第 7 回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会議事録
日時：平成 31 年 4 月 24 日（水）13：30～
場所：地域社会振興会２F 会議室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 水野
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田・萩
○意見交換事項
① 登山届の取り扱いについて
現在、登山届ポスト設置個所は 1 ヶ所で、法的な位置付けもないことから届出を出さ
れる方は登山者の 1 割未満である。このため登山届の窓口の多様化を図り、登山の注意
喚起の向上のために石水渓研修施設でも登山届の受付を行うほか、亀山市ホームページ
よりインターネットを利用した登山届の提出の受付を進める。また亀山警察署とも協議
を行い警察署名入りの届出様式が活用できるよう進める。
②

登山道修繕計画及び取組状況について
「亀山 7 座トレイル」活用プラン５.数値成果等の取り組み状況の説明。
４月から、特に仙ヶ岳登山道において、危険個所の応急修繕を実施した。
５月末までには、亀山７座の現状調査を完了する予定である。
現在までの現状調査の結果内容は以下のとおり。この情報は市ＨＰでも公表してい
くこととする。
①野登山表参道
②みつまた尾根
（仮称）

③仙鶏尾根

道幅広く安定した道。 特に危険な個所なし
みつまた群生地まで安心して利用できるが、群生地より上部
は、案内看板なく道迷いの可能性あり。崩落等危険個所なし。
やせ尾根、露岩、ガレ場が連続する尾根。案内看板あり。１ヶ
所崩壊箇所あり。

④仙ヶ岳南尾根

バリエーションルートと呼ばれ、登山の醍醐味があり展望もよ
いが登山経験を必要とし、技術的に難しいルートと呼ばれてい
る。固定ロープ、橋の老朽箇所がある。事故を伴う恐れあり。

⑤仙ヶ岳白谷

石谷川を渡渉する登山道。崩壊箇所もあり登山装備によって通
行困難な場合もある。登山用マークや案内看板が少ない。

⑥葺谷

上部は堆積土砂で覆われ登山道としては不向き。

⑦御所平

県境稜線で 1500ｍほど続き展望がよい。踏み足程度の登山道の
ため天候次第では方向性を失う危険あり。

③

④

⑤

情報共有ツールのお知らせ
1.Fix My Street.JP
登山道の状況を、登山者と行政が情報共有するツールとして４月１日から導
入した。
運用者を亀山７座トレイルネットワーク会議とするため、市との覚書等の整
理が必要。
2.地理情報システム
市の地図情報システムにおいても、亀山７座トレイルのコンテンツを公開し
た。このシステムはグーグルマップを使用しているため、３６０°カメラ等
を使用した写真データの投稿を行ってほしい。同システムはグーグルマップ
利用者から投稿された豊富な情報によって活用できるものであるので、協力
をお願いしたい。
仙ヶ岳アクセス道修繕について
土のう修繕の日程について
実施日：６月８日（土）９時から
集合場所：石水渓研修施設集合
参加者：石水渓観光協会
鈴鹿高校山岳スキー部 ８名
地域社会振興会
亀山市
その他
1.鈴鹿国定公園５０周年パンフレットの配布。
2.産業振興課森林林業Ｇからの報告により、仙ヶ岳南尾根コース周辺の森林は区
有林であり、最近でも同Ｇにより間伐をした。区有林であるため、特に許認可な
く伐採した木を使用して登山道の崩壊した橋の修繕を行えることがわかった。
なお、鈴鹿山系の土地の所有者、境界情報は同Ｇから得られるため、今後、案内
看板設置等の際には所有者特定は容易である。

