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【第１号議案】 

１．登山者を取り巻く情勢 

中国から世界に新型コロナウイルス感染症が全世界に感染が広まり、現時点で５４６万人

が感染し、３４万４千人の方が死亡しています。日本では１６，５９１人の方が感染し８５

１人の方が死亡しています。４月７日に緊急事態宣言が全国に発出され、国民に対し不要不

急の外出制限を控える「ステイホーム」が要請されました。日常の生活だけではなく東京オ

リンピックをはじめ、国体やインターハイやほとんどのスポーツ大会が中止又は延期になり

ました。 

私たちの登山活動においても感染拡大防止の為に自粛してきました。また春山シーズンの

期間多くの山小屋が営業自粛をされました。富士山についてはこの夏山シーズンの期間登山

道及び山小屋も閉鎖されることが決定されました。５月２４日で緊急事態宣言は全国的に解

除されましたが、今後も感染再拡大を防ぐためにも三密（密閉、密集、密接）の防止を心が

ける行動が要請されています。今後の登山活動についても感染拡大防止を考えながらの活動

が必要です。 

経済においても消費税の増税により国民生活が圧迫されており、働き方改革の中で非正規

労働者の増加や長時間労働の日常化により、現役世代がなかなか登山活動等へ参加できない

状況です。なお今回のコロナウイルス感染拡大により、多くの企業が危機的状況に陥り中小

企業を中心に廃業に追い込まれる事態が増加しています。政府からは給付金や補助金等が支

給されてきていますがまだまだ不十分な状況です。今後の状況によっては益々登山活動が出

来にくい社会状況になりかねません。登山文化を発展していく為にも注視して行かなくては

なりません。 

山岳自然においても温暖化による異常気象と思われる気象災害が増加しており、台風の大

型化や集中豪雨等が多発してきています。リニア新幹線開発による南アルプスの自然破壊の

問題や民間企業によるメガソーラーや風力発電建設等により里山や近郊の山岳自然が破壊

されています。登山道やトイレ、山小屋等の整備は民間や地元まかせになっている現状と観

光資源として山岳景観の保護維持に自然保護等への公的資金の必要性が高まっています。 

国内の山岳遭難については２０１８年の警察庁統計史上最も多く発生しています。（遭難

者数３，１２９人、死者・行方不明者３４２人）また、感染拡大に伴う登山活動自粛期間に

登山を行い、事故を起こして救助要請し救急搬送される事故が発生しました。登山者として

のモラル欠如も指摘されています。労山内では２０１９年の死亡・行方不明が４人とこの１

５年では一番少ない年でありました。 
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２．兵庫労山の発展を目指して 

兵庫労山の組織の現状と課題 
組織現勢２，０５５人（２０２０年１月末現在）で前年比１０人増になっています。しか

し会員の高齢化や現役世代の労働時間の増加や休暇が取れない等の社会情勢がますます厳

しくなっており、現役世代の会活動が困難な状況です。会員数の少ない会が例会活動の実施

維持事態が困難になってきており解散される会が増加傾向にあります。 

なお、今回のコロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言により、登山活動及び集会等の

自粛及び制限されて今期はコロナウイルス感染拡大により六甲全山縦走や登山教育の取り

組みが中止及び延期になりました。しばらくは登山活動をはじめ会活動の取り組みについて

も制限される状況が予想されます。県連盟として各会に対して連絡を密に意見交換を深める

と共に専門部を中心とした各会活動を通じ支援して行きます。 

 

六甲山にトイレを設置する問題について 

５６回総会で補強議案として提案された「六甲山にトイレを設置する問題」について昨年

から各会へこの問題についての意見アンケートを実施し、今後の取り組みを検討してきまし

た。基本的には六甲山を管轄する行政機関にトイレ設置要請を行うこと。兵庫労山だけでは

なく近郊の多くの登山団体や自然保護団体にも呼びかけを行い、行動を共にしていくことを

基本にすること。兵庫県連盟として独自に実施してきた六甲山の登山道の利用状況調査等を

踏まえ、今後の取り組み方の再確認をしてきました。コロナ感染問題で取り組みがストップ

しておりますが、これまでの経緯を総括して仕切り直して活動再開を目指して行きます。 

 

３．事務局 

（１）事務局 

事務局業務は、「常任理事会の円滑な運営」「各会の活動の補助」「常任理事会と各会の意

思疎通を円滑にするパイル役」を実現するための、事務所の運営・備品設備の維持管理・財

政の適切な運用・機関誌による教育、宣伝活動・インターネットの有効活用と情報の伝達管

理に力を入れています。 

又、各会の皆様の活動が活発にスムーズに行えるように努力しています。 

２０２０年度活動方針 

今年度は、待望の若手を事務局に加え若い力が集まって事務所を中心に県連を動かす活動

ができるようにしていきます。 

各会が山行活動を活発に展開し、多くの会員が参加することにより、各会が発展できるよう

支援していきます。 
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【庶 務】 

事務所の利用は、土曜日・日曜日・平日の昼間を除きほぼ満杯の状況です。 

各委員会・専門部が行事や講習会の企画概要活発にできるように、事前に事務所予約を確保

しています。各会の事務所予約は、3 か月前の１日から可能になっています。HP から事務

所予約状況を確認していただき、確認後予約をお願いします。 

各種会議がスムーズに行えるように努力しています。 

２０２０年度活動方針 

事務所内の掃除、備品消耗品の補充、整理整頓等することを目標とします。 

 

【財 政】 

2019 年度は２会の解散がありましたが会費納入人数は昨年に比べ 5 名減におさまり

2,046 名となりました。 

連盟費は予算に対して約 17 万円の微増となりました。諸収入はカメ０３の解散に伴う寄

附金等で大幅に増加致しました、活動剰余金については六甲縦走等の中止で減少しました。

収入全体では予算に対して約１万８千円の増加となりました。単年度決算では約１１万円の

黒字となりました。 

支出面では、コロナ関係で行事が中止となった関係と、各部門の削減に努めた結果おおむ

ね予算内となりました。事務所維持費は仲介手数料及び保証金の支払いで微増となりました。

教育委員会は雪不足と例会中止で大幅な減少となりました。連盟財政健全化の為にも加盟団

体組織調査表にて届け出の会員数での納入をお願い致します。 

2020 年度は今期実績を予算に反映し事前に審議した行事計画に沿った予算としており

ます。財政担当は、担当者の負担を軽減するため、引き続き 2 人体制で行うとともに、密接

に連携して事務処理を正確かつ円滑に処理していきます。 

 

＊連盟費は前納制です、1 期（5～7 月）2 期（8～10 月）3 期（11～1 月） 

4 期（2～4 月）の 4 期に区切って納入して頂いています。 

 尚、全国一律分担金 3600 円は 1 期納入時に納入をお願い致しております。 

郵便局の口座から、県連の郵便口座に振り込む場合は、振込手数料は不要です。通信文

も記載できますので利用されると便利です。 

 

 

（２）機関誌部 

 機関誌「兵庫労山」は、全国連盟、県連盟及び所属各会の活動を伝える役目があるととも

に、労山の理念に基づいた情報発信や、活動への理解を求める役目があります。2019 年度
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は、連盟費の減額に伴う支出削減の一環として、毎月発行から隔月発行となりました。しか

し、編集方針は変わらず、「読まれる機関誌作り」を目指して、隔月一回編集会議を行い、

隔月発行しました。 

表と裏表紙のカラー印刷を維持し、表紙には山岳や仲間の写真、裏表紙には、野鳥と花の

エッセイを交代で掲載しましたが、野鳥の担当者の死去に伴い、毎号花のエッセイの連載と

なっています。 

 内容が行事案内と報告のみにならないよう「記事の充実化」に応えるために、所属各会の

機関誌からの記事転載による会活動の紹介、示唆に富んだ意見の紹介、山岳に関する内外の

ニュースの紹介、また、山岳信仰をテーマにした連載も続けています。 

行事案内、講座募集など、時期、期間が限定されている事項は県連盟のホームページ，メ

ーリングリストを通じて、スピーディーかつタイムリーに発信し、機関誌には活動紹介の視

点から概要を掲載しました。 

活発な活動をしている会、会員数を増やしている会の活動紹介を載せ、その中から、各会

が発展のヒントを得ることを期待し、情報収集に努めました。 

これからも単に「ＰＲ（広報）誌」ではなく、県連盟と各会の縦のつながり、会同士の横

のつながりを深めることを役割とし発行します。また、労山活動を発信していきます。 

 

２０１９年度の活動報告 

１） 毎月の冊子による定期発行とともに、県連盟ホームページからダウンロードできる

PDF 版の２通りで配布、配信しました。PDF 版は表、裏表紙だけではなく、全ペー

ジカラーとし、文中の写真もカラーで、見やすくなりました。 

２） 各会の機関誌を読み、「兵庫労山」に転載し、活動紹介をしました。ユニークなハイ

キング企画を「ハイキング WORLD」で紹介しました。 

２０２０年度の活動方針 

１） 隔月(７月、９月、１１月、１月、３月、５月)に定期発行します。ホームページから

ダウンロードできるＰＤＦ版も継続します。 

２） 発行日 25 日を守るよう努めます。 

３） 山行報告については、これまでの海外登山、アルパインに加え、ハイキングを取り上

げていきます。各会機関誌に掲載されている計画を見て、報告の投稿依頼、または既

に各会機関誌に掲載されている報告の転載をして、活動紹介をしていきます。 

４） 周年を迎える会、活発な活動、優れた活動を展開している会を紹介します。 

５） 他連盟や全国連盟の活動・情報を紹介します。 

６） 各会の機関誌作りに役立つ取り組みを実践します。 

７） インターネット部と連携を密にして、会員に必要な情報をスピーディーかつタイムリ

ーに発信するとともに、互いの利点を活用し、より魅力的な機関誌を配布・発信して

いきます。 

８） 遠隔地にある会への取材・交流を行います。 
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（３）インターネット部 

