ協 自然保護委員総会報告 

６．県東部連絡会合同登山報告 

７．日山ＳＣ協 西部地区安全登山指導者研修会報告 

８．岳連短信 

 

１．広島県登山部顧問等安全登山講習会報告 

（事務局 西部 伸也） 

11/16(金)全日（8:50～16:35）、スポーツ庁と広島

県教育委員会主催の『広島県登山部顧問等安全登山講

習会』が開催されました。 

本連盟では指導部を中心として 4名の講師と 2名の

協力スタッフを派遣してこの講習会を支援しました。

（講師：岡谷良信・森本覚・堀内輝章・西部伸也、 

協力スタッフ：後藤裕司・新山まゆみ） 

講習会には広島県高体連登山専門部加盟校 16校の

うち 8校・13名の登山部顧問の先生が参加してくれま

した。 

講習会の概要は以下の通りです。 

受付・開会式後、講習①：県教育委員会学校体育係

の古井友樹主事による「スポーツ庁通知等の内容の確

認」約 15分。高校生等の冬山登山の原則禁止と例外

的に冬山登山を実施する場合の条件及び留意点他に

ついて説明。 

講習②：岡谷副会長による「登山活動の留意事項」

約 50分。遭難事例が増えていることとその原因、そ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れにどう対処せねばならないか、高校登山部顧問の役

割、指導者資格取得の必要性などを説明。 

講習③：森本さんによる「登山の基礎知識」途中 10

分の休憩をはさんで 1時間 55分。資格制度について

詳しく説明するとともに、種々の登山に必要な様々な

装備を実際に見せながら使用法等を説明。 

1時間の昼休憩をはさんだ後、講習④：堀内さんに

よる「過去の遭難事故事例の発生原因と対応策」約 50

分。自身のヒヤリハット体験も交えながら、「用心」

の大切さ、ヒューマンエラーにいかに対処すべきか等

を説明。また参加者よりの具体的な質問を受ける。 

講習⑤：西部による「登山計画の立案（過去の遭難

事例を教訓に）」約 1時間 35分。まずは高校登山部

で雪山活動をすることの意義を確認し、その後、高校

生雪山活動に適切な場所、目標とすべき内容、生徒自

身の事前学習の大切さ等を説明し、過去の遭難事例、

特に雪崩事故を検証しながら、注意すべきことをまと

め、具体的に広島県高校登山部雪山活動の山域をチェ

ック。 

その後、顧問の先生たちが 2～3人のグループに分

かれて講習会の感想をシェアし代表者が発表。 

最後に後藤さんが挨拶し、閉会式、アンケート（県

教委・岳連の 2種類）回収、解散。 

 

参加者感想文            （基町高校 岩佐 和樹） 

近年の痛ましい山岳事故を受け、安全登山に関する

このような講習会を開催して頂き、広島県教育委員会

および、広島県山岳・スポーツクライミング連盟の

方々に感謝いたします。 

広島県では、原則、雪山登山は禁止のため、雪崩等 
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に関して学んだことを活かせる場が少ないかもしれ 

ませんが、指導員の資格や装備に関して多くのことを

学ぶことができました。装備に関しては、1つ 1つの

構造やその意図など、細かいことまで知ることで、こ

れまでの概念に捉われず必要に応じた工夫をするこ

とは、新しいものを購入するときだけでなく、今ある

装備の活用の仕方を考える上でもとても大切なこと

だと感じました。 

今後も生徒には競技としての登山だけでなく、山そ

のものの魅力や危険をしっかり伝えながら活動をし

ていこうと思います。 

 