次回開催日程について
日
時：令和元年５月２３日 １３：３０～
場
所：亀山市文化会館リハーサル室

第８回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会議事録
日時：令和元年５月２３日（木）13：30～
場所：亀山市文化会館リハーサル室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
鈴鹿高校山岳スキー部 戸田
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 水野（欠席）
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田・萩
○意見交換事項
① 仙ヶ岳アクセス道修繕について
1.日時：6 月 8 日（土）
・集合時間：９：００
・集合場所：石水渓研修施設（駐車場は研修施設南側）
参加者：石水渓観光協会
約５名 その他行事と日が重なったため出
席可能なメンバー約 5 名を予定。
鈴鹿高校山岳スキー部
９名 引率教員：中村先生
亀山市地域社会振興会
２名 野間、太田 軽トラック 1 台用意
産業建設部産業振興課
１名 村田副参事（ボランティア活動）
地域観光課
4名
合計
２１名
・準備物、借用物（車両）：2ｔダンプ 2 台、手袋、お茶
2ｔダンプ：廃棄物対策Ｇでパワーゲート付を借用
手袋、お茶：地域社会振興会で用意
・作業内容の確認：前回と同様にアクセス道で、土砂が流出し車両走行が困難箇
所に土のうを置き、登山者の車両が容易に通行できるように
補修を行う。
2.ボランティア保険加入のお願いについて
観光交流Ｇの予算でボランティア保険に加入します。
3.その他
・松本会長より、アクセス道の路肩崩落も見受けられるため修繕の検討をしてほ
しい。
・熱中症対策等で体調不良の方が発生した場合に、石水渓研修施設で休憩が行える
ように対策を行う。

② 登山計画書の取り扱い状況について
1.亀山警察署と協議内容について
5 月 15 日に亀山警察と協議を行い、登山届書の形式は問わないが三重県警の
登山届出書の内容は網羅した様式にしてほしい。また休日に遭難が発生した
場合でも、登山届出の情報が亀山警察でもわかるような体制にしてほしいと、
2 点の要望があり現在調整中です。
なお登山届提出方法については、登山者が市ホームページよりダウンロード
した登山届書をメール及びファックスでの受付を検討したが、メールでの受
付を行う事はセキュリティの面から現状では困難であるため、当面はファッ
クスでの受付のみで運用したい考えである。
2.亀山市ホームページ更新状況（登山道届出関係）
・警察との協議が終了次第、最新の登山届出書を市ホームページへ掲載する。
・その他・・鈴鹿高校山岳スキー部へ貸与してある 360 度カメラを使用し山頂等
で撮影した画像をストリートビュー等へ情報発信を進めてほしい。
③

登山道修繕計画及び取組状況について
1.標識のサンプルについて
・意見交換会までに標識サンプルを作成する予定であったが機器の不具合により
未完成となった。
道迷い防止の標識のほか危険を知らせる注意喚起をする標識も作成もしては
どうか？
・登山道調査概要に沿って登山専門指導員萩より報告。松本会長より石水渓研施
設等でも報告に表紙を付け、登山者が閲覧できるようにしてはどうかの意見を
いただいた。
・現状調査を実施した中で、トレイルコースとして活用できるか？【別紙推奨コ
ース一覧参照】
・登山道調査概要のとおり当初計画より現地調査も早期に終了できる見込みで、
登山者より「亀山 7 座トレイルマップ」の作成要望も多く伺うことから今年度
中にマップの作製を行う。

④

登山道活用プランについて
「亀山 7 座トレイル」登山道活用プランに沿った具体的な数値目標および実施計
画の評価を作成し、内容確認のうえ承認いただく。

⑤

その他 報告・連絡等
石水渓キャンプ場は、モンベルフレンドリーショップであるが、キャンプ場申し
込みの際には必ずモンベルの会員であるかどうか確認をしてほい。

⑥

次回日程について
日
時：7 月３日（水） １３時 3０分～
場
所：亀山市文化会館 2 階会議室

第９回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会議事録
日時：令和元年７月３日（水）13：30～
場所：亀山市文化会館会議室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
鈴鹿高校山岳スキー部 戸田（欠席）
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 大井
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田・萩
○意見交換事項
① 登山計画書の取り扱い状況について
1.亀山警察署と協議内容について
・前回意見交換会で提案した登山届様式で亀山警察・三重県警の承諾をいただいた。
・警察との情報提供の方法は、ファックスのみとする。電話での対応は行わない。
2.亀山市ホームページ更新状況（登山道届出関係）
・市ホームページに記載する「登山届」欄を承諾いただいた様式に変更し、7 月
10 日から運用する。
②