2019 年度活動報告 

インターネットは連盟の各種情報を、電話や郵送に比較してすばやく一斉に、しかも安

価に伝えることができます。その特徴を活用して各種行事の予定や報告、情報を提供した

り共有するための情報ツールとしてホームページ及びメーリングリストは有効で、そのツ

ールを情報管理する役割をインターネット部は担っています。 

県連の各種情報を内外に発信する部門として、5 名（常任理事 1 名、理事３名、委託１

名） の部員で概ね月 1 回の部会を開催し、下記の活動に取り組みました。 

（１）ホームページ関係について、  

① 県連各専門部・委員会の事業や各種行事等のＰＲについては、常任理事会等で情報

を収集し、内外に発信することで、その広報の一翼を担いました。しかし機関誌

「兵庫労山」の発行が 2 か月に 1 回となり更新回数が減少しました。（昨年の総会

後から本年４月末までの更新回数：１３回） 

② 「初心者のためのホームページ作成講座」については、例年どおり９月の開催で募

集しましたが、新規開設会の応募は無かった為 2019 年度の講座は残念ながら中止

となりました。 

③ 県連各会の公開行事等の情報を掲示する「掲示板」のアップについては追加できま

せんでした。 

④ 兵庫の山仲間のデータの更新について、メーリングリストで各会の情報更新を呼び

かけましたが更新がなされておりません、引き続き更新依頼を呼び掛けます。 

（２）メーリングリストについて 

県連活動や情報が県連各会の会員に即座に伝わる伝達手段であり、県連内部の情報共有

にとっては重要なツールです。これまで利用していた無料メーリングリストが昨年 12 月

でサービス停止となったため、有料メーリングリストを利用してメーリングリストの安定

化を図りました。新しいメーリングリストは登録数で料金が変わるため（現在５００アド

レス制限）、現在は各会 5 アドレスまでで受付していますが、今後は登録数制限を検討し

てゆく必要があります。 

本年４月末で 208 アドレスの登録がありますが、未登録会もあります。登録アド レス

は各会で管理し、新規追加・変更・削除があれば、各会担当者がインターネット部の様式

でメール申請し、適正に管理・運営することとなっています。 

2020 年度活動方針 

（1）ホームページ関係について 
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① 県連の情報・行事の収集を更に積極的に行い内容の充実を図るとともに、リニュー

アルを検討します。 

② ホームページ作成会の管理者等の育成の一助として、ホームページ作成講座を開催

します。（今年度会としての申込みが無い場合は中止を検討） 

③ 機関誌部と連携し、2 か月に 1 回の「兵庫労山」ＰＤＦ版のアップを続けます。 

④ 安全対策委員会と連携し、「事故一報」情報の掲載を継続します。 

⑤ 機関誌発行の間隙月に会員専用ページに行事案内の掲載方法を検討します。 

⑥ HP 専門部枠を活用した専門部・委員会の情報発信を手助する方法を検討します。 

（2）メーリングリストについて 

① 登録アドレスの新規追加・変更・削除、のルールを周知するとともに登録数制限の

変更についても検討して行きます。 

② メーリングリストの活用・整備を進めます。 

（3）その他 

① 兵庫労山の情報を会員以外の若者などへの SNS 等を利用した発信も検討します。 

② 過去のデータや今後の資料の有効活用のため、電子ファイル媒体の記録・保存方法

を検討します。 

 

４．組織委員会 

兵庫労山の組織強化をめざして 

 今年も兵庫県連を長年支えてきた伝統ある春風山岳会と、全国的にも事例のない視覚障害

者の山岳会 HC カメ 03 が解散しました。解散の理由は、会員の拡大が儘ならず、会員の高

齢化により山岳会としての矜持（いつでも仲間を守れるという自尊心）が保てなくなったこ

と。会員の拡大が疎かとなり、会員の仕事が固定化し、会活動と運営において圧迫感・不満

感が噴出してきたことが主たる原因です。 

 県連盟の存在する意義は、むしろ小さな会にとっては遭難・安全対策、各種技能教育など、

自分の会だけでは対応できない部分で、多くのメリットを享受できるはずなのですが何とも

残念です。 

さらには連盟との繋がりが疎遠化している会が、現時点どんどんと増えつつあり、今後解

散離脱する傾向が顕れる可能性は否めません。組織委員会としては、今後どのように考えて

行動すれば解散退会の流れを食止められるか、県連労山活動としての存在価値の認識、全体

としての大きな意味での仲間意識をいかに広められるかが問われています。視覚障碍者の山

行を長年支えてきたのも、ボランティアとして会の枠を越えた山を愛する多くの我々の仲間
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の存在でした。 

たとえ大規模な会であっても将来の存続と発展のため、今後、若い新入会員を如何にして

増やしてゆけるかが問われており、その方法として、若い人のニーズにあう何か新しい取組

みが求められています。組織委員会としては、遠方の会の疎外感の払拭も含めて、今後何ら

かの繋がりを強化する方法を模索して行く必要があると考えます。さらには、将来世代への

素敵なプレゼントとして、六甲のトイレ問題の取組みを粛々と進めてゆくことも重要である

と考えます。 

 

２０１９年度活動報告 

組織委員会としては毎月 1 回集会を行い、県連加盟の各山岳会の組織強化と発展に資す

る活動の支援検討、委員会メンバーにおける各種情報の共有と意見交換を行った。その結

果として、神戸地域、阪神地域における山岳会の交流会議においては、全国連盟が実施し

た基礎データ分析を引用する。播磨地域山岳会においては講演会を中心とした交流集会と

する。小規模ハイキングクラブの交流バスハイクは「県外山岳会との山での交流」を新な

テーマとして実施するとした。以下にその概要を示す。 

 

（１）地域別交流会議の実施内容 

神戸地域、阪神地域（大型会）、阪神地域（小型会）の山岳会の交流会議では、毎年異な

ったテーマを決めて討議しているが、本年度の交流会議は日本勤労者山岳連盟が取りまとめ

たアンケート調査結果「登山者と山、登山者と山岳会に関するアンケート調査」を参考資料

とし、その概要を踏まえて、今の若い人たちの意識、会運営の問題点、会のメリット、会員

拡大の取り組みなどを話し合った。その結果、特に会員拡大に効果的な方法としては、ター

ゲットのニーズを的確に把握して絞り込み、これを踏まえて戦略を立てることが重要なポイ

ントであること。さらには、今の会の雰囲気を盛り上げて、会員が辞めない工夫を怠らない

こと等の貴重な意見が得られた。 

 

（交流会議の実施状況） 

１）神戸地域総合山岳会等交流会議･･･10 月 25 日 19：00～21：00 神戸勤労会館で

実施 

参加会；東灘労山（1 名）、垂水労山（1 名）、神戸中央（1 人）、摩耶山友会（2

人）、神戸カタツムリ（4 人）、神戸労山（1 人）、神戸みなと労山（1 人）計 7 会、

11 名参加  組織委員会（4 人） 

 

２）阪神地域大型会交流会議の開催･･･11 月 15 日 19：00～21：00 西宮勤労会館で
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実施 

参加会；西宮山岳会（3 人）、武庫労山（2 人）、西宮明昭（4 人）、山の会かじか（２

人）、アルペン芦山（2 人）、尼崎 HC（2 人）、計 6 会、15 名参加  組織委員会（4

人） 

３）阪神地域小規模会の交流会議・・11 月 29 日 19：00～21：00 小田北生涯学習プ

ラザで実施  

参加会；北摂山の会（2 人）、伊丹労山（2 人）、やまぼうし（1 人）、西宮北口労山

（1 人）、ホワイトピーク（1 人）、宝塚山の会（1 人）、尼崎山の会（1 人）、山の会

ささやま（１人）、計 8 会、10 名参加、組織委員会（4 人） 

 

（２）小規模ハイキングクラブの交流バスハイク実施状況 

本年度の小規模ハイキングクラブ交流バスハイクは、徳島県連盟山岳会の協力を得て、眉

山山頂での交流会を実施した。小規模ハイキングクラブの各会と会員同士の交流に加え、県

境を越えた山仲間との新たな交流の絆が構築されて、それぞれの会の維持活性化にはよい影

響が生じたものと考えている。参加者からは「山頂でお茶を飲みながら、オカリナ演奏、山

の歌の合唱等、盛りだくさんの企画で、山仲間っていいなあと感動した」という声もあった。 

しかしながら今回は,HC カメ 03（脱会）とそのサポーターのいつもの顔ぶれの姿がなか

ったことは、なんとも寂しい限りである。サポーターは会の枠を越えて、山仲間としての横

の繋がりを構築してくれていただけに、この関係が無くなる事も返す返す残念です。 

 

（交流バスハイクの実施状況） 

実施日；2019 年 11 月 10 日 徳島県；「眉山・弁天山登山と徳島労山との交流会」 

参加会；神戸 HC（5 人）、レディーﾊﾞｰﾄﾞ（4 人）、北須磨山の会（4 人）、垂水 HC（4

人）、神戸 H＆HC（2 人）、その他協力（15 人）、組織委員会（3 人） 合計 37 人 

大型バスの乗車定員に若干の余裕ができ、他会にも呼び掛けて協力を得、何とか赤

字にはならずに済んだ。 

 

（３）播磨地域山岳会の交流集会 

 毎年一回の交流を目標に山登り、レスキュー講習会、ヒマラヤなど海外登山の報告会など

を開催して交流を深めてきた。昨年度は準備不足で開けなかったので、二年振りの開催とな

る。 

 今回は「ヒマラヤの 8000ｍ峰 3 座を 1 シーズンで登頂」の偉業を成し遂げた甲山労山

の山本美雪さんの講演を１時間 30 分、休憩を挟み女性委員会の「山筋ゴーゴー体操の指

導」を 30 分で実施した。 
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（交流会議の実施状況） 

実施日；2020 年 2 月 8 日  会場；東播磨生活創造センター「かこむ」 

対象会；明石山の会（8 人）、HC はりま（19 人）、高御位山遊会（39 人）、はりま山

岳会（1 人）、神戸地区（14 人）、スタッフ（10 人） 合計 91 人 

コロナウイルスの発症が危惧される中、定員 90 人の会場に 91 人の参加があり大盛

況であった。播磨地域は兵庫県の東端部遠隔地にあり、距離的なハンディキャップに甘

んじている。今回の交流集会が開催でき大勢の仲間が集まったことで、兵庫県連盟全体

を構成する組織としての繋がりの強化が図れた。今後も毎年続けてゆく必要がある。 

 

