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栃木県勤労者山岳連盟 第３７回定期総会議事録 

 

日時：平成２４年３月１１日 ９時１５分から１１時３０分 

場所：宇都宮市中央生涯学習センター 

代議員定数 ６０名 

総会出席者数 

  開会時：代議員出席４１名、委任状１１名 計５２名 

１ 開会宣言  八木沢理事長（以下敬称を略させていただきます。） 

  開会宣言後、東日本震災１周年に当たり、黙祷を捧げる。 

２ 会長挨拶  増田会長 

  昨年の東日本大震災に際しての県連の支援活動内容の報告及び各会の協力に対する謝意、今年も引

き続き支援を実施していきたい。県連の役割について、登山者の初歩的なミスによる事故多発の中、

各会の積極的な安全対策により事故は無発生だが、引き続き登山文化の継承と事故防止のため、安全

対策を県連として推進していきたい。 

３ 全国労働者山岳連盟、斉藤会長の祝辞朗読 

４ 総会役員選出    議長 島田（山人）  書記  阿久津（悠遊） 

５ 議長挨拶 

６ 議事 

 (1) 議事日程提案                           八木沢理事長 

  (2) 総会成立の可否確認報告                      吉岡事務局長 

   代議員定数６０名、出席代議員数４１名、委任状１１名、合計５２名 本総会は成立。 

 (3) 議案提案・説明 

  ア）第３７回総会の意義と目的 説明                  八木沢理事長 

  イ）２０１１年度の反省と２０１２年度方針（案）Ｐ２．３参照      八木沢理事長 

ウ）２０１１年度の活動のまとめ・２０１２年度活動方針（案）各部 

   ａ事務局     説明・提案 Ｐ４ 参照           吉岡事務局長 

    b組織部     説明・提案 Ｐ５・６・７ 参照       八木沢理事長 
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   c遭難対策委員会・教育部 説明・提案 Ｐ８・９参照      竹内理事 

   ｄ自然保護部   説明・提案 Ｐ１０・１１ 参照       森理事 

   ｅ広報部     説明・提案 Ｐ１２参照           橋田理事 

   ｆ救助隊     説明・提案 Ｐ１３参照           森理事 

   ｇ海外登山委員会 説明・提案 Ｐ１４参照           森理事  

ｈハイキング楽校 説明・提案 Ｐ１５・１６参照        八木沢理事長 

 中級ハイキング楽校開校のお知らせ 説明・提案 Ｐ１７参照  吉岡事務局長 

  エ）２０１２年度活動計画（一覧） 提案 Ｐ１８参照       八木沢理事長 

 オ）２０１１年度一般会計・特別会計  決算報告         吉岡事務局長 

 