今後取り組むべきこと           （事務局 西部） 

昨年 3月 27日の栃木県高体連登山部雪崩事故（7名

の高校生と 1名の引率教員が死亡）を受けてのこのた

びの講習会でしたが、今後、高校登山部の冬山登山を

実施する上でどのようにせねばならないかを改めて

確認するよい機会となりました。 

栃木県の事故は大変残念なことでしたが、栃木県高

校生らの犠牲を無駄にせぬよう、本連盟としても高校

登山部（ひいては一般山岳会）の安全な冬山登山の推

進に尽力せねばなりません。 

講習会終了後、県教委からの資料（H29.12.1スポー

ツ庁通知「冬山登山の事故防止について」、通知の基

となった H29.11.28の高校生等の冬山・春山登山の事

故防止のための有識者会議報告書、その他）を読みま

したが、昨年度のスポーツ庁通知は、一昨年度までの

「高校生…については、原則として冬山登山は行わな

いようご指導願います」という簡単な通知にとどまら

ず、「高校生等が例外的に冬山登山を実施する場合の

条件及び留意点等」について詳述しており、また「高

校登山部指導者の質の向上等について」も触れている

のが特徴的で、冬山登山の意義も踏まえ、より現実を

見据えた通知になったと思います。 

とりあえず、広島県の高校登山部が安全な冬山登山

を遂行できるよう、活動範囲（山域）や活動内容、気

象条件等の留意すべき事項をより具体的にまとめた

「指針」を策定し、それをもとに県教委・県高体連登

山部・本連盟の三者で持たれる「広島県（高校登山部）

冬山登山計画検討委員会」の判断の拠り所とする必要 

 

があるかと考えますし、また、研修会や大会等を通じ

て本連盟と県高体連登山部との交流を再度活性化さ

せねばならないと考えます。 

 

講習会風景。最初の１枚は、開会に先立ち、参加者に説明する

登山装備の準備をする本連盟指導部スタッフ 

以下、開会式・各講習の様子 

  

  

  

 

２．県民ハイキング報告 

期日：11月 18日（日）包ケ浦～鷹ノ巣山（砲台跡） 

担当：宮島太郎の会 

参加者：一般 15・担当団体 22・会員 21・計 58人 

概要：9：00宮島桟橋前広場集合～要害山（27.1ｍ）

～博奕尾～包ケ浦公園～鷹ノ巣山（194ｍ）～包ケ

浦海岸～長浜神社・解散 15：05～20 

（宮島太郎の会：中塩 真悟 次の感想文も） 

『県民ハイキングに参加して』 

絶好の紅葉季節の宮島、来島者が多い中、宮島桟橋

前に 58人が集合、本日の目的は鷹巣砲台跡の散策で 
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す。 

まずは宮島の四つある三角点の一つがある要害山

へ。ここで興味津々の毛利軍と陶軍の厳島合戦の再現

説明の始まり！博奕尾、包ケ浦でも続編があり、闘い

のドラマが筋を通して参加者の皆様には理解できた

のでは。 

少し時間が押され、12時前に包ケ浦から鷹巣山への

急登登山に挑戦、お腹がペコペコ状態での歩き、頂上

到着後、施設跡を見る前にまずはお腹を満足させるの

が先決。その後、頂上出発前までゆっくり見学、この

施設は何かいの？全員集合後、砲台跡へ移動、ここで、

日清・日露戦争時代でのこの砲台の重要性の意味を聞

く。なるほどと納得された人も多いのでは。 

そして急坂を下山、包ケ浦に到着後、怪我の緊急処

置のワンポイントレッスン。怪我をした時はこうする

のか、いざの時のお役立ちで理解できたかな。 

後は舗装道路歩き、檜皮の森林(ひわだのもり)経由

の軍用道路で長浜神社に到着。ここでストレッチを行

い解散。お疲れ様。 

宮島の歴史をあらためて振り返った一日となりま

した。（それにしてもこの時期の宮島は人が多い！） 

 

（以下の写真は宮島太郎の会ホームページより） 

 

出発前の集合写真 

  

要害山・包ケ浦公園で毛利と陶の宮島合戦の再現説明 

 

  

包ケ浦～鷹ノ巣山への道    鷹巣砲台跡 

 
鷹巣砲台跡でも集合写真 

  

応急処置のレッスン    長浜神社で解散 

 

担当団体の『宮島太郎の会』様、歴史解説の尾道様、

ワンポイントレッスンの小田様、ご苦労様でした！ 

 