２０２０年度活動方針 

（１） 地域別の交流活動の継続的推進 

神戸地域、阪神地域、播磨地域での交流会議や交流バスハイク、交流集会を、来年度

も継続して取組んでいく。これらの取組みの中で、各会間の貴重な意見や経験の情報

交換は、各会活動の発展に大いに寄与していると考えており、来年度もさらに充実し

た中身の濃い意見交換の場となり、各会の活動に活かせる内容となるよう地域別交流

会を企画する。 

また、交流会議の雰囲気を変える工夫として、阪神地区小型会に関しては、いつも

の会議室で行うのではなく、郊外の宿泊施設（こぶしの里）を利用したサミットを企

画する。 

交流バスハイクに関しては、今までの対象山岳会の枠を重視するが、参加人数の減

少や高齢化を踏まえて、より多くの会の協力の下で実施の継続を模索する。また、ハ

イキングに限らない交流集会、他府県労山との楽しい思い出に残る交流を模索する。 

（２）遠隔地の会「但馬労山との交流ハイク」の実施 

前年度４月 29 日から 30 日、新緑の氷ノ山に上ろうと声をかけて、遠隔地の会但

馬労山との交流ハイクの実施が、コロナウイルスの拡散防止で、延期することとなっ

た。来年度コロナウイルスが終息すれば早速実施する予定である。 

 

（３）県連全体として取組む「六甲の登山道に公共トイレを設置してもらう運動」に関して 

コロナウイルスの影響で一時中断状況であるが、この時期だからこそ我々として何

ができるのかを今考える必要がある。関係機関との打ち合わせは時期早尚の感が否め

ないが、コロナが解禁されれば、どっと六甲山にハイカーが訪れる。そうなると今度

はマダニの被害続出である。 

この時期我々に出来ることは、まず①各会の六甲問題協議要請に基づく署名活動の
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実施です。この署名活動に関しては、一人一人に一言コメントを記載してもらう。例

として、六甲が大好き、女性が安心して行ける山に、六甲にぜひトイレを等々思いが

伝わる署名です。2500 人分集めたい。②全国連盟の機関誌への投稿で、全国の山の

トイレ問題の記録を収集する。③コロナウイルスが一段落した際に各山岳機関とどの

ように連帯を組むか、また、役所関係部署との交渉をどのような形でアタックするか

を決めてゆく必要がある。 

 

（４）他府県連盟との交流 

来年度の他府県連盟との交流は山のトイレ問題をテーマに積極的に交流したい。こ

のためネットを生かした情報交換や人と人の交流を推進する。 

 

（５）若手会員の交流活動への支援 

若い労山会員の交流の場となっている通称「ぺミカン」の自主的な活動が発展でき

るように、「ぺミカン」の若手会員の意見を聞きながら取組みを進めます。 

そして、いつも行くゲレンデにトイレはあるのかという問題も重要です。 

県の枠を越えた近隣各県との交流に関して組織委員会として来年度も支援します。 

 

 

５．教育委員会 

今期の教育委員会は従来のハイキング教育部・気象教育部・無線教育部と新たに発足した

登山教育部の４部会でスタートしました。 

 教育委員会は各部会とのパイプ役として効率的な教育体制の構築にあります。しかし今期

は各部会が協力し合って取り組む登山学校など開催することができず各部内部だけの取り

組みに終わりました。また今期をもって無線の有資格者の普及に努めてきた無線教育部はス

マホなどの通信環境が整ってきた関係もあり、活動を終了することになりました。 

来期は３部会体制で、より一層各部会との協力・連携を進め、教育体制を発展させて行き

ます。 

 

（1）登山教育部 

今年度より登山学校部と登攀教育部が統合して登山技術の普及と、安全登山の実践を通し

て兵庫労山のレベルアップを目指すと共に、一般登山者への登山技術全般の普及を目的とし

て活動しています。 

また、兵庫労山会員向けには雪稜登攀のリーダー養成の為の技術講習やクライミング交
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流会を開催し各会と交流し、技術の向上を普及するよう取り組んでいます。 

・2019 年度活動報告 

  【クライミング交流会】 

   当初、全国連盟でクライミングの技術交流会の内容を参加者に伝達する予定でしたが、

スケジュールが合わず、自己脱出を中心に講習を行う。次回は内容を含め交流会の開

催内容を検討する予定。 

  【大山北壁・錬成山行】 

   会員参加者 18 名 が参加予定でしたが、あいにくの雪不足で比良・大山での 

   雪稜技術講習会の開催が不可能と判断し今年は見送りました。 

  【初級アルパインクライミングスクール】 

   2019 年秋に開催予定でしたが、準備不足の為、次年度に繰り越しました。 

   各会で集まり、支点構築の統一と名称を『初級マルチピッチクライミング教室』へと

名称を変更し講習内容を詰めている段階です。 

  【道畦谷の岩場】 

   今年度は岩場の整備は行っていません。 

  【登山教育部会の開催】 

   登山教育部の部会は 2 か月に 1 回、年 6 回開催しました。 

  【初級クライミングスクール】 

   一般 4 名 会員 6 名の 10 名で開催をスタートしたが、一般参加者が 3 名辞退した

ため現状 7 名でスクールを開催している。昨年講師が少なくより安全に行うため今

年は講師も増やし役割も明確にして取り組みました。 

 

・2020 年度活動方針 

 ①『初級マルチピッチクライミング教室』を会員向けに案内し開催します。 

  ②『雪稜技術講習会・錬成山行』を開催します。 

  ③『初級クライミングスクール 2021』一般募集を含め 2 月～3 月にかけて 

    開催します。 

  ④各会の登山技術の講座、教室の要望については、講師派遣で応じます。 

 ⑤『道畦谷の岩場』の維持管理に努めます。 

  ⑥ 全国連盟主催の『労山登山学校交流会』に数名派遣します。  

⑦登山教育部の部会を定期的に開催し、部会への参加を呼びかけます。 

 

（２）ハイキング教育部 
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ハイキング教育部は、ハイキング志向者に対する「登山技術の向上・安全確保・ハイキ

ングの多様性」を目標に掲げて教育活動を行っている。「ハイキングリーダー講座」「山

登りの基礎講座」「中級ハイキングセミナー」と講座名は変更したものの、一貫してハイ

キングのリーダー養成、および、これから本格的な山登りを目指す人々に対する基礎教育

を中心とした講座を開設してきた。また、さらなるスキルアップを目指す人のための「地

図コンパス講座」「カシミール講座」「雪山ハイキング講座」なども併設し、会員外の方

も含め広く登山基礎技術の普及を目指しします。 

  

・２０１９年度活動報告 

①中級ハイキング講座 

受講生１２名で開講。前年度の開講中止を受けて、講座内容・講座期間などの見直しを

おこなった結果、期間を短縮し、講義内容も新たなものを大幅に加え、座学はすべてパワ

ーポイントによるスライド映写で行うなど、内容を一新することができた。座学は３回、

実技を５回実施した。 

②地図・コンパス講座 

受講生１１名で開講。昨年より講座内容を一新した結果、受講生のスキルは年々高く

なって、現在地確認がかなりの程度できるようになった。（座学３回・実技２回・修了

山行１回） 

③カシミール＆ジオグラフィカ講座 

受講生５名で開講。朝から夕方まで丸１日の座学を２日間実施した。地図ソフト「カ

シミール３Ｄ」の活用講座、および、スマホＧＰＳアプリ「ジオグラフィカ」の使い方

講座の二つ。 

④雪山ハイキング講座 

  受講希望１名のみのため、開講中止。 

⑤上級地図読みハイク 

受講生９名で実施。「地図コンパス講座」の受講生からの、年に一度くらいは地図読

みに特化した山行をしたいという要望を受けて、昨年より企画したものである。応募資

格は地図コンパス講座修了生のみとし、ワンランク上の地図読みスキル定着を目指す。 

⑥全国ハイキング学校 

 ９月に東京都府中市で開かれた「全国ハイキング学校」に２名派遣。 

⑦近畿ブロック搬出講習ハイキング部門 

 ４月５日に滋賀県大津市で開催予定の搬出講習会に４名派遣予定のところ、中止。 

⑧その他 

部員のスキルアップ目的で、錬成山行（とちのき村 雪崩ビーコン訓練／蓬莱峡ロー
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プワーク訓練）を実施。また、山での応急手当・新春ロードレースに要員を派遣し

た。 

 

・２０２０年度活動方針 

より安全な山行を行うための「知識や技術」の習得を目指し、労山会員・一般の登山者

を対象にした以下の講座等に取り組む。 

「中級ハイキング講座」……自立したハイキングリーダーの育成を目指す。 

「地図コンパス講座」……地図読みの基本を学び、技術を身につける。 

「カシミール＆ジオグラフィカ講座」……ＰＣやスマホの山での有効活用を目指す。 

「雪山ハイキング講座」……雪山の基礎を経験してハイキングの領域を広げる。 

「上級地図読みハイク」……地図コンパス講座修了生の一層のスキルアップをはかる。 

スタッフが不足している現状を打開するために、部員の獲得（理事・嘱託）に積極的

に取り組む。そのほか、ハイキング教育部員（候補者を含む）を対象にした練成山行・

勉強会などを実施する。また、各県連行事等に必要に応じて要員を派遣する。 

「中級ハイキング講座」「地図コンパス講座」では、受講修了者を補助スタッフとし

て実技講座に参加してもらい後輩の指導に当たる試み（補助スタッフ制度）を本年度も

継続して行う。 

 

（３）気象教育部 

気象教育部の活動は、登山やハイキングで【気象が影響したと思われる遭難を無くすこと】

を目指しています。登山前に予想した天気と本番の天気とのずれを高層天気図・観天望気な

どを使い早めに悪天の兆候はないか？を判断できる登山者を育成することが目的です。 

講座で学び、所属会に帰って会員に気象知識を広め、役立てられることを願っています。 

 

・２０１９年度活動報告 

①「第１８回・気象講座」の実施＝２０１９年５月２９日～１１月１０日迄。５回の講座

（一泊二日を含めて６日間の講座）を行いました。昨年から【山に役立つ気象講座】と

名称を変え“週間の予報”に重点を置いた内容に特化しました。また、受講日を９日間

から６日間に短縮し、できるだけ短期で習得できるよう配慮しました。受講生は、昨

年（２３人）より１１３%増の２６人でした。垂水労山から 8 人、摩耶山友会から 4

人と多くの受講生を派遣願いましたが、修了は５０％と振るいませんでした。講師は

気象予報士を含む、気象教育部員が担当しました。出席率８３％以上（1 回欠席以内）

の受講生１０人に修了証書を渡しました。自分の会に戻って、気象知識を広められる
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ことを願っています。 