 カ）２０１１年度一般会計・特別会計 監査報告         小川監事 

 キ）２０１２年度一般会計・特別会計 予算（案）提案      八木沢理事長 

②質疑・全体討論 

 質問者（以下質と記す）大貫（野木）：３点の質問、1、ハイキング楽校の予算で全国連盟

から助成はあるのかどうか。２、各種教育はニーズに応じ積極的に計画されているが参加

者はどうか、予算を組んで実施するのであるから一人でも多く参加してもらうべきでない

か。3、ｐ１８の海外登山のアジア山岳計画は６日間で間違いないか。 

 回答（以下回と記す）： 

１ 八木沢理事長：予算について、全国連盟から１０万円を頂いているが使用せず県連の予

算に入れて皆様に還元している、１１年度は記入忘れです。１２年度も申請する。 

 ２ 竹内理事：各種教育に対する参加者はばらつきがある、主原因は皆様に対し周知期間の

短さがある、今後は余裕を持った周知期間を考える。また県連に対し実施してほしい希望

があれば出してほしい。 

 ３ 森理事：海外登山者集会の日程は６月１５日からの実施は決まっているが、それ以外は

予定であり確定していない。リーダーは韓国人だが合同で実施のため多分１２日間位はか

かるのではないかと考えられる。 

 質： 高村（労山かぬま）：自然保護の件で１２年度案では自然保護の見直しをすると謳っ

てあるがその中身は、また今後の自然保護の在り方は県連としてどのように考えているか

説明してほしい。 

 回：森理事： 今までは山のゴミ拾いであったが、今後は一例として半分位は道路や河川敷

等のゴミ拾いをしてもよいのでないか、実施には理事会を通して決定するが、ゴミのみで

なく他の行事等で「栃木県連はこうやっている」とのアピールが出来ればと考えている、

具体的な見直しは皆様からの意見を求めたい。 

議長：自然保護に関して、何かご提案等があれば意見を求めたい。 

大貫(野木)： 野木山想会でクリーンウオーキングを４年間実施し行政からも感謝されたが、

行政の担当者が代わると対応も変化したため中止となった。県連の社会的価値を高めるた

めにもやってよいが、やるのだったら各会バラバラでなく一堂に会して多数集まって新聞

やマスコミを通じてＰＲできれば会の社会的な地位向上に役立つのでないかと考える。 

議長：その他ご質問、ご意見があればお願いします。 

大貫(野木)：意見として、今年度県連は大震災の件等もあり大変だった、気仙沼での支援活

動には感謝している、参加して感じたのは命の尊さと、国民として支援の大切さを実感し

た、本年も活動計画がありよかったと思う。また、海外の５千ｍ級の誰でも登れる様な山

に県連の仲間が参加できる機会を作ってくれて感謝している。教育部では具体的な活動が
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今まで以上にニーズに応じた計画を実施された、今後も中身も精査されて計画してほしい。

今回中級ハイキング楽校が開催される、ハイキ    

ング楽校と登山楽校が県連内部でやるのは素晴らしい、その際県内の技術者に依頼しては

どうか、実施は大変だが具体化してほしい。ハイキング楽校を初級登山楽校の名称として

はどうか。また登山文化の継承および労山の原点の考えは山の会にとって大切なものであ

るが、年齢の高齢化に伴い最近は５～６割が登山でなくなってきている、山の会の立場か

ら今後の在り方について県連としてどうとらえていくのか検討していただきたい。 

議長：ご提案の名称の変更、県内技術者の活用及び海外計画につき回答を願います。 

回 ：森理事：中級ハイキング楽校を初級登山楽校への名称変更は今後検討してみる。登

山楽校の全体まとめは県連でするが、講師は宇都宮ＨＣの猪鼻様に依頼したい、希望者

や協力していただける方があれば検討したい。また、５千ｍ級の海外登山の件について、

今の所は最低２週間位の期間で場所は未踏峰を狙ってＰＲしたいと考えている。 

議長：登山文化の継承および労山の原点を踏まえ、今後県連としての方向性について説明

していただきたい 

回：増田会長：昨年９月全国交流会があり全国連盟のアンケートでは、全体の９割が年齢

６０歳代、４０歳代は０、５０歳代が１０％であった。会の構成員の状態を踏まえ登山

文化のどう受け継いでいくかが問題である、６０歳代はまだ若いので夫々の会が山中で

救助できるリーダーを育てるのを基本に考える必要がある、労山の基本目的を踏まえ今

後どのように改革していくかは県連のみならず労山全体の問題であり皆様の知恵を頂き

ながら、今後１０年後の姿を考えて中長期な展望を一緒に考えていく必要があると思う。

それにより登山文化のレベル向上が計れればと考えている。 

③ 定数確認再確認  

出席代議員４４名、委任状１１名、有効総数５５票で成立。 

④採決：賛成多数で審議事項は可決 

(4)役員選出   

２０１２年度役員体制  Ｐ２０参照 

役員人事について案のとおり賛成多数で承認された。なお各会で今年度の総会が未終了

な所もあるので理事、監事が増えることも含め承認された。 

 

６ 以上にてすべての議案が終了し、議長、書記は解任された。 

７ 閉会宣言  八木沢理事長 

        

         平成２４年３月１１日  書記  阿久津 操 (悠遊クラブ)  

 

栃木県勤労者山岳連盟第 37回定期総会への 

全国連盟からのメッセージ 

 栃木県勤労者山岳連盟の仲間の皆さん 

 皆さんの定期総会に当たり、日本勤労者山岳連盟は心からのお祝いのメッセージをお送りいたします。 

全国労山は２月 18～19 日に「震災を乗り越え 新しい仲間を迎えて、大きな一歩を踏み出そう！」をメインスローガンにし、

第30回総会を開催しました。 

今回は北海道から沖縄まで 49地方連盟のうち 39地方連盟から 70名の代議員が出席し、個人会員制度の導入を中心に活発な
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討論が行われました。 