３．登山教室報告 

第 8回 2年生 11/10(土)〜11(日) 

登山形態：テント泊山行 

山域：琴引山、大万木山 

人数：8名（スタッフ含） 

今回の 2年生は琴引山から大万木を周回縦走しました。

草峠から指谷奥への急坂もみんなしっかりと歩け、無

積雪期最後の山行を楽しみました。 

（指導部 森本 覚） 

『第 8回登山教室をへ終えて』 

(登山教室 2年 神﨑 直剛) 

今回の山行は、島根県の琴引スキー場から、県民の

森のある大万木まで 12ｋｍ、山頂にテント泊して 2日

目は、指谷山を通る周回ルートで琴引に戻る 16ｋｍ、 



山に親しむ、山を楽しむ、山に学ぶ     もみじ 179   2018（平成 30）年 12 月 13（木）発行 

4 

 

 

私達 2年生にとっては最後の夏山で、この 2年間の教

室の集大成とも言うべき山行でした。 

スタート時の気温は 9度でしたが、天気が良く汗ば

む程でした。先日の雨のせいか琴引山頂からは三瓶山

が、かすんでうっすらと見えました。 

今回は、以前からアップダウンがきついので大変だ

と聞いていましたので、そのつもりで挑んだせいか、

心は折れずに最後まで歩く事ができました。そればか

りか、最後の峠で、疲れた仲間の荷物を分けて担ぐ事

も平気になりました。私は、1年生の時、皆さんにつ

いて行くのが精一杯で、何が何やら解らないうちに山

行が終わっていました。そして山行のたびに 1週間筋

肉痛で苦しんでいましたが、この 1年間教室で鍛えら

れ、色々な事を教えて頂いたおかげで、最近筋肉痛は

かるくなりました。そしてまた少しずつ、色んな事が

見えてくるようになり山の楽しみが増えたように思

います。 

来月からは雪山です。道具もそろえ準備したので楽

しみです。 

 

（写真提供 松本 正和） 

 

第 8回 1年生 11/17(土)〜18(日) 

登山形態：テント泊山行 

山域：三倉岳、瓦小屋山 

人数：12名（スタッフ含） 

今回の 1年生はテント泊縦走の訓練で玖波駅から三倉

岳を往復しました。ガレ場歩きと岩稜歩きの練習をし

ました。 

（指導部 森本 覚） 

 