登山道修繕計画及び取組状況について
1.標識のサンプルについて
制作した標識を見本にして紹介。
2.登山道補修について
登山道補修記録に従い補修状況の説明を行う。
3.今後の補修予定
・今後は、仙ヶ岳南尾根ルートの補修を予定しているが、国有林内であるため
「亀山 7 座トレイル」の事業説明のため北勢森林事務所（本町）へ協議を行い
たいと考えるので、森林林業グループ村田ＧＬにご協力をお願いしたい。
➔村田ＧＬより 了解しました。連絡を取り日程調整等させていただきます。
・秋の登山シーズンが到来する 10 月までには、標識設置と登山道の修繕を進め
たい。

③

その他 報告・連絡等
〇森林林業グループ村田ＧＬより
先日の鈴鹿川等源流の森林づくり協議会において、「亀山 7 座トレイル」の
取組みを紹介したところ、協議会からもできる限り支援（特に人的支援を）
を行う事で意見が一致した。

〇萩登山専門指導員より
トレイル（市の事業）・・登山道、自然の道、舗装されていない道を意味する。
トレラン（トレイルランニング）・・山野を走る競技の一種をいう。山等を走
って縦走し、タイムを争う競技である。
市内の鈴鹿山系の山々は、急斜面・深い谷や崩落地も見受けられるため、
「トレイル」と「トレラン」の意味を間違えて山へはいる人、市が情報発信し
ているため軽率に山へ入る方が増加しないか、事故発生が増加しないか危惧
するところである、市ホームページ等でも十分な情報を発信してもらいたい。
〇観光交流グループより
・１１月ぐらいに石水渓研修施設を利用し、登山講習会と初心者向け登山ガ
イド等のイベントを行いたい。
・亀山 7 座パンフレットの作成中である
・尾崎隆氏の実家が売却されることから、尾崎氏が登山に使用し保管され
ていた登山道具は、歴史博物館において整理を行っていく。今後歴史博
物館・石水渓研修施設で展示予定である。
〇松本会長より
・今年度の遭難事故の発生状況は？➔消防大井より、今年度は遭難者の発生
はしていない。
例年は２～3 件の事案は発生しているところである。
〇振興会より
・モンベルフレンドショップとして、亀山 7 座トレイルの拠点施設である
石水渓キャンプ場で、モンベル製品の製品を販売し利用者（登山者）の
利便性を向上させたい。
④

次回日程について
日
時：令和元年 ９月 ２日
場
所：文化会館リハーサル室

13 時 30 分～

第 10 回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会議事録
日時：令和元年９月３日（火）13：30～
場所：亀山市文化会館リハーサル室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
鈴鹿高校山岳スキー部 戸田（欠席）
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 水野（欠席）
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田・萩
○意見交換事項
① 仙ヶ岳国有林地における標識設置及びはしご等危険個所の修繕方向性について
８月は台風や猛暑で現地作業は進まなかったが、９月以降は調査を進めながら現
地での修繕を実施することから、関係各位の協力をお願いする。
【国有林関係】
・7 月 24 日森林管理署（2 名）と合同で、特に危険な登山道の現地確認を行った
が、森林管理署は現地確認のみで補修の方向性はない。
・標識設置については、現在申請許可済みの国有林貸付申請の変更申請が必要。
・登山道修繕で、はしごなどに使用する木は倒木等を利用して行ってほしい。
【鈴鹿国定公園関係】
・国有林以外の山林では、所有者の同意を得て、国定公園を管理する県へ協議・
申請を行う。
県森林簿冊・森林計画図等から所有者情報が得られ、所有者によっては会長松
本氏の協力もいただける。特に坂下地区は森林林業Ｇが境界画定を進めていく
が、過去に森林地籍調査（Ｃ工程）が実施されているため所有者情報がある。
そのことから高畑山、三子山、四方草山周辺の情報は市でも有しているため調
査は容易と考える。
②亀山 7 座トレイルガイド作成について
・亀山 7 座を紹介するトレイルガイド（3,000 部）の作成中で、10 月 5 日の石水
渓まつりには配布できる見込みである。今回のトレイルガイドは、まず「亀山
７座」をテーマとしてＰＲしていくものである。ＨＰだけでなく紙ベースでの
発信がないと広く周知できないと考える。
・今後の亀山 7 座トレイルの紹介の取組としては、各山の登山ルート及び７座全
体をつなぐトレイルの楽しみ方を紹介するトレイルマップの作製をしたい。
・福祉部局から、健康マイレージの対象事業として選定された旨の連絡を受けて
いることから、今後は多くの市民が７座に入山する事が増加することも予想さ
れるため、基本的な案内としても今回のガイドマップは必要と考える。