②「ラジオを聞いて、地上天気図を描く講座」 

１昨年前から取りやめました。２０１４年３月３１日より、ＮＨＫラジオの「気象

通報の時間」が一日一回の放送に縮小されて以来、毎年受講申込者が減少し続け、イ

ンターネット・スマホの普及により役目が終わった、と考えます。 

③「４年目・実践気象講座」の実施 

気象の知識をもって「山行を実践する」には天気図のどこに注目することが大切か

その時期の天気図を使って具体的に掘り下げて学びます。上記の気象講座の知識をも

ったかた向けとなります。 

本年は、コロナウィルス対策で、3 月・4 月は中止し年間 5 回実施、延べ８２人参

加。１回の講座あたり約 17 人の参加が有りました。１回毎に完結する講座、と言う

「手軽さ」と気象予報士の話が聞ける、と言う「魅力」が有ります。一般の受講生も増

える傾向なので、受講し易い日時・内容など改良を加え来期もこの講座を継続します。 

 

・２０２０年度活動方針  

①「山に役立つ気象講座」を開く。 

講座の名前を、昨年から「山に役立つ気象講座」に変更しました。【山へ行きたいか

ら気象を勉強する】という基本姿勢を深めて、週間予想手法の修得に重点を置いてい

ます。（水曜日実施） 

第１回:５月２７日「地上天気図・雲の種類解説」、第２回：６月２４日「大気の仕組み・

観天望気実技」、第３回：９月２３日「高層天気図の基礎・応用」、第４回：１０月２１

「週間予想図Ⅰ、第５回:１１月７日、８日（一泊二日）「週間予想図Ⅱ・観天望気・マ

トメ」を計画します。 

修了基準に合致した方には、その方の受講状況などをユーモラスに紹介し修了証を

発行します。 

②「実践気象講座」を開く。 

今年で４年目を迎える講座。担当の講師は、京都労山所属 川邉昭治気象予報士。（元

気象予報管）一回毎に完結する講義形式を採るので、忙しい方でも単発的に参加するこ

とで、受講の成果が得られます。２０２０年６月、７月、１０月、１１月、１２月、２

０２１年２月、３月の、年間７回講座を開きます。受講の便を考慮して第２週の月曜を

基本としています。    

 

（４）無線教育部 
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無線教育部の活動は、アマチュア無線受験講座、アマチュア無線運用講座などの講習会の

みならず、年が明けて直ぐに開催される武庫川新春ロードレースの業務無線連絡サポート、

３月の六甲全山縦走の業務連絡サポートと多岐に亘っています。 

従来アマチュア無線機を用いて連絡していたものをデジタル簡易業務無線機に換えて、業

務上の情報交換を行うことは電波法規遵守の上で正当で画期的なものです。 

２０１０年９月の無線教育部創設以来「携帯電話との使い分けをした正しい無線運用の普

及とアマチュア無線従事者の養成及び安全登山に資すこと」を目標に活動を行ってきました

が、携帯電話・スマホ等の通信環境の整備が充実したことにより、無線にたいする要求が衰

退し、無線関連の講座等が開講できない状態になっています。 このことを鑑み、今期をも

って無線教育部の活動を終了することにしました。 

９年間、ご支援ご協力をいただきました皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

 ・２０１９年度活動報告 

①２０１９年４月「第９回」アマチュア無線春期運用講座開講。受講生は６名。 

机上講習会１回、実技は２回。講習日程を、これまでの半分にして受講生の拘束負

担を軽減しました。代わりに内容の密度を高めて充実した講習会に仕上がっています。 

②２０１９年９月デジタル簡易業務無線運用講座、開講できませんでした。 

受講希望者は居られましたが定員に満たず、開講はありませんでした。資格不要の

アイテムのため、オペレーションに重きを置かない意図を感じましたが、それはそれ

で頼もしく思いました。 

  ③２０１９年１０月第１０回アマチュア無線受験講座開講、開講できませんでした。 

   受講申し込み皆無のため、開講できませんでした。 

  

長年の歴史のある無線教育部主催の受験講座も、最近は最短で確実に合格に導くテキスト

が多数発行されています。アマチュア無線に代わり、デジタル簡易業務無線機、スマートフ

ォンなど、情報伝達のアイテムが高度成長を遂げた事で画期的な情報時代の到来です。 

無線教育部の活動は終了しますが、今後は個人若しくは会単位で兵庫労山の活動に協力し

ていきたいと思います。 

長い間無線教育部を可愛がってくださり有り難うございました。 

  

６．安全対策委員会 
 安全対策委員会は兵庫労山から事故を無くす活動が大きなテーマです。そして①各会遭難

対策委員会を総括し、指導する役割や、②各会遭難対策委員会から提出された山行計画書を

検討する役目も負っています。 
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 また山行から事故を無くす目的を達成する為に教育委員会はじめ他の委員会・専門部との

協力が必要です。 

  

 ２０１9 年度は 40 件の事故一報（前年度 37 件、前年度比 108％）と 7 件のヒヤリハ

ットなどの情報が寄せられました。 

 ２０１６年度から３年連続発生していた死亡事故は有りませんでしたが、ハイキングは前

年比 130％、クライミングが 175％と増加しています。ハイキングでは 65 歳以上の方の

事故者が 76.4％を占め、大半がバランスを崩し転倒したのが原因になっています。クライ

ミングについては全て近郊のフリークライミング中の事故でした。 

 ヒヤリハットの 7 件は、岩の落下やロープのすっぽ抜け、ロープの回収不能、靴底が剥

がれるなど、事故には至りませんでしたが間違えれば事故につながる内容もあり、情報を共

有し事故防止に努める必要が有ります。 

その為には安全対策委員会の体制強化・メンバーの充実など具体的な対策が必要です。 

 現在になっている役割として 

・事故一報、ヒヤリハット一報を受け、各会の遭難（安全）対策責任者に情報を伝達し共有

を図る。 

・各会の遭難（安全）対策委員会の協力を得ながら安全登山の推進。 

（山行計画書は事故防止の事前対策として有用なアイテムと云われています。その為、山行

計画書のチェックは重要です。危険度の高い山行『積雪期登山、岩登り、沢登り（近畿以遠）』

については、山行計画書を県連安全対策委員会へ提出をお願いします。） 

 

また、マダニに咬まれた報告(6 月と 7 月)も 2 件ありました。マダニは、全国の草むら、

やぶ、森林などに生息しています。一年を通して活動をしていますが、気温が 15 度以上に

なる 4 月～10 月に活動が盛んになります。野外活動等でダニの生息している場所に入ると

噛まれる可能性があるので、ダニに噛まれないための対策が必要です。別紙資料参照 

手足など肌を露出しない。出来るだけ藪や叢に入らない。そして帰宅したら、服は直ぐに着

替えましょう。そして直ぐに入浴し咬まれていないかチェックをしましょう。 

マダニに咬まれて症状が出るまで 6 日から 2 週間程度とされています。早めに見つける事

が症状を抑えられます。 

 

２０１９年度活動報告 

①各会安全対策委員会との交流 

２０１９年度は神戸勤労者山岳会とは交流が出来ましたが、他の会からも依頼が有り

ましたが責任者の急病の為延期しました。引き続き各会への交流を進めます 
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②季節ごとの山行計画連絡会の実施及び反省会の検討 

夏山連絡会(7 月 18 日)、冬山連絡会（12 月 13 日）を実施、春山連絡会については

新型コロナの関係でメールで概要書を受け取りましたが、非常事態宣言が出され山行が

中止になりました。 

③新しい試みとして夏山登山を終えて『安全登山を考える・各会安全対策責任者会議』を

10 月 3 日に開催 

④事故防止のための事故一報、ヒヤリハットの情報共有および分析 

⑤『山での応急手当』（７月６日）を女性委員会と共催(参加者 82 名、スタッフ 27 名) 

 

２０２０年度活動方針 

安全対策委員会の活動の見直しを検討。 

①各会安全対策委員会との交流 

②季節ごとの山行計画連絡会の実施及び反省会の検討 

③事故防止のための事故一報、ヒヤリハットの情報共有および分析など 

④過去の事故教訓を活かす方法の検討 

⑤『山での応急手当』は新型コロナの関係で取り組みに影響が出る為に中止します。 

⑥事故を無くす為の教育活動に力を入れます。 

 

（１）救助隊 

2019 年度活動報告 

 2019 年度第 14 期 1 年目の救助隊活動を運営委員 15 名の新体制下で、登録隊員 18

名にご協力頂き取り組んで参りました。 

2019 年度は救助技術交流集会や山岳レスキュー講習会等、積極的に若手運営員を派遣

し、最新の救助技術や情報を習得、運営員への水平展開に務めました。 

活動方針はほぼ予定通りに実施できましたが、各講習会での反省点を踏まえて次年度に行

かしていきたいと思います。 

年月日 活動内容等 場所・参加者数等 

2019 年 4 月 7 日 近畿ブロック搬出技術講習会 百丈岩 

5 月 19 日 セルフレスキュー講習会 神戸登山研修所 23

名 

5 月 25 日～26 日 全国救助技術交流集会 新潟県発田市 2 名 

7 月 7 日 沢搬出訓練 逢山峡 15 名 

9 月 7 日、8 日 無雪期山岳レスキュー講習会 富山県立山 2 名 
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10 月 26 日～27 日 錬成山行 御在所 20 名 

11 月 10 日 岩搬出訓練 百丈岩 21 名 

2020 年 1 月 25 日～26 日 雪上搬出訓練 雪不足により中止 

2019 年 7 月～2020 年 5 月 運営委員会開催 1 回～4 回 累計 36 名 

 

2020 年活動方針 

年月日 活動内容 場所等 

2020 年 4 月 5 日 近畿ブロック搬出技術講習会 新型コロナの影響で中止 

5 月～9 月（調整中） セルフレスキュー講習会 神戸登山研修所 

7 月～ 沢搬出訓練 逢山峡 

10 月～ 錬成山行 未定 

11 月～ 岩搬出訓練 百丈岩 

2021 年 1 月 30 日～31 日 雪上搬出訓練 未定 

4 月 4 日 近畿ブロック搬出技術講習会 百丈岩 

 2020年度はコロナショックの影響で今後の救助隊活動が滞る可能性が予想されますが、

昨年度同様、安全に留意した講習会開催、有事の際の救助体制、労山各山岳会への講師派遣

など、引き続き救助隊活動を維持出来るように努力していきます。 

 