『１１月山行感想文』（登山教室１年 今岡 かおり） 

前日まで降水確率が高かったので、登山教室初の雨

の中の山行になるかと思っていましたが、当日は晴れ

ほっと一安心しました。 

三倉岳には何度か登ったことはありますが、まさか

玖波駅から歩くルートがあるとは知りませんでした。 

玖波駅から住宅街を抜け滝や紅葉で色づいた山肌

を眺めながらのなだらかな道に足取りも軽かったの

ですが、どんどん進んでいくうちに登山道はしっかり

とあるもののあまり歩く人がいないせいか藪漕ぎと

なりザックやストックが枝に引っ掛かり前に進むの

に悪戦苦闘しながら車道に合流、やっと前方に三倉岳

が望めたものの更に車道を歩いてようやくキャンプ

場に到着。まずはテントを設営しサブザックで中ノ岳

を目指しました。 

途中、簡易ハーネスを使っての岩登りにも挑戦した

のですが、以前に教えていただいた簡易ハーネスの結

び方を忘れていたので日頃から練習しておかなくて

はいけないと思いました。 

今回の夕食はクリームシチューの粉末を使ってホ

ワイトソースパスタ、沢山の野菜がはいっていて栄養

満点、とてもおいしく体も温まりました。そして二次

会、三次会と盛り上がりあっという間に就寝時間を過

ぎていました。 

二日目はいきなりの石段の段差に呼吸も荒くなり

ましたが、ふと眼下を見渡すと一面に広がる雲海の幻

想的な景色に感動しました。 

瓦小屋山からの下りは急坂で下山したころには疲

れも出始めていましたが、玖波駅まで昨日歩いた藪漕

ぎの道をピストンしなくてはゴールできないので後

半はただただ無心に歩いていたような気がしますが、

アクシデントもなく全員が無事に完歩することがで

きました。 

今回は記録係を担当したので写真撮影、歩行時間 50

分、休憩 5 分の時間配分、記録をメモにとる作業を歩

きながら実践するのは大変でしたが、歩行時間と休憩

のペースを意識しながらこれからは歩いてみようと

思います。 

長い長いルートでしたが、いろんな意味で貴重な経 

験を得られ思い出深い山行でした。 
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（写真提供 森本 覚） 

 

４．４代目宗箇松植樹 20周年記念宗箇山登山報告 

 

（案内チラシより） 

 

四代目宗箇松植樹 20 周年事業は次の事業報告・会計

報告の通り無事終了したことを報告いたします。宗箇

山登山には会長山田様と窓口山本が参加しました。次

回は 10 年後の 2028 年に 30 周年記念事業が開催され

るでしょう。 

（「宗箇松の生長を見守る会」岳連窓口 山本 拓志） 

 

 

 

    

  

    

（写真は畑野康様より） 
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５．日山ＳＣ協 自然保護委員総会報告 

（普及部 小田 里子） 

『第 42 回 山岳自然保護の集い中央大会に参加して』 

*目的；平素の山岳自然保護の活動に資するため、そ

れぞれの地域における山岳自然保護に関する活動

発表や討議とともに、情報交流を行い、山岳自然保

護に対する認識を再確認する。 

*大会のテーマ；“未来につなごう みどり豊かな山の

自然” 

平成 30 年 11 月 23 日（金）～11 月 25 日（月）埼玉

県立「小川げんきプラザ」で開催され、22 都道府県

74 名の参加者があった。 

総会に先がけ都道府県の委員長会議では、自然保護

常任委員長の松隈さんから、以前の「文科省の上から

の意向を伝える」から今は「皆で一緒に考える集い」

にしていること、また今年春から、自然保護委員会組

織は、ブロックを無くし、運営に対し責任を持ってや

る「常任委員」と、多岐に渡り専門知識を有する専門

の立場のリーダーとしての「専門委員」の２つの組織

体制で行うことが伝えられた。 

開会式では、主催者の日山ＳＣ協亀山副会長から

「多くの人達が入る山岳の保全を次世代に繋げるに

は、ボランティアだけでなく、国、自治体、企業等の

連携からの資金調達が必要」なことを強調する挨拶が

あった。 

基調講演『武甲山 頭部を落とされ、皮を剥がされ

無残な山容をさらし続ける山』講師；清水武司秩父山

岳連盟会長 

武甲山は、古代より秩父盆地の人々にとって心の母

であり、日々の生活の支えであり、農業の神、水神と

して信仰されていた。植物も特殊環境で注目された。

サンゴ等の海洋生物が蓄積され、地殻変動・造山運動

により現在の石灰岩に覆われた山となった。良質の石

灰岩の採掘は江戸時代からはじまり、現在は日本の

5.3％、関東地区の 50％の採掘量を占めている。35 億

のお金と引き換えに採掘を許し、白い岩を晒し続けて

る山となっている。今後は、ベンチカット採掘方式で

出来る 2メートルの棚に自生地に近い環境をどの様に

造るかが課題になっている。 

セッションⅠでは、各都道府県の活動報告があり、

何処の都道府県でも登山道整備や観察会の実施を行

っていることが報告されたが、下記の活動や問題点の

報告もあった。（抜粋） 

北海道では、斜里岳の路上駐車、登山道の拡大や浸

食等、いずれもオーバーユース問題がある。栃木県で

は日光の観光地もあり、観光協会、ロープウェイ、官

民一体で円滑に運営している。群馬県では、長野県と

の県境のトレイルの整備。山梨県ではニホンシカの高

山帯進出の食害による裸地化対策は国レベルで急務

との訴え。兵庫県ではイノシシの害と捨て猫が多い。

鳥取県では、一木一石運動、トイレのキャリーダウン

運動を官民一体で取り組んでいる。高知県では高城山 

 