昨年の東日本大震災では、経験したことのない被害が発生しましたが、被災地だけでなく全国の労山会員が、義援金や支援

のボランティア活動を行い、復興のために大きな活動をしました。今まで私たちが基金などで築いてきた助け合いの精神を、遺

憾無く発揮したものと言えます。 

個人会員制度の導入については意見が分かれましたが、労山会員の年齢構成を考えると待ったなしの状況と言えます。全国

連盟と導入を決めた実証区の地方連盟で検証しながら良い制度にしていきたいと考えています。 

結果として今回の全国総会では、全ての議案が採択されましたが、組織拡大や重大事故を減らすには各地方連盟や会・クラ

ブで大いに論議・研究して全国連盟と共に取り組むことが重要になっています。ぜひ、ご協力をお願いします。 

今回の皆さんの総会が盛会となり、多くの仲間が楽しく安全に登山できるような社会を実現していくための契機となること

を期待いたします。 

 

  2012年 ３月11日                   日本勤労者山岳連盟 

理事長 斎藤義孝 

 

 2012年度の全国集会・会議の予定 
                          労山第３０期上期（2012年度）  

機関会議・集会                      

第３０回全国総会 ２月１８日～１９日 

（東京・晴海グランドホテル） 

行事・集会 

全国雪崩講師研修会 ２月１０日～１２日（中央アルプス千畳敷）  

登山道の放射能汚染測定結果について ５月１７日（東京・全国連盟事務所） 

青年学生読図講習会 ５月   （神奈川・丹沢） 

青年学生クライミング講習会 ６月   （神奈川・  ） 

青年学生沢登り講習会① ８月   （神奈川・丹沢） 

青年学生沢登り講習会② ９月 

中央登山学校・指導者セミナー  

ＭＦＡインストラクター養成講座  

全国ハイキング学校 ９月１５～１６日（    ） 

全国登山者自然保護集会 １１月１７～１８日（大阪・高槻市民会館） 

第１２回東日本女性登山交流集会 １０月１３～１４日（山形・神室連峰） 

海外登山、トレッキング 

せの国ブータン チョモラリ・リンシトレ

ッキング 

６月５日から１６日間の予定 

（ブータン） 

UAAA合同登山隊 ６月１５日～２１日（ﾓﾝｺﾞﾙ４千ｍ峰の予定） 

国際会議・集会 

アジア山岳連盟（UAAA）理事国会議                       ５月 （イラン・  ） 

アジア山岳連盟（UAAA）年次総会  １０月 （韓国・   ） 

友好山岳団体との共同の集会・会議等 

国際認定山岳医制度発足記念講演会 ２月１７日（札幌） ２０日（ 東京） 

全国山岳遭難対策協議会 ７月  日    （ 東京都 ） 
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2012年度の栃木県連の予定 

県連行事 

第 37回定期総会 １２年 3月１１日（日） 

第 38回定期総会 １３年  3月  日（日） 

 

理事会 

県連第１回理事会 １２年 ３月２６日（月） 

第１回県連各会代表者、正副会長および理

事、合同会議 

４月１６日（月） 

県連第２回理事会 ６月１１日（月） 

県連第３回理事会 ８月  ６日（月） 

県連第４回理事会 １０月１５日（月） 

県連第５回理事会 １２月１０日（月） 

第２回県連各会代表者、正副会長および理

事、合同会議 

１３年 １月２１日（月） 

県連第６回理事会 ２月１８日（月） 

 

 

 

自然保護活動 

足尾春の植樹デー １２年４月２１・２２日（土・日） 

全国一斉クリーンハイキング ６月 ３日（日） 

 

 

救助隊 

足尾春の植樹デー １２年４月２１・２２日（土・日） 

 

 

交流ハイキング実行委員会 

県連交流ハイキングｉｎ震災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １２年１０月１３・１４（土・日） 
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