７. 女性委員会 

女性委員会では、取り組みの中で、登山や会議を通してそれらの経験や情報を共有し、講

座や学習会を開き、登山技術の向上や自立した登山を深めようと活動をしています。 

「第12回女性の為の山登り講座」はコロナの影響で、3月の取り組みを5月に延期し取

りくんでいく予定でありましたが、コロナの収束には間に合わず中止となりました。受講

予定者には引き続き次回の講座の受講での確認をしています。今期に取り組めなかったの

は残念ですが、通年は、この講座を受講した数人が各会に入会し、女性委員のメンバーの

追加もあり，委員会でテキストの見直しや打ち合せで学習したことを来期に活かしていき

たいと思います。 

12月に取り組んだ近畿ブロック主催の『山筋サポーター講習会』は女性委員会を中心に

取り組み、8名の若いサポーターが生まれました。各会でも、高齢化に伴う筋力の問題が意

識されてきているなか、今期は新しいサポーターと共に山筋ゴーゴー体操を普及していきま

す。 

 各会との繋がりを広めるためにも女性委員のメンバーの増員を図っていきます。 

 

2019年度の活動報告 
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①第12回「女性の為の山登り講座」を開催予定がコロナの影響により中止 

②「山での応急手当て」を安全対策委員会とハイキング部共同で開催 7月 6日(土) 

参加者82名、スタッフ26名 

アルペン芦山に応急手当の講習会に女性委員会から3名安全対策委員から1名派遣10月

6日 

③「山筋ゴーゴー体操」の普及 

近畿ブロックの「山筋ゴーゴー体操サポーター養成講座」開催 19名受講(兵庫８名) 

事前学習会を2回行い、8名の新しいサポーターが生まれた。 

神戸中央山の会『山筋ゴーゴー体操学習会』にスタッフ2名派遣9月1日 

やまぼうしの総会後『山筋ゴーゴー体操学習会』にスタッフ2名派遣12月1日 

播磨地区交流会で、山本美雪さん講演会後、山筋ゴーゴー体操学習会にスタッフ派遣2

月8日 

④交流山行 

近畿ブロック女性委員会に、全国女性集会の打ち合わせを兼ねて紀見峠でBBQ10月

５日 

県連女性委員会の交流山行はコロナ感染拡大により中止 

⑤全国女性交流集会10月26日(土)〜27日(日)和歌山で開催１１２名参加 (兵庫12名参

加) 

兵庫は実行委員会に8名を出して、集会を支えた。 

山本美雪さんの8000m峰三座登頂にむけて、女性委員から登山における女性の課

題、ペミカンから若い世代と山を楽しむために、3題のレポート提出。山本さんの発言

報告で努力すれば自分が目標とする山に行ける、思いがあればチャレンジ出来ると多

くの参加者にメッセージを残しました。若いメンバーの繋がりが広がりました。 

 

2020年度の活動方針 

①第12回「女性の為の山登り講座」を開催。 

②7月４日(土)「山での応急手当て」は中止になりましたが、内容は次回に引き継ぎ、山で

の応急手当実行委員会に参加。 

③「山筋ゴーゴー体操」の普及  

④交流山行 （前期予定の日和佐をリベンジ） 

⑤近畿ブロック女性委員会との交流、 近畿ブロック搬出訓練講習会に協力します。 

⑥各会との繋がりを広めるためにも女性委員のメンバーの増員に努める。 
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８．障がい者ハイキング委員会 

兵庫労山では、40 年以上にわたり障がい者の人々と、自然を楽しみ登山・ハイキングの

活動に支援してきました。ハイキングクラブカメ・０３が昨年解散いたしました。以後は活

動が停止しています。多くの方から感謝の言葉を頂いております。 

県連加盟の会で積極的に、障がい者と交流を深めている会もあります。 

今後は、他府県連とも連携を取りながら、障がい者登山を模索していきます。 

兵庫労山のサポート隊も高齢化してきておりますが、幅広い年齢層の支援をいただきながら、

前に進めていきます。 

 

９．自然保護委員会 

自然保護委員会は、登山者の立場から山と自然を守る活動を続けています。今年度も清掃

登山（クリーンハイク）、労山の森づくり、草原再生活動等など多くの活動を実施していま

す。 

２０１９年度の活動報告  

① 兵庫の山からゴミを一掃する運動（1978 年より実施） 

本年度も 6/2,9/1,10/6,12/1,2/2,の 5 回の統一清掃を実施しました。6 月の全国一

斉クリーンハイク・統一集会は六甲記念碑台にて環境省寺内自然保護官を来賓に迎え実

施しました。参加会 24・参加者 289 名収集ゴミ総量 61kg 近年,登山道のゴミは殆ど

なく、登山道に接する車道に捨てられたゴミの収集が活動の中心になっています。 

② 労山の森つくり 

住吉川上流の水車小屋跡地の労山の森つくりで 7/6=34 名 11/16－15 名の２回の下

草刈を実施しました。本年度も草刈機使用の損害保険代理店協会の方と小水力を実現す

る会の参加を頂き、委員会では毎月、草刈・薬剤散布・倒木処理・ガラ搬出等の整備を

実施しました。 

この労山の森を一般ハイキング道として広く親しまれるように整備していきたいと思い

ます。 

③ 東お多福山草原保全再生活動 <ススキ草原の再生を目指して> 

本年度も 7/17 から 7 回(2/29 中止)のザサ刈りを実施しました、兵庫労山では西宮明

昭山の会が中心の参加ですが、他の団体(労山以外)の参加も含めて毎回 3～40 名で活動

しています。 

④ 水質検査（10/1～10/17） 

本年度も武庫川・西山谷川・芦屋川・奥山川・仁川・夙川・船坂川・逆瀬川・生田川・
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新生田川・宇治川の主要な川 11 箇所で行いました。特に異常はありませんでした。 

⑤ 放射線量測定 

東日本大震災・原子力発電事故から 9 年を経過しても未だ被災地では住民が帰還できな

い地域があります。今年度も各会にて放射線量を(大峰山系稲村ケ岳・蘇武岳・他）測定、

0.03～0.06μSv(マイクロシーベルト)の間で特に問題ない数値です。 

⑥ 全国労山・近畿ブロック、その他自然保護活動への参加 

・7/6～7/7 全国労山自然保護講座に参加「大規模開発に依る山岳自然破壊を探る」場

所：徳島県名西郡神山町にて 徳島県那賀町の風力発電、リニア新幹線に係る｢静岡大

井川の水資源減少問題、 

 千葉県鴨川市の｢メガソーラ基地建設反対運動など。 

・11/16～11/17 全国自然保護担当者会議「南アルプスの魅力とリニア問題について」

兵庫不参加。 

 ・11 月に近畿ブロック自然保護委員会交流ハイクで友が島を予定していましたが、雨に

より中止となりました、次年度にまた予定しています。 

 ・3/14～3/15 自然観察指導者研修会 姫路市夢前町 「明神山 次世代に伝えたい兵庫

の自然」２名参加しました。 

  

２０２０年度の活動方針 

① 「兵庫の山からゴミを一掃する運動」 

各地域とも登山道のゴミは殆どなく、登山道に接する車道に捨てられたゴミの収集にな

ります。 

年 6 回の統一行動日を設定し実施します。各会の参加者・ごみの量などは、翌月の機関

誌「兵庫労山」に投稿します。 

② 労山の森つくり 

年 2 回の一斉下草刈りのほか毎月、委員会が中心になり整備実施します。 

③ 東お多福山草原再生保全活動   

活動が開始されて 12 年を経過しました。今ではすっかりススキ草原になりましたが。

この活動を続けていきます。 

④ 水質検査 次年度も 10 月実施し継続して河川の管理をしていきます。 

⑤ 放射線量測定 

次年度は特定の地域の測定は予定していませんが、線量計は各会へも貸出ししますので

ご利用ください。 

⑥ 全国・近畿ブロックへの自然保護活動ほか  

全国連盟・近畿ブロックはもちろん他の会との情報交換や、共同の活動の場も増やして
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いきます。 

待望の一軒茶屋には待望のトイレが設置工事中です。六甲にはまだ必要な場所がありま

す。 

今後の常任理事会の方針に沿って運動していきます。 

⑦ 自然観察活動 

委員会では自然を守る立場としての観察活動を続けていきます。今年は兵庫県生物多様

性保全プロジェクトに認定された「あびき湿原観察会」を 6/13(予定)に実施します。 

 

 

１０．ヤングメンバーズ委員会 

ヤングメンバーズミーティング委員会は２０１２年に兵庫県連に所属する各山岳会の若

手会員の組織横断的な情報交換や交流を目的として発足し、初期メンバーが集まって県連事

務所でペミカンを作ったことで愛称をペミカンと名付けて活動を続けています。 

 

 ２０１９年度の活動報告 

 ペミカン ML には現在５０名が登録して頂いています。２０１９年度も主にはクライミ

ング例会を中心とした活動を行ってきましたが、京都府連青年部との大文字山整備や日本女

性として初めて１シーズンに８０００ｍを３座登頂された山本深雪さんを交えての交流ハ

イク、秋に小川山で開催された若手クライミング講習会にペミカンメンバー２名で参加し、

和歌山で行われた全国女性交流集会にも女性委員会より声をかけて頂き参加するなど、兵庫

県を超えて近畿ブロックや全国でメンバーが活躍しています。 

 

 ２０２０年度の活動方針 

 月に１回のクライミングは定着し、最近ではぺミカンメンバー以外からの参加希望も多数

ありどんな方でも参加して頂けるような交流会にしていきます。 

また、今期よりぺミカン委員も増え、クライミング以外で他府県との交流ハイクやテント泊

縦走がすでに企画されていますさらに活発な活動を目指します。 

 

１１．特別委員会 

（１）六甲全山縦走の取り組み 

六甲全縦は会員の体力の維持向上と一般登山者に開かれた大会を目的に連盟が結成され

た当初より取り組まれ、連盟にとっても加盟する全ての会で協力して開催する唯一ともいえ
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る大きな行事です。 

