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 労山全国連盟 メールニュース  
発行：日本勤労者山岳連盟 メディア局 

2018 年 11 月５日 第 39 号 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▲△１：モンゴルでアジア山岳連盟総会を開催 

       労山から浦添理事長が出席 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 モンゴルの首都ウランバートルで、

10 月６～７日に国際山岳連盟(UIAA)

とアジア山岳連盟（UAAA）の総会があ

いついで開かれ、両総会に浦添理事長

他１名が参加しました。参加したのは

中国、香港、ネパール、インドネシア、

インド、カザフスタン、イランが各 1

団体。韓国、台湾、モンゴル、日本（日

本山岳・スポーツクライミング協会と

労山）が各２団体で、計 11 カ国 15 団

体でした。 

 アジア山岳連盟総会では、新しくインドネシアが加盟承認されました。また、創立 25

周年記念行事としてカザフスタンの伝統的な「ロッククライミング」、ネパールの「アジア

の登山団体遠征登山」などが報告されました。労山は「南アルプスの大自然を破壊するリ

ニア中央新幹線の工事の実態」について、大井川源流域の現場を実態調査した資料をもと

に報告しました。その他①救助技術交流集会、②2017 年の全国の山岳遭難の状況（警察庁

調べ）、③雪崩講習会の開催、④国民の祝日「山の日」記念登山などについて報告しました。 

アジア山岳連盟の今後の会議日程は、2019 年６月理事国会議を台湾で開催、2019 年秋

に総会をキルギスタンで、翌年 2020 年の理事国会議を日本（労山が担当）、2020 年総会を

香港で開催することになりました。2020 年は東京オリンピック・パラリンピックの開催年

であり、スポーツクライミングも新種目として行われることから、会議には多くの参加者

が見込まれます。ぜひ、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▲△２：死亡事故あいつぎ、10 人に 

       マダニの感染症でも初の死亡例 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 前号の全国連盟メールニュース第 38 号（８/14 付）で、今年になって初めての労山会員

死亡事故発生をお知らせしましたが、大変残念なことにその後も事故があいつぎ、10 月末

現在で死亡・行方不明が 10 人となりました。昨年 2017 年の年間死亡数は６名。この 10 年

間では一番少ない年でしたが、それをすでに大きく上回る結果です。死亡・行方不明事故

は８月４件５名、９月２件３名、10 月２件２名の 10 名と立て続けに発生しました。８月
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は沢登りで３名 剣岳滑落で１名 そしてマダニによる感染症・日本紅斑熱で１名の方が

亡くなりました。９月は沢登りで２名、（北ア）バリエーションルートからの転落で１名、

10 月には、沢登りで１名、ネパール・ヒマラヤで１名の計 10 名です。亡くなられた会員

の方には、心から哀悼の意を表します。 

 特に、海外の場合は、捜索と遺体収容のためにヘリコプターを数回にわたって要請した

関係もあり、ヘリ捜索の費用は約 640 万円を超えました。捜索費用と死亡交付の最大額が

600 万円なので、労山基金委員会では緊急にネット会議で審議し、仮交付しました。 

仮交付：救助捜索費用が高額の場合などに手続きの完結を待たないで仮概算額を交 

付する制度 

事故を起こしたくて起こす人は一人もいませんが、山岳での救助捜索補償は欠かせない

ものです。 

全国連盟からはふたつお願いがあります。一点目は、遭難事故の内容には、死亡には至

らなかったものの紙一重だった重大事故 がいくつも存在しています。油断・慢心すること

なく、十分な準備と細心の注意で、登山を楽しみましょう。二点目は、自分の身の丈に応

じた山行とそれに適合した労山基金に加入する、もう一回自分の加入口数をチェックして

ほしいということです。他団体、例えば jRO などの山岳保険は、対象が日本国内での事故

のみで、海外トレッキングなども含めた海外登山は対象としていません。海外でのハイキ

ングを楽しむ方は、低山といえども労山基金の適切な口数が必須だということです。 

 

８月 12 日（日）新潟県／苗場山南面・赤倉山・サゴイ沢 滑落（男性 64 歳） 

８月 13 日（月）北ア／剱岳・早月尾根 滑落（男性 78 歳） 

８月 26 日（日）奥秩父／飛龍山・大常木谷 頭部損傷・溺死（男性 57 歳、女性 48 歳＝ 

２人は夫婦） 水流にまきこまれて死亡したもの。 

８月 18 日（土）-推定- 兵庫県／六甲山 マダニによる感染症 日本紅斑熱（女性 70 歳） 

９月 17 日（月・祝）奈良県／大峰山・芦廼瀬川（あしのせがわ）本流（男性 53 歳・女性

42 歳）３人パーティーで渡渉中、水中に隠れた穴に女性が吸い込まれ、それを探した

男性も同じ穴に吸い込まれたもの。男性は発見されたが、女性は行方不明のまま。 

９月 20 日 北ア／前穂・北尾根 V 峰 岩剥離で転落 （男性 33 歳） 

10 月 7 日 新潟県／平ケ岳・中の岐川・池の沢 中間点でのビバーク中に転落した。 

（男性 52 歳） 

10 月 18 日 ネパールヒマラヤ・チャムラン峰 目撃者がなく原因不明 （男性 41 歳） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▲△３：西日本豪雨被災者義援金 約 170 万円集まる 

岡山県連よりお礼状がとどく 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７月に西日本を襲った記録的豪雨による災害は、各地に甚大な被害をもたらし、岡山県