から天神山に風力発電計画があり、反対の署名運動を

している。 

セッションⅡでは、特定課題の発表と協議がされた。 

① 次世代育成の実例と課題 

石川県では「自然体験実行委員会」の県主催の行事

で、小学生、幼稚園生対象に岩場登りや登山を月に一

回助成金で実施。岩手県ではジュニア（小 2～中学生）

登山を行っている。課題は低学年のしつけ。鳥取県で

は、高校生は高体連の枠で山岳協会員として社会貢献

して貰うスタンス。高校生参加の場合などは、新聞な

どの広報を使い「高校生が頑張っている」を記事にし

て貰い励みにしている。 

② 山のトイレについて 

奥多摩の小屋が老朽化でなくなる。それに伴いトイ

レも無くなる。東京都都岳連では自治体、東京都、環

境省に再建を提案している。栃木県から、携帯スコッ

プを携行し、10ｃｍの穴を掘り埋めることの提案があ

った。 

③ 登山道問題について 

新潟県では飯豊連峰、朝日連峰の掘れた道や裸地化

の復元に努力をしている。それを受けて鳥取県から

「大山の裸地整備では種を蒔くのは流され着生しな

いので、苗を植えた。復元まで 30 年掛かった」との

アドバイスがあった。 

④ 希少動植物の保全 

雷鳥は生後 1 か月迄の死亡率が一番多い。北岳でゲ

ージによる保護活動がされた。火打山では雷鳥のエサ

確保の為イネ科除去を行って効果が見えた。東大天井

岳では猿が雷鳥を脅かすため、追っ払い作戦を行って

いる。 

武甲山の視察登山 

石灰岩採掘の反対斜面の杉林のつづら道を登る。山

頂から採掘現場を覗いても全く見えなかった。「視察

登山」は名ばかりかと思ったが、送迎バスで帰る車窓

で、石灰岩工場が住宅近くにあって、周辺の家も車も

真っ白に覆われていた。洗濯物は干せないだろうし、

窓も開けられないだろう。健康被害は無いのだろう

か・・ 

自然保護の集いに参加しての感想 

今までの自然保護総会は、各地の問題点の報告だけ

で尻切れトンボ状態で終わっていたが、今回から、セ

ッションⅡの特定課題の発表と協議で意見交換が出

来るプログラムになった。誰もが一旦マイクを持てば

熱弁となっていた。自然保護に対し意識が高いし普段

から熱心に取り組んでいる事がうかがえた。羨ましい

かぎりだ。 

 

武甲山の山容

(ネットより) 
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６．県東部連絡会合同登山報告 

 

（福山山岳会 村上 真理） 

広島県東部では福山市役所山の会、新市山岳会、福

山山岳会の３団体の持ち回りで合同登山を毎年行っ

ております。２０１８年は新市山岳会の主催で１１月

１８日、府中アルプス縦走を行いました。 

当日は首なし地蔵の大祭が行われておりました。臨

時駐車場も用意されており登山口にはたくさんの参

拝の方がおられました。登山口の府中公園から妙見神

社の銀杏の葉が黄色に色づいているのが見れました。 

登山のコースは府中八幡宮の境内の中から妙見神

社への直登コース。妙見神社は直ぐ上に七尾城という

山城跡が有る場所で府中市内が一望できます。そこか

ら旗立山経由で昼食場所の七つ池（憩いの森・大池ロ

ータリー）まで進みました。昼食後コース最高峰の亀

ヶ岳（５３９．４ｍ）へ行き、龍王山展望台経由で府

中公園まで戻りました。 

参加者は他の山岳会のメンバーとの交流を行い親 

 

睦を深めることが出来ました。登山道は整備されてお

り、眺望の良いポイントも多く手軽に楽しめるコース

です。 

府中公園（09:24）～妙見神社（10:01）～旗立山

（11:11）～七つ池ロータリー（11:29）～亀ヶ岳（13:11）

～府中公園（14:42） 累積高低差（６４０ｍ） 

 