第 54 回六甲全山縦走大会は、値上げについては重要な事項の為、10 月の常任理事会で

説明了解を得て担当者会議で全縦コース 2,500 円西・東コース 2,300 円と 500 円の値

上げと各種サポート費用の見直しを提案して了解されました。 

その後、参加者募集ビラを印刷して神戸市六甲全縦参加者へ配布したり、スポーツ品店へ

も郵送して店頭に置いてもらったり、前回より多くの 7 つの会による一般受け入れ表明が

あり前回を超える広報受入れ体制で募集することが出来、適正規模には届かないものの資料

集に掲載の通り全縦で 824 名、3 コースで 1,372 名の参加となり、値上げの中での開催

としては一定の評価が出来る申込数となりました。 

しかし、2 月に入り中国武漢市での新型コロナウイルスの感染拡大がニュースとなり日本

でもクルーズ船や国内でも感染が広がり各種屋内イベントの中止や延期などのニュースが

伝えられ、全縦大会についてどうするのか問い合わせも増える中「屋外開催でもあり予定通

りで問題ない」と委員会で判断して、2 月 25 日にメーリングリストとホームページでお知

らせしました。 

その後、急激な状況の変化に、マラソン大会でも中止の情報や加盟各会からの不安の声も

入ってくる中で全縦委員と常任理事での拡大会議で検討し延期との意見もありましたが感

染収束の見込みも立たないため、長い歴史の中で初めての中止を断腸の思いで決定し、2 月

27 日にメーリングリストで、2 月 28 日にホームページでお知らせしました。 

その際には参加募集ビラの 1 面に「中止の時も参加費はお返しできません」との記載も

あり、既に参加記念品等の発注もしており全額返金すると大きな赤字になる事もあり、返金

は行わないと明記しました。これについても一部の参加者からは返還できない旨の覚書は明

確でないので今後、消費者庁へ問合せする等の意見も寄せられました。 

中止に伴う各種予約や発注などのキャンセル等の連絡を行った結果、予想外の余剰金が発

生することが判明したため、参加費の還付を検討して常任理事会でも了解を得て金券（クオ

カード）にて一部返金を行いました。 

結果として申込各会を通じて参加記念品（方位磁石）とワッペン、金券に中止のお詫び文

を添えて郵送して終結しました。 

また従来は全縦後の反省会で各会より意見を求めていますが、今回は新型コロナウイルス

の影響もあり反省会は中止としたため、メールにて集約した各会の意見を第 55 回に向けて

検討してゆく必要があります。 

 

2020 年度活動方針 

① 安全かつ円滑な運営を前提とした参加者の募集、適正規模（全縦だけで 1,000 人、３

コースで 1,500 人）を目指してゆきます。 
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② 兵庫労山の最大の行事として労山の知名度向上、各会の会員拡大の一助となるよう参加

者を募集し、特に初参加者へのトレーニング等を通じた指導、啓発に努めます。 

③ 会員の体力維持、力量アップ活動の一環として各会での組織的な取り組み強化を呼び

かけます。 

④ 実行委員の募集を引続き行ないます。 

 

（２）平和と登山の取り組み 

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、多方面に問題が波及しています。 

4 月 27 日からニューヨークの国連本部で開催予定だった核拡散防止条約（NPT）の再

検討会議の１年延長が 3 月 27 日に決められたと、27 日の新聞で報道されました。今年

は、その多国間条約が発効されてから 50 年、そして広島・長崎の被爆から、ちょうど 75

年という節目に当たる年です。これに合わせて 4 月 24 日-25 日に予定されていた「原水

爆禁止世界大会」の中止が原水爆禁止日本協議会から伝えられました。現状では、このＮＰ

Ｔの会議の成功は容易ではないと思われています。 

さて、登山文化の発展のためには平和な社会は欠かせません。労山では、「平和と登山」

を一貫して訴え続けています。全ての会で国民平和大行進に取り組んでください。我々も平

和を守る意思表示をしながら、一歩でも二歩でも一緒に歩きましょう！ 

  

１）2019 年「国民平和大行進」について（結果・報告） 

7 月 7 日（土）、川西市役所前で東京～広島コースの引継ぎ集会が行われました。大阪府

連から｢核兵器廃絶｣｢平和と登山｣の二つのリレー旗が、兵庫県連の喜多会長に引き継がれま

した。暑い日の行進だけでなく、雨の中の行進も 3 日ほどありましたが、16 日にＪＲ寒河

駅前の広場で、兵庫県連から岡山県連に引き継ぎを終えました。 

兵庫県連では、釣さん（垂水 HC）が、県下通し行進をされました。 

（１）参加延べ人数：合計 199 人（兵庫 195 人＋大阪 4 人） 

（２）内訳：①東京～広島（太平洋）コース：兵庫 195 人+大阪 4 人＝計 199 人 

②富山～広島（日本海）コース：「但馬労山」で 1 名が 6 日間参加。（7/4

京都府～7/9 鳥取県引継ぎまで） 

③篠山市内：「山の会ささやま」で、7/14 に計 3 人が参加。 

〖注〗日程別、及び所属会別の参加人数については、定期総会資料集「2019 年平和大

行進の参加状況、2019 年 7/7～7/16 太平洋コース」を参照願います。 

（３）〖参考〗前年度の参加延べ人数：合計 222 人（兵庫 217 人＋大阪 5 人）（山の

会ささやま 4 人と、但馬労山の延べ７人を含む） 
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２）2020 年「国民平和大行進」の取り組みについて  

今年の平和大行進の日程は、下記の通りです。 

・東京～広島コース：7 月 7 日（火）～7 月 16 日（木） 

・富山～広島コース：7 月 4 日（土）～7 月 9 日（木）   

各会の取り組み方については、例年通り、日程ごとに担当常任理事を決めて、「平和大行

進担当日のお願い」の書面で、ご案内します。 

《新型コロナウイルス問題による今後の展開について》  

「国民平和大行進中央実行委員会」の事務局から、全国通し行進ならびに国際青年リレー行

進の中止が既に発表されていますが、創意工夫し行進アピールを呼びかけています。 

県内の行進については、兵庫県実行委員会からの正式連絡は、まだありませんが、かなり

制限されると思われます。確実な情報が分かり次第お知らせします。 

 

（３）新保険業法から｢労山山岳事故対策基金｣を守る運動 

2006 年 4 月に施行された新保険業法は、営利を目的としない仲間同士の助け合い共済

制度を否定し、営利企業である保険会社と同列とみなして“保険業として運営せよ”と迫っ

てきました。そもそも新保険業法改正の趣旨は｢共済｣を名乗って不特定多数の消費者に保険

商品を販売して被害を与えた「ニセ共済」を規制することでした。しかし、この背後には米

AIG(米国最大の保険会社で、経営悪化。著名な AIU はその子会社)をはじめとした日米保険

業界が、日本の共済を含めた市場へ拡大しようと日本政府に繰り返し圧力をかけてきたこと

にあります。 

① 兵庫労山は「なかまの命と暮らしを守る」立場から｢仲間の命綱｣ともいえる【労山基金】

を守るために兵庫県内で自主共済を運営している団体と手を取り合い｢共済の今日と未

来を考える兵庫懇話会｣を 2007 年 2 月(全国で 2 番目)に結成して新保険業法からの適

用除外を求めて次の諸団体と共同して運動してきました。「知的障がい者施設利用者互助

会」｢保険医協会｣「商工団体連合会」「労働組合総連合」など。 

② 私たちは、「法による一切の規制なしに【今まで通りの運営ができること】」を目指して、

13 年間運動を継続してきました。 

③ 2011 年 5 月 18 日に施行された保険業法の｢再改正法｣は、一定の条件で自主共済の運

営継続を認めつつ、あくまでも「認可特定保険業という法の枠に組み入れる、柔軟に対

応すると言いつつ、共済の構成員による自主運営を認めない」という政府・与党の方針

に変わりはない。という情勢を考え兵庫労山は引き続き「共済の今日と未来を考える兵

庫懇話会」にとどまって、各団体と意見交換し将来の展望を話し合っていきます。 

④ 現在運営している「労山基金」の継続はいままで述べた方針が基になっての当面の暫定
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処置で有ります。すなはち、会員からの基金の支払いを、有効期間後に寄付金として納

付するに変更しました。 

 

2019 年度活動報告 

 【ココヘリ・ココヒト】の普及に対し、各会の総会で説明を行った。 

2020 年度活動方針 

 緩い規制の【労山基金】というやり方で「山岳事故対策基金が運営されている」が変更さ

れる危険は、常にあります。 

 現在、安倍政権がすすめている TPP(環太平洋連携協定)は、アメリカのトランプ大統領が

離脱し、TPP 11 となり 2018 年 12 月に発効しました。また日米 2 国間交渉でも、彼は

TPP を上回る水準を求めてくることが予想されます。今後は、共済に直接関係する【金融

サービス】分野や、農業・畜産をはじめ、医療についてはジェネリック医薬品の供給が困難

になる、特許が適用され、自由な診療が阻害されるなどの懸念があります。これらについて

政府・与党の「ごり押し」的な動きを注視していくことが重要です。 

 兵庫労山は、「共済の今日と未来を考える兵庫懇話会」に引き続き参加し担当常任を派遣

し闘っていきます。 

 



【第２号議案】

一般会計（収入の部） (単位:円）

備　　　考
繰越金 4,109,181

連盟費 7,185,840
活動余剰金 200,000 ｶﾚﾝﾀﾞｰ販売手数料､新春ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ助勢金

諸収入 250,000 利息､事務所使用料､印刷機･ｺﾋﾟｰ使用料

全国連盟補助金 200,000 安全教育費

一般会計（支出の部） (単位:円）

備　　　考
組織維持費 3,508,800 3,507,040
全国連盟 3,224,600 3,222,840
近畿ブロック負担金 63,000 63,000 1800X35円
新スポ協賛金 100,000 100,000
救助隊振替金 121,200 121,200 5円X2020X12ｹ月

事務所維持 942,400 1,023,737
家賃 842,400 988,000 71,500X12
光熱費 100,000 35,737 電気料金

事務局費 2,613,968 2,620,323
事務局活動費 20,000 49,543 大学さん葬儀､ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ利用料
会場費 25,000 17,200 理事会会場費
通信費 200,000 172,259 電話、郵送費、振込料

776,968 586,291 ﾘｰｽ料(印刷機･ｺﾋﾟｰ機･ﾊﾟｿｺﾝ･裁断機）

130,000 169,469 コピー用紙、トナー代

機関誌印刷費 692,000 931,460 兵庫労山（7回発行分）
事務消耗費 20,000 48,132 事務用品、事務所消耗品
旅費 150,000 144,490 全国、近ブロ、各種会議旅費
総会費 350,000 319,479 議案書、資料、会場費他
理事活動費 250,000 182,000 理事会・常任理事交通費補助

委員会活動費 906,210 659,193
安全対策委員会 70,000 40,045 会場費、講座費用
教育委員会 486,210 262,465 登攀、HC、気象、無線、登山学校