③その他報告・連絡等
・ＦｉｘＭｙＳｔｒｅｅｔの運用状況（豚コレラ対策 消石灰の設置について）
ＦｉｘＭｙＳｔｒｅｅｔの運用状況の説明。
ＦｉｘＭｙＳｔｒｅｅｔはリアルタイムで場所・写真・内容を発信できるため
、情報発信ツールとしては有効である。８月からは、東海自然歩道・林道の
コンテンツも追加した。災害も含めた現場情報共有ツールとして有効である
ので、７座トレイルに関係なく各団体で活用できることがあれば、カテゴリ
ー追加で運用可能である。
上記、運用説明と同時に豚コレラ拡散対策の一環として、市内 9 か所の東海
自然歩道及び登山者用の消毒用消石灰を三重県が設置をした。
・鈴鹿川等源流の森づくり協議会との連携について（作業道の活用について）
高畑山周辺登山ルートとして、「ホンダの森」で設置した作業道を登山道と
して利用できないか？
〇森林林業グループリーダーより
・登山道の整備のために協議会から人的応援は見込める。また作業道を登山道と
しても利用できるかは、鈴鹿川等源流の森づくり協議会の中で協議したい。
また坂下地区周辺の山々は県の森林基礎情報のほか先ほどの境界画定事業で
土地の所有者が判明すると思われるので、標識等の設置時には利用してほしい。
・登山イベントについて
亀山 7 座トレイル事業の一環として非常勤職員登山専門指導員もみえること
から、亀山 7 座を利用した登山イベントの開催を検討中である。イベントには
安全な登山が行えるように講座を含めたい。今後は各地で開催する登山イベン
トを参考にしながら検討し 12 月開催を目指す。
〇地域社会振興会より
10 月 5 日に開催される石水渓まついりの開催案内と準備の協力依頼。
亀山市内と周辺のキャンプ場等のトイレ調査の結果報告。
（亀山７座トレイル保全活用プランではトイレの充実として、石水渓キャ
ンプ場のバンガロートイレの改修が求められている。）
〇登山専門員萩より
10 月 19 日（土）に亀山市が後援する「山登りベーシック塾」の実習登山の
会場に、鈴鹿峠自然の家を拠点に高畑山を利用した登山を行います。
④次回日程について
日
時：令和元年１１月 ５日
場
所：文化会館リハーサル室

13 時 30 分～

第１１回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会事項書
日時：令和元年１１月５日（火）13：30～
場所：亀山市文化会館リハーサル室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
鈴鹿高校山岳スキー部 戸田（欠席）
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 水野（欠席）
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田（欠席）・萩
○意見交換事項
① 仙ヶ岳登山道白谷コースの事故について
詳しくは、観光交流グループまでお問い合わせください。
問合せ先 ０５９５－９６―１２１５
② 登山イベントについて
・開催日時：講習日１１月２９日（金）関支所 １７時から
登山日１２月７日（土）９時から１５時（予定）
・登山場所：臼杵ヶ岳
・募集人数：１０名（先着順）
１１/５での申込状況報告：８人（男性６人女性２人）
登山当日のスケジュールを確認した。
③ その他 報告・連絡等
〇石水渓観光協会から
〇山岳スキー部から
〇地域社会振興会から
今年の石水渓屋内研修施設で 3 件の期間外利用の報告がありました。
〇森林林業グループから
熊の目撃情報があったことから、関係機関は十分な注意をお願いします。
〇消防署から
〇観光交流グループから
・標識の設置について
南尾根コース・白谷コース・安楽峠～鈴鹿峠まで縦走路に２５枚の標識を
設置。
・石谷川堰堤までの登山道修繕について
砕石を購入し登山道の補修を行いた。詳しくは次回の会議で決定したい。

・来年度の事業について
「かぶとの森テラス」キャンプ場とコラボした登山イベントの開催。
・11/9 に鈴鹿山系連絡協議会・亀山警察署・亀山消防と｢安全登山啓発活動｣
を仙ヶ岳入口の石谷川堰堤で行います。
④