７．日山ＳＣ協 西部地区安全登山指導者研修会報告 

平成 30 年度 日本山岳・スポーツクライミング協会 

安全登山指導者研修会「西部地区」に参加して 

（理事長 豊田 和司） 

趣旨 登山の基礎的な知識や技能について習得する

とともに研究協議を行い、登山初心者を含む一般登

山者の指導者の養成と安全な登山の普及を図る。 

期日 平成 30 年 11 月 17 日（土）～11 月 19 日（月） 

会場 沖縄県 名護市名護岳周辺 

主催 独立行政法人日本スポーツ振興センター 国立

登山研究所、（公社）日本山岳・スポーツクライミ

ング協会 

主管 沖縄県山岳連盟 

第１日目 １１月１７日 

講義①「沖縄やんばるの自然」小野宏治氏（環境省や

んばる自然保護所事務官） 

やんばる（山原）と呼ばれる沖縄本島北部の自然の

特異性について講義。ハブ退治のために 1910 年に

人為的に 17 頭入れたマングースが今や３万頭に増

え在来種を絶滅の危機に追いやっており、その退治

に躍起になっていること。捕獲したマングースのう

ち、100 頭に１頭しかハブを食べていなかったとい

う話が、地球全体が抱える問題の象徴、縮図のよう

に思えた。 

講義②「山歩きのための読図とナヴィゲーション技術」

村越真氏（日本オリエンテーリング協会副会長） 

翌日登山する名護岳の地図で尾根と谷をトレース。

そもそもなぜ、ナヴィゲーション技術が必要かのデ

ィスカッションを実施。 

第２日目 １１月１８日 

実技研修①「地図とナヴィゲーション技術」名護市周

辺 

３班に分かれて、ポイント毎に現在地を特定しなが 
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ら山頂を目指す。地形を判読しやすい地点では、村

越氏が先回りして、その場で効果的なミニ講義をし

ていただいた。 

実技研修②「応急手当と搬送」施設前広場 

三角巾を使用した応急手当てと、ザック等を使用し

たけが人搬送の実践的練習 

第３日目 １１月１９日 

講義③「登山界の現状と問題点」北村憲彦氏（国立登

山研修所） 

「引き返す勇気は要らない。引き返す計画を持て」

遭難時の電話は、まず「山岳遭難です」と言うこと。

その時相手からまず山岳保険加入の有無を聞かれ

るので、「保険加入は必須」など、実際に遭難現場

に遭遇した経験を交えてのお話は迫力があった。 

感想 

たいへん内容の濃い研修会であった。またスタッフ

の沖縄県山岳連盟の皆様にはたいへんお世話にな

りました。会場の受付に到着すると森から「ケンケ

ン」という鳴き声が聞こえるので「あれは何という

鳥ですか？」と聞くと「セミです」「えーっ！」オ

オシマゼミというツクツクボウシの一種で、夏の終

わりに鳴くのだそうです（あの、今１１月なんです

けど…）沖縄では、５月から９月は暑くて登山でき

ないので、その間は沢登りしかしないというのも、

驚きでした。広島からは私と個人会員の和田實夫さ

んの２名が出席しました。（全体ではスタッフ31名、

参加者 26 名、合計 57 名の参加者あり） 

  

  

マングローブ・名護岳・当日配布のお弁当 

 

 
沖縄の風景 

８．岳連短信 

１．寄贈御礼 

三原山の会『筆影』No.464（12月号） 

福山山岳会『会報』H30.12月号 

 

２．12～1月の行事案内 

12/23～24全国高校ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ選手権（埼玉・加須） 

1/6新年互礼登山（宮島） 

1/20県民ハイキング（佐木島・大平山） 

1/26岳連例会山行（臥龍山） 

 

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。寄稿の場合は所属、役職を

記入下さい。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。 

○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。 

○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方

は岳連事務局までメールアドレスをお知らせ下さい。 