組織委員会 50,000 90,219 地域交流会費用・旅費
自然保護委員会 100,000 82,294 水質試薬、労山の森整備費
女性委員会 100,000 80,640 講座費用、全国参加費
障がい者ハイク委員会 20,000 6,480 ハイキングサポート
ヤングメンバー対応 50,000 84,680 ペミカンハイク費用
特別委員会 30,000 12,370 平和行進

雑費 25,000 22,809 「共済懇話会」分担金,トイレ用品
予備費 3,041,675

次期繰越金 4,130,400

11,945,021 11,963,502

（次期繰越金内訳）

郵便振替口座 2,221,251
三井住友銀行普通預金 1,834,155

現金 74,994
合  計 4,130,400

61,405

2019年度　　兵庫県勤労者山岳連盟会計報告(2019.5.1～2020.4.30)

予　算　額 決　算　額
4,109,181
7,350,750

コピー費

合　　　計

242,166
200,000

合　　計 11,945,021 11,963,502

予　算　額 決　算　額

906,968 755,760
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2019年度　　特 別 会 計 報 告

＊遭難対策基金
繰越金 17,541,193 円
利息 1,035 円
合計 17,542,228 円

（内訳） 利息
ゆうちょ銀行 通常預金 5,049,351 円 24

定期満期 800,064 円 22
三井住友銀行 定期預金 5,058,837 円 428

定期預金 1,587,840 円 134
神戸信用金庫 定期預金 5,045,101 円 427

＊　事務所基金
三井住友銀行 繰越金 1,070,668 円

利息 4 円
一般会計に繰入 -819,176 円 引越費用立替分と合鍵代

一般会計から繰入 199,352 円 前田ビル保証金返却
合計 450,848 円

＊行事費
三井住友銀行 繰越金 379,029 円

利息 2 円
合計 379,031 円
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【2019.05.01～2020.4.30 】

収入 支出 収入 支出

前年度繰越金 3,001,232 3,001,232

利子・利息 30 24

救助隊振替金 121,200 121,200 2020×5円×12ヶ月

装備費 20,000 0

活動費 100,000 177,792
交通費、運搬費、施設
使用料等

その他 2,000 1,382 コンテナボックス

寄付金

貸付金

次年度繰越金 3,000,462 2,943,282

合計 3,122,462 3,122,462 3,122,456 3,122,456

項目
予算額 決算額

備考

兵庫県勤労者山岳連盟救助隊会計報告
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【第３号議案】

一般会計（収入の部） (単位:円）

備　　　考

連盟費 2020年4/末人員で計算
活動余剰金 ｶﾚﾝﾀﾞｰ販売手数料･六甲縦走他

諸収入 事務所・印刷機使用料、行事余剰金

全国連盟補助金 安全教育費

一般会計（支出の部）
備　　　考

組織維持費 3,507,040 3,507,040
全国連盟 3,222,840 3,222,840
近畿ブロック負担金 63,000 63,000 1800X35円
新スポ協賛金 100,000 100,000
救助隊振替金 121,200 121,200 5円X2020X12ケ月

事務所維持 1,023,737 898,000
家賃 988,000 858,000 71500X12
光熱費 35,737 40,000 電気、上下水道

事務局費 2,620,323 2,644,000
事務局活動費 49,543 40,000 HP講習会､ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ利用料等
会場費 17,200 25,000 理事会等
通信費 172,259 200,000 電話､切手､振込料､郵送料

586,291 600,000 ﾘｰｽ料(印刷機･ｺﾋﾟｰ機･ﾊﾟｿｺﾝ･裁断機）

169,469 160,000 コピー紙、トナー代
機関誌印刷費 931,460 849,000 兵庫労山(６回）
事務消耗費 48,132 20,000 事務用品、封筒、事務所消耗品

旅費 144,490 150,000 全国、近畿、各種会議等
総会費 319,479 350,000 議案書、資料、会場費
理事活動費 182,000 250,000 常任理事、理事会出席交通費補助

委員会活動費 659,193 879,210
安全対策委員会 40,045 70,000 会場費、講座費用
教育委員会 262,465 499,210 登山教育、ﾊｲｷﾝｸﾞ教育、気象
組織委員会 90,219 80,000 地域交流会他
自然保護委員会 82,294 100,000 水質試薬、労山の森整備費
女性委員会 80,640 100,000 講座費用、西日本･近ブロ参加費

障がい者ハイク委員会 6,480 20,000 ハイキングサポート
ヤングメンバー委員会 84,680 50,000 ペミカン活動費用
特別委員会 12,370 30,000 平和行進旅費、

雑費 22,809 25,000 「共済懇話会」分担金･火災保険

予備費 3,232,750
次期繰越金 4,130,400

合　　　計 11,963,502 11,946,000

合　　計 11,963,502 11,946,000

コピー費 755,760 760,000

前年度決算額 予算額

200,000 200,000

2020年度　　兵庫県勤労者山岳連盟予算（案）
2020.5.1～2021.4.30

前年度決算額 予算額
繰越金 4,109,181 4,130,400

7,350,750 7,215,600
61,405 200,000

242,166 200,000
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【2020年5月1日～2021年4月30日】

項目 収入 支出 備考

前年度繰越金 2,943,282

利子・利息 24

救助隊振替金 121,200 2020×5円×12ヶ月

近畿ブロック立替金 8,660 搬出技術講習会費用

装備費 50,000 ロープ、カラビナ等

活動費 70,000 交通費、運搬費等

その他 1,200 書籍、文具等

寄付金

貸付金

予備費 2,951,966

合計 3,073,166 3,073,166

兵庫県勤労者山岳連盟救助隊2020年度予算（案）
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兵庫労山 第５７回定期総会報告書 
〈総会概要〉 

【日 時】2020 年 6 月 20 日（土）10：00～15:20 

【会 場】神戸市立葺合文化センター 

【議 長】大杖 哲司、加納 公子 

【書 記】蟹沢 久美子、大村 富栄 

〈会長挨拶〉 

 コロナ感染問題で総会の開催が困難でした。書類での総会も不可。少ない出席者でも顔

を合わせての開催が好ましいと判断し、急遽の開催となりました。 

〈資格審査〉 

 定数 43 名、出席 32 名、委任状 8 名。総会は成立する。 

〈議案審議〉 

 第 1 号議案：登山者を取巻く情勢、各専門部、委員会の活動報告、2020 年の活動予定な

ど（無線教育部の活動終了。） 

第 2 号議案：2019 年度の会計報告、特別会計報告、会計監査報告、救助隊予算案など。 

第 3 号議案：2020 年度予算案、救助隊予算案 以上報告は理事長 

 

会計監査報告 原田監事（神戸労山）  

〈平和行進〉 

2020 年度平和行進はコロナ感染拡大を懸念し、従来通りの行進に危機感を感じえない為、

参加人数、行進の仕方など要調整。 

<休憩 10:50～11:00> 

〈質疑応答〉 

Ｑ.登山道にトイレの設置は必要か、範囲と現状の設置予定場所、メンテナンスなど詳細

は？                  （山岳会ホワイトピーク・冨安 規矩雄） 

Ａ. 六甲山は国立公園で毎年ハイカーが増えている。しかしトイレ設置個所が少ない

上、最近はマダニの被害も多発している。トイレの設置場所としては、全縦でも通過す

る大谷乗越、雨ヶ峠から東お多福山、その他が候補に挙がっている。今後は岳連ほか山

岳団体、自治体など意見を交わしながら、具体化していく。 

Ｑ.２０２１年度六甲全山縦走に伴う支援を要請します。 

（神戸山スキークラブ・杉本 勝英） 

Ａ.県連が一丸となり、全面支援を約束します。 

Ｑ.退会者や労山の脱会の動きがあるが、労山活動に関する教育の必要性、労山活動をテ

ーマにした座学などが必要な時期に来ているのではないか。県連に加盟しているメリ

ットの再認識が必要だ。  

（ハイキングクラブ・大向  清司）  

Ａ.「労山活動についての教育など再検討していきたい。  
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Ｑ. コロナ自粛の間、会員からの会費は減額実施（又は無料）。それに伴い、連盟費の支

払いを一時的な免除要請します。    

（垂水ハイキングクラブ・鎌田  文雄） 

Ａ. コロナ問題に限らず、会員が減少する中、一つの会の問題ではなく労山全体で考えて

いかないと不可。今後は常任理事会、理事会で検討していく。  

Ｑ. Web 会議の開催について、今後どのようにしていくのか。 

（山歩渓山岳会・中原俊作） 

Ａ.まだ進んでいない。各専門部は少人数なので、オンライン会議を開催している。 

  常任理事会は 23 名なので、オンライン会議に加えて通常の会議開催も必要。今年度 

検討を進めていく。山歩渓山岳会から理事を、特にネットのスキルを持っている若い人

を送り出してほしい。 

（以上、応答は吉谷理事長による）  

 <昼食・休憩 11:40～12:20> 

〈活動再開に向けての注意事項を記載したしおりの説明〉 門脇副理事長 

Ｑ.いつ頃各会に配布されますか？ 

Ａ.修正後、印刷して出来るだけ早く配布します。 

 

〈山筋ゴーゴー体操の紹介〉                           加納副理事長 

 山筋ゴーゴー体操推進の案内と冊子の紹介。新刊書が 7 月に発刊予定。 

 

各会の発言  
〈新型コロナウイルス感染防止のための自粛期間中及び解除後の各会の動向〉  

■  山岳会ホワイトピーク （冨安 規矩雄） 

 4 月～6 月活動休止。山岳 4 団体のガイドラインを中心に方針を決めた。 

 7 月～8 月 近場の山。9 月～12 月 100 ㎞以内の山。総会はライン開催。 

■  神戸山スキークラブ （杉本 勝英） 

雪不足とコロナ禍で 40 回例会が 17 回だけとなった。オフは自転車をしている。  

 zoom でオンライン会議を開催している。労山会員 18 名ほか 5～6 名。 

■  明石山の会 （松本  光司）  

 自粛期間中は活動停止。6 月から再開、毎週日曜日。六甲、姫路近辺中心に例会。  

現在会員が 40 名を切っているなど 5～6 年後は解散の危機を感じる。公開ハイキングに

は参加者が居るものの入会には至らない。事務所を閉鎖。連盟費が高い。県連から脱退

派と残留派でまとまらない。  

■  ハイキングクラブはりま （大向  清司）  

3 月～5 月活動中止。6 月再開、近場にて。夏山は北海道行き決定。8 月以降の  

例会は未定。  

■  垂水ハイキングクラブ （鎌田  文男）  

 6 月から活動再開。月２回程度。会議は月１回、会場の人数制限のために会場費が高く

なっている。公開ハイは中止。マスク着用、体温測定は必須、三密にならないよう注意
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している。  