次回日程について
日
時：令和２年 １月 ２２日（水）
場
所：亀山市文化会館リハーサル室

１３時３０分～

第１２回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会事項書
日時：令和２年１月２２日（水）13：30～
場所：亀山市文化会館リハーサル室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
鈴鹿高校山岳スキー部 戸田（欠席）
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 水野
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田・萩
○意見交換事項
〇 はじめに
令和元年度は、今後「亀山 7 座トレイル」を幅広く発信していくための基礎固めの
年度であった。そのなかで昨年末に第 1 回の登山イベントを開催し、参加者からは
好評であったことは大きな成果であった。また、会員が市民団体や企業等から構成
される鈴鹿川等源流の森林づくり協議会との連携を模索する中で、「亀山市鈴鹿川
等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例」の中でも、活用という観点で 7
座トレイルのかかわり方も明確になりつつあり、今年度 2 か月余り残すが躍進でき
た年であった。
①

②

令和元年度数値目標及び成果報告書
〇令和元年度数値目標及び成果報告については、
「２.登山道活用プランの２－２プラ
ンの概要」をご覧ください。
・登山講習会は 3 月にも予定するが、概ね一年の活動の成果については明確に
できるため、亀山 7 座トレイル登山道活用ネットワークとして、市に報告す
る内容を今月中に確認したい。
・登山道の現状（2019）の報告（経過報告）
登山イベントの報告
・安全な山登りを目的とした、登山イベントを以下のとおり開催しました。
11 月 29 日（金）講習日 12 名（参加者 9 名スタッフ 3 名）
12 月 7 日（土）登山実習 16 名（参加者 9 名スタッフ 7 名）
皆様にはお世話になりありがとうございました。。概ね好評であり、亀山 7 座に
魅力発信のきっかけづくりとしては、とても成果があったものと考える。また、
登山講習会参加者の中には積極的にＳＮＳに「亀山 7 座トレイル」を題にして情
報発信していただいており、知名度向上につながっている。多くのＳＮＳ投稿者
を閲覧すると、亀山 7 座の案内看板等も投稿されており、徐々に活動成果が表れ
ているのでないかと思われる。

※イベント開催報告について詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/seibun/chiikikanko/kankokoryu/docs/2019
121700018/
③

今後の活動について
・親子ハイキングの開催
2 月 15 日～3 月 7 日まで開催される「東海道のおひなさま亀山宿・関宿」に
合わせ、2 月 29 日（土）に関町の観音山を中心に親子ハイキング「子どもと
一緒に観音山に行こう」を開催します。２月１６日号広報に下記の概要で募集
記事が掲載されます。
〇参加対象者：小学生とその保護者
定員：10 家族
時間：9 時～12 時頃まで
関宿まちづくり協議会様から協賛をしていただき、２９日に開催される
「おひなさま市」へ出店する関宿まちづくり協議会ブースでの食事無料券
（参加小学生のみ）を配布予定です。
・仙ヶ岳アクセス道路の補修（重点箇所：石谷川堰堤手前カーブ）
大雨等で石谷川堰堤手前の道の痛みが著しいため、砕石を使用し道の補修を行う。
実施日時：2 月 20 日（木）雨天決行
・今後の検討課題として、堰堤に至る道路で路肩が崩れ危険な箇所あるが、
費用、施工部署等の調整で時間を要する。
➞（2.登山道活用プランの 2－2 プランの概要登山道 アクセス道路修繕の項目）

④ホームページについて
・亀山市のホームページで、地図情報システムの亀山７座トレイル登山道の
※

充実を図り、現地調査した登山道や、危険個所の写真を観覧できます。
また、亀山市地図情報システムは、グーグルマップをベースとしているの
で、グーグルマップの情報が増加すればより充実していくため、協力を願う。
※亀山７座トレイル登山道の充実内容：各登山道の難易度
登山道ごとの現地調査情報
危険個所等の位置及び写真
⑤

その他 報告・連絡等
〇石水渓観光協会から
3 月に次の要領でみつまたウォーキングを開催します。
開催日：3 月 15 日（日）、21 日（土）、22 日（日）、29 日（日） 計 4 回
参加費：大人 1,000 円 子供 500 円 お弁当・お茶・写真・軍手付き