では労山会員も被災したため、全国に救援募金を呼びかけたところ、約 170 万円が寄せら

れました。これに対して岡山県連からお礼状が届きましたので、下記に掲載いたします。

ご協力ありがとうございました。 
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西日本集中豪雨被災者義援金振込のお礼 

 

去る７月上旬に起きた集中豪雨による岡山県倉敷市小田川の氾濫は、あっという間に多くの

人たちが住む街を、家屋を、車を、家畜を飲み込んでしまいました。「晴れの国おかやま」を

キャッチフレーズとするこの岡山の地に住むものにとって、大きな自然災害で被災することは

思いもよらない出来事でした。 

濁流に翻弄され、家屋が破壊されながらも、避難し、なんとか生命だけはとりとめた多くの

人達、その中に、山を愛し、自然を愛し、花を愛する私達の仲間もいました。 

私達岡山県連としてもなんとか力になれないかと義援金を募る事にし、全国連盟にもお知ら

せしたところ、すぐ全国の仲間によびかけて下さり、全国連盟はじめ多くの地方連盟、各山岳

会、ハイキングクラブ、個人の方々から、多額の義援金を送付頂き、まことにありがたく感謝

の気持ちでいっぱいです。一応９月 15 日をもって締切とさせて頂き、集まった義援金（約 170

万円強）全額を、被災者の会員にお渡しすることを、９月下旬の県連理事会で決めました。 

今、被災した会員の人たちは、仮設住宅や親せきの家に仮住まいしながら、復興へ全力で取

り組んでいるところです。 

台風や地震、火山の噴火、集中豪雨などが、一年に何回も起きるようになった最近、どこの

地でも起こりうる自然災害は、油断は禁物の気がします。 

今回、このことを通じ、山の仲間の連帯を強く感じました。私達も何か出来る事があればお

返ししたいと思っています。 

本来であれば、義援金を送付いただいた一人一人の皆様にお会いし、お礼の言葉を述べるべ

きところですが、本状をもってお礼に代えさせて頂きます。 

本当にありがとうございました。 

                         平成 30 年 10 月６日 

                         岡山県勤労者山岳連盟 理事会 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▲△４：全登研 in 愛知の準備、着々 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 11/23～24 に愛知県で開かれる第 17 回全国登山研究集会（全登研）の準備が着々と進ん

でいます。参加申し込み数は、宿泊が 120 名を超え、日帰り参加者を含めるとおよそ 160

名に達しています。申し込みについては、日帰り参加を除き、10 月末をもって締め切りま

した。ご協力、まことにありがとうございました。 

 出席状況は途中段階の集計ですが、北海道２名、東北１名、関東 22 名、東海 27 名（う

ち愛知県 21 名）、近畿 17 名、中国５名、四国６名、九州５名、全国連盟 34 名、愛知県連

担当者 14 名、他に日帰り参加者 21 名、となっています。 

 中身についても、各地から活動内容に関するレポートが多数寄せられ、たいへん充実し

た研究集会となりそうです。また、本集会の第５分科会は「大開発による山岳自然破壊と

どのように向き合うか」をテーマとして、全国登山者自然保護集会も兼ねており、35 名ほ

どの参加者が見込まれています。 
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 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▲△５：各地方連盟・ブロックで雪崩講習会を開催 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今年も初冠雪の報が届き、雪山シーズン

を迎えようとしています。気象庁の長期予

報も発表されていますが、雪山シーズンの

積雪が気になるところです。各地方で行わ

れる雪崩講習会の予定を案内します。詳し

くは担当者にお問合せください。スキー、

バックカントリー、冬山に入る方は是非受

講されることをお薦めいたします。 

 

 

全国連盟主催研修会 ２月１日～３日 白馬・栂池 

★北海道Ｂ ＷＥＢ上で公開  

第 24 回（2018-2019）北海道雪崩講習会の受講生募集中 

  詳細は http://h-nadare.com/ 参照 

★奥羽Ｂ（青森県）2019 年は未発表 

      2018 年は 2 月 4 日（日）県立自然ふれあいセンター（梵珠山）実施 

★奥羽Ｂ（岩手県）2019 年未発表 

2018 年は１月 20 日～21 日 県連雪崩講習会 （盛岡市・八幡平）実施   

★東北Ｂ  2019 年２月 24 日 宮城県遠刈田郡・澄川スキー場（スミカワスノーパーク）

付近   詳細は https://www.facebook.com/miyagirousan/ 参照 

★関東Ｂ １月 19 日～20 日  谷川岳天神平及び白毛門登山口・土合山の家周辺 

★北陸（石川、福井、富山、新潟）机上 12 月９日（白山市・松任総合運動公園体育館） 

     実技 １月 26 日～27 日 富山県立山町 山麓・国立立山少年自然の家周辺                

      詳細は http://iwaf.jp/ndr/ 参照 

★東海Ｂ 机上 2018 年 11 月 11 日（日） 

     実技 １月 19 日～20 日 御嶽山麓（宿泊 ロッヂ「やま」） 

★近畿Ｂ ビーコン講習 2019 年１月 19 日（土） 

理論講習 2019 年１月 20 日（日） 

実技講習 2019 年２月 23 日（土）～24 日（日） 

          中央アルプス・千畳敷カール周辺 

詳細は http://www.dab.hi-ho.ne.jp/kyouto-rozan/       

詳細は http://www.geocities.co.jp/Athlete/3063/index_j.htm 

詳細は http://www.geocities.jp/hyougorousan/ 

★中国Ｂ 机上 各県連事務局に問い合わせること 

     実技 2019 年２月 16 日（土）～17 日（日） 

          休暇村奥大山 

弱層テスト 北海道雪崩講習会ＨＰより転載 