■  山歩渓山岳会 （中原  俊作）  

オンライン会議に変更し、総会は中止。6 月から活動再開。マスク着用、体調管理を心掛

けている。夏山は県連のアドバイスを参考にしている。コロナ禍により 10 名退会。  

■  北摂山の会 （藤原  稔彦）  

4 月～6 月山行、運営委員会、全体会議中止。Web 会議を 2 回開催したが、充分意思疎

通が取れない。三密を避けて通常会議がよい。総会は延期、9 月か 10 月にできないか検

討中。9 月に 20 周年を迎えるが、記念行事は来年に延期する。例会は近場で再開したら、

思いがけず多数の参加があった。山小屋支援のクラウドファンディングについて取り組

めないかとの声有り。全国で取り組んでほしい。4 月・5 月の各会情報が全くなかった。

HP に掲示板を設置して、各会の情報を入れたら共有できるのではないか。  

■  神戸中央山の会 （源田  定之）  

会員 143 名 6 月の総会は書面決議。創立 40 周年パーティは中止。パーティ予算 50

万円が浮いたので 1 年間の間、会費を半額にした。会議はスカイプ利用。会議の内容は

全て公開。自粛後 6 月から例会重視で再開。ビジター例会は 7 月から、クリーンハイク

は 9 月～再開予定。三密防止の為、5 名単位で班分け、時間差で出発、コースを分け

る。テントはソロテント。岩例会は本日より再開。泊山行は 6/19 より再開。活動状況

は 2 か月サイクルで公開している。  

■  摩耶山遊会 （辰巳  康男）  

3 月初めに各自個人判断に任せた。緊急事態宣言以降は活動自粛。夏山セミナーは中

止。運営委員会は 3 月から中止。5 月中旬からリモートで月 2 回開催。総会は書面決

議。緊急事態宣言解除後は自粛を解除。県外山行は 6/19 から。クライミングセミナー

は開催予定。  

■  甲山勤労者山岳会 （吉武  光夫）  

3 月末から例会、運営委員会の中止。6 月から活動を開始し、総会は昨年同時開催した講

演会や懇親会はせず、開催する。自粛中に新たに 6 名の入会と入会希望者が 2 名あり。

今後の課題としては新会員の育成に重点を置く。 

■  須磨勤労者山岳会 （林 弘幸） 

再開後、初の会合で今後のクライミングをどうするかを話し合う。岩場の整備を 

 中心にしている団体の声を聞く。現地集合、現地解散としている。地元への配慮が必   

 要。クライミング中のマスクについて話し合う予定。 

 ■ アルペン芦山 （安藤 亮一） 

 3 月以降中止。6 月から例会再開。夏山は再検討。総会は 8 月に延期して開催予定。 

自粛期間 3 か月の会費の減免検討要望。清掃ハイクはゴミがないのでコースの変更を 

考えたらどうでしょうか。県連の考えをききたい。 

■  高御位山遊会（森本 勲） 

 4 月から会活動は中止。総会は書面決議とする。運営委員会の開催は入場制限も在り、

有料の施設を使用する。山行は近場の山域で再開予定。夏山登山、納山祭などは中止す



- 35 - 
 

る。 

■ 垂水勤労者山岳会 （羽根田 幸義）。 

当初はリーダーの判断に任せた。緊急事態宣言後は自粛する。6 月から再開。 

 ■ 神戸クライマーズクラブ （能勢 麻紀子） 

 3 月から中止。6 月から再開。今後は政府、県連の対応に沿って活動。春山以降山行自粛   

 で体力が落ちている、トレが必要だが、夏山はトレができていない。 

 ■ 宝塚山の会 （中原 清温） 

 3 月初め、六甲全縦中止から自粛開始。ラインで会議開催。無駄口なく能率が上がる。 

 6 月 28 日に例会開始し、山行後、今後を検討する予定。 

 ■ 西宮北口勤労者山岳会（吉田 昭洋） 

 六甲全縦の中止を受けて会員は「どうするのか？」となった。山岳 4 団体の声明を 

 受けて中止とする。6 月初めから例会は開始も雨天中止となる。総会は 6/21 開催。翌週

から山行、その他予定通り開催する。 

■  やまぼうし （久保 克美） 

自粛に伴って 3 月予定のスノーシューを中止。3 月ときめの日帰り例会は実施。 

 4 月～5 月は例会中止。メール会議で 6 月～7 月の例会決定。6/14 から再開。 

 7 月から本格的に実施するも、夏山は今期中止とする。 

■  神戸ハイキングクラブ （鈴木 康夫） 

会員は以前 60～70 名擁していたが、現在 16 名。神戸新聞で募集すると、多数参加があ

るが、定着しない。7 月総会開催予定。 

■ 神戸勤労者山岳会 （保木本 真人） 

2 月末、教室中止。4/24 まで予定通り計画実施。6/1 から日帰り山行再開。7 月からは予

定どおり。 

■ 神戸カタツムリの会 （平沙 季子） 

4/5 の山行後、自粛。6/7 再開 15 名参加。5 名ずつで編成。総会は書面決議。 

 10 名退会。夏山登山教室中止。こぶしの村、千朝が峰予定。 

 ■ 東灘勤労者山岳会（橋本 公子） 

 3 月～5 月は会活動を中止する。6 月から 5 名で再開する。現在会員は 7 名（休会者は 2

名）総会は予定通り開催する。夏山は 9 月。例会は月 2 回。会議はリモートで、 

 全員は無理で、3 名で実施。解散の危機ながら、何とか頑張っている。 

■  北須磨山の会 （加藤 健二） 

会員 7 名。6 月から月 2 回で再開。総会は 7/4 開催予定。夏山は総会で決める。 

全縦について会員の参加は少ないが、全国から参加があり、会員のサポートは必要。  

会員の参加費減額、会への還元など考えてほしい。 

■ 西神戸山の会 （山田 恒男） 

当初はリーダーの判断に任せた。4 月～6 月は自粛。7 月から再開。機関誌はその間も発

行。会議は屋外で開催。会員数は最大 117 名が 60 名となった。事故で例会のみとした。

例会以外は自由としている。会員は現在 63 名、新年会には 60 名参加。6 割ぐらい入れ

替わっている。「現状維持でいいじゃないか」はよくない。FRS という外部団体とのかか
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わりがいい刺激となっている。 

■ 神戸みなと勤労者山岳会  （田中 利則） 

会員は 50 名（男 30 名、女 20 名）山行 76 回、延べ 444 名参加 ハイキング 

22 回 157 名参加。体力による山行の見直し、安全の徹底をはかる。総会、 

夏山、秋山は中止。オンライン会議を準備中。 

■  武庫勤労者山岳会  （上谷 忠敏） 

4 月、一般募集、泊山行は中止。自主は個人判断、日帰りは OK とした。緊急事態宣言の

間は自粛。6 月から再開。情報は全員に流す。会議は 4 月から中止。ラインで 

連絡。来週から再開。総会は書面決議。2020 年は会費半額。 

 ■ 尼崎ハイキングクラブ （竹田 捷子） 

 3 月から自粛に入る。その間、個人山行のみ許可とする。6/28 再開予定。 

6/21 クリーンハイクで今後を検討。総会は書面決議。役員のなり手がない。解散の声あ

り。明日会議を行う。 

■ 神戸港山の会 （岡本 強） 

山行は 3 月は予定どおり。4 月、5 月は 1 回のみ。6 月以降は予定どおり。総会も予定通

り開催。夏山は、7 月、8 月に実施。（1 泊） 

■ 山の会かじか （吉原 寛） 

会員 76 名。6 月前半まで中止。3 名で会報発行。総会は 11 月に延期。 

■ 山の会ささやま （藤井 勉） 

3/21～6/20 中止。集会できず。退会者が出て現在会員 18 名。ピーク時の 3 分の 1。 

明日、会議を開いて今後を相談予定。 

■ 神戸ハム＆ハイキング  （神谷 克夫） 

六甲山及び近郊でハム活動。ラインで連絡を取り合う。ハイキング中心に活動。 

■ 西宮山岳会  （望月 義勝） 

京都トレイル、夏山セミナー中止。6 月末まで中止と決めていたが、6 月 1 日から再開し

た。6 月は県内のＡランク、7 月から県外ＯＫとする。機関誌は 4 月、5 月は 

ＰＤＦ版のみで発行。総会は 6/28 に予定通り開催。8 人入会、12 人退会。 

■ 西宮明昭山の会  （兼重 良三） 

3/3～6/14 活動中止。6/16 再開。小人数に分ける（30 人➡15 人（7 人+8 人） 

夏山の泊山行は中止。役員会は月 2 回。総会は書面決議。45 周年記念行事は中止。 

記念品は作る。布マスクを会員に作ってもらい、施設など 10 か所に納めた。 

 

〈議決の採決〉 

 第 1 号議案から第 3 号議案まで全て原案どおり可決承認される。 

〈2020 年度 県連盟役員の選出〉 

 新任理事・常任理事は全て信任を得ましたが、理事会が不成立のため、理事長、常

任理事は暫定とする。 

 

〈退任役員の挨拶〉 
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村上 悦郎（神戸中央山の会） 

 兼重  良三（西宮明昭山の会）  

塚本  昭光（西宮明昭山の会） 紹介のみ  

大村  富栄（神戸Ｈ＆ハイキング倶楽部）  

〈閉会の挨拶〉  
副会長 岩佐正敏（須磨勤労者山岳会）  

（15：20 終了）  



総 会 会 場 案 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪急「春日野道駅」下車、徒歩約 7 分 

神戸市営地下鉄「新神戸駅」下車、徒歩約 12 分  

市バス 90・92 系統「雲中小前」下車、徒歩約 3 分 

 

 

 

 

こちらです！ 

道路 

会場拡大図 

兵庫県勤労者山岳連盟 

〒650-0015 

神戸市中央区多聞通 4-1-5 

栄信ビル 302 号室 

TEL/FAX：078-362-6662 

E-mail：hwaf@helen.ocn.ne.jp 

URL：http://www.hyougorousan.sakura.ne.jp/ 
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