コース：15、21、22 日は、石水渓屋内研修施設駐車場から新名神高速
連絡路下まで。ただし、「２９日は、みつまた群生地まで
※昨年の参加者は、合計１８０名でした。
〇山岳スキー部から
〇地域社会振興会から
石水渓屋内研修施設の開館期間延長について
行楽シーズンで利用要望が大きいため、1 か月延長したい。
例年：４月１日～１０月３１日にまで
令和 2 年度：4 月 1 日～１１月３０日までの、土曜日と日曜日を開館する。
土曜日は終日
日曜日は 10：00～15：00 まで
祝日や 3 連休時の対応等、詳細については今後市と協議します。
〇森林林業グループから
消石灰設置を数値成果に記入していただきたい。
3 月に高畑山へ植物の調査を予定している。
↑日程が決まり次第連絡ほしい（同行したい）。
〇消防署から
市ＨＰの地図情報システムの「亀山 7 座トレイル登山道」地図から座標で
検索できないか？遭難事故発生時、スマートフォンで遭難者自ら電話連絡が
入った場合、発信元の座標が特定できるため、システムの地図と合わせて迅
速な救助活動にも利用したい。
↓
地図情報システムは、グーグルマップをベースに作ってあるため、座標検索
に対応しているため、検索も可能である。また、システム画面上からも座標
情報は得られる。
〇観光交流グループから
④

次回日程について
日
時：令和２年 ３月 １１日（水）
場
所：亀山市文化会館東会議室

１３時３０分～

第１３回「亀山７座トレイル」登山道活用ネットワーク意見交換会議事録
日時：令和２年３月１１日（水）13：30～
場所：亀山市文化会館東会議室
○出席者 石水渓観光協会 松本会長
鈴鹿高校山岳スキー部 戸田（欠）
亀山市地域社会振興会 野間・大田
亀山市消防本部警防課 水野
亀山市産業建設部産業振興課 村田
亀山市生活文化部地域観光課
木田（欠）・萩
○意見交換事項
① 令和元年度の活動報告について
令和元年度の活動報告を市長に行いました。
②

登山イベントの開催（予定）報告
・2 月 19 日（土）：親子ハイキング 天候不良のため中止 参加申込者：5 組
・3 月 15 日（日）：筆捨山とその周辺の山々の登山
参加者 10 名（男性 7 人、女性 3 人、同行スタッフ 4 人、
地元協力 1 人）
・4 月 24 日（金）：読図講座 10 名予定 関支所
・5 月 10 日（日）：高畑山周回コース登山
・6 月 19 日（金）～21 日（日）：第 67 回東海高校総体開催
来年度も継続し登山道調査・安全対策行うが、活動の中心はイベント等を開催し
自然環境の魅力情報発信への活動となる。

③

登山道アクセス道路補修について
・2 月 20 日（木）仙ヶ岳登山口アクセス道路の補修作業を行いました。
参加者：12 人
砕石量：20.61 ㌧
引き続き来年度も継続して補修作業を実施していく予定です。
路肩の補修については業者と協議する。

④

その他 報告・連絡等
〇石水渓観光協会から
・みつまたウォーキングを予定とおり開催します。
開催日：3 月 19 日、21 日、22 日、29 日
〇山岳スキー部から
〇地域社会振興会から

〇森林林業グループから
〇消防署から
〇観光交流グループから
・令和 2 年度から三重県山岳遭難防止対策連絡会議に参加する。
事務局：三重県地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局 スポーツ推進課
参加団体：三重県をはじめ 11 団体
参加市町：いなべ市・菰野町・鈴鹿市・亀山市・松坂市・大台町
主な活動：県内での遭難等の事故を未然に防ぐため安全啓発活動を行う。
※情報収集と他団体の連携により、他市の参考事例も取り入れて今後の取組
に生かすため参加することとする。なお費用負担なし、事務局は県となる。
会長はスポーツ推進課長が担当し、参加する市は委員として加わる。また、
年 1 回開催される「夏山フェスタ」では、同協議会と山登り地図をスマート
フォン用アプリで提供する「ヤマップ」とのつながりもあるため、「ヤマップ
」が「山と街を巡る新しい旅の形」を提案する新メディア「環（たまき）」
プロジェクトの対象となるような取組も期待できる。
⑤

次回日程について
日
時：令和２年 ４月 ２０日
場
所：亀山市文化会館 東会議室

１３：３０～

