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2020 年度 事業報告 

 

第 2 期執行部の初年度にあたる 2020 年度は、新型コロナウイルス感染拡大によ

り事業計画および活動計画遂行が大きく影響を受けました。 

運営分野では「山の日」啓発活動の全国的展開を担う組織の、基礎再構築を目指

しました。事務局 2 名、総予算 1900 万円あまりの体制での、全国的活動の展開は大

きな挑戦です。 

2021 年度では活動を一層進展させるために、資金手当およびボランティアベース

の人材確保が鍵となります。 

 

大分に於ける第５回「山の日」記念全国大会をはじめ、多くの「山の日」関連事業が

中止・延期となりました。多くのイベントが中止となる中後期には、やまなし山の日、名

古屋冬山フェスタ、松本山岳フォーラム等がリモートを活用して開催されました。 

本会主催の事業として、青少年自然体験活動推進をテーマにした第 5 回全国「山

の日」フォーラムを、地域活性化をテーマにした加賀市「山の日」フォーラムを予定し

ましたが、これらもコロナ感染拡大防止の観点からで中止としました。 

 

組織管理分野では、組織の基礎再構築に力を注ぎました。 

１．これからの本会の活動を支える大きな柱となる広報活動を見直し、8 月よりデジタ

ルを積極的に活用した広報活動を開始しました。12 月からは独自コンテンツの発信

を始めました。後半は 2021 年 6 月に予定される HP 全面リニューアルに向けての作

業に注力しました。 

２．創立以来間借りしての運営でしたが、10 月に新事務所へ移転しました。活動活発

化にともないスペース確保の必要性、また公益法人移行申請に際して自前の事務所

での運営が条件であることからの決定です。 

３．公益財団法人への移行を準備しています。本年 8 月の申請を予定しています。 

４．入会・寄付キャンペーンを 1 月より開始しました。テスト期間の位置付けで、振込

口座開設、事務手順確認、HP経由の申込手続き整備等を行ないました。本年 6 月

より本格的にキャンペーンを開始します。 

５．山岳振興基本法（仮称）の推進に向け、本年度前期末の提言提出を目標に準備

を進めています。 

６．内部運営の強化のため役員の方々とのコミュニケーションの向上、また賛助会員

の方々へ本会の活動の報告を図っています。 

 

2021 年 6 月 2 日 

一般財団法人全国山の日協議会 

理事長 梶 正彦 

 



2020 年度は、新型コロナウイルス感染拡大環境下にあり、組織の中核的事業「山の

日の趣旨の周知」を持続的に発展させること（事業）、およびそれを限られた人的資

源・資金的資源の中で展開していくための基盤の再構築（運営）に力を注ぎました。 

 

 

１．事業の目的 

 

昨年度に引き続き、定款に記載された本会の目的とする１２の事業を、つぎの５つの

事業分野に集約し実施いたしました。 

 

（１）「山の日」全国大会に関わる事業 

 【「山の日」全国大会】 

（２）児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 

 【たくましい子どもたちの育成】 

（３）山と自然を利用した、林野の利活用と水資源の保全に寄与する事業 

【森林と水資源の保全】 

（４）山と自然の事故・災害の防止を目的とする国土の利用、整備の事業 

【山と自然の安全と防災】 

（５）山と自然を利用した、地域社会の健全な発展に寄与する事業 

【地域振興】 

 

なお、各事業の実施にあたっては、上記の５つの分野が単体で展開されたもの、複数

の事業分野を包括して展開されたものがあります。 

 

また、これら事業の実施と並行し、運営体制の整備および強化、今後の活動を支える

組織構築のため、 

 

（１）広報メディアのリニューアル 

（２）公益財団法人への移行準備 

（３）山に親しむ機会を醸成するための法整備推進 

（４）事務局事務所の移転 

 

をおこないました。 

 

2020 年 10 日 1 日付け事務局事務所の移転に伴い、法人の所在地は、 

東京都新宿区四谷 2-10-5 八ツ橋ビル 301号室 

となりました。 

 



２．実施概要 

 

（１）「山の日」全国大会への参画とこれを継続するための周知事業 

 

■ 第５回「山の日」記念全国大会おおいた２０２０（大分県、２０２１年に延期） 

 

２０２０年開催予定で準備を進め

ておりましたが、コロナ禍により、

この翌年に開催される予定でした

第６回大会の開催県である山形

県と大分県と当会による調整の結

果、２０２１年に順延することとい

たしました。 

 

 

 

■ 第５回「山の日」記念全国大会おおいた２０２０ 

イベントガイド作成 PR 

 

２０２１年への順延が決定する前に、イベントガイド

が作成されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第５回「山の日」記念全国大会おおいた２０２１（大分県、２０２１年） 

 

８月２０日、第３回実行委員会が書面により開催され、延期による開催日程の変更、

およびそれに伴う事業計画（案）の変更が承認されました。これにより第５回「山 

の日」記念全国大会は２０２１年８月１１日〜１２日に開催されることが正式に決定い

たしました。 

１２月２１日には第４回運営委員会が大分県庁において開催され、式典等の開催仕

様の変更案および修正予算案が審議されました。 

 



３月２９日には第４回実行委員会の開催（都内）が予定

され、事業計画（最終案）、2021 年度予算案は承認さ

れました。 

 

これらの委員会での計画策定と並行して、県内外で大

会 PRのための各種催事が行われる予定でしたが、新

型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの催事

が中止となるなか、１２月２６日には名古屋で冬山フェ

スタ（講座受講者約７００人）が開催され、また３月６日

〜７日には大阪アウトドアフェスティバル（主催：テレビ

大阪、開催地：大阪府万博記念公園、来場者数３１，１

２５人）が開催され、実行委員会事務局によるブースの

出展によって周知活動を展開いたしました。 

周知活動についてはコロナ禍の影響を大きく受けるな

か、WEB 配信での広報イベントへの参画を通じて８月

１１日の大会の成功に向けて、各種調整と PR、そして

協賛の募集に力を注いでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第６回「山の日」全国大会（山形県、２０２１年） 2022 年に延期 

２０２０年６月月２日付けで実行委員会長により「開催延期の通知」が発信され、第６

回大会は２０２２年８月に延期し開催されることとなりました。 

２月１６日には第２回運営委員会が開催され、2021 年度事業（素案）および収支予算

（素案）の協議が行われました。 

 

 

■ 第７回大会（２０２３年）以降の開催地について 

「山の日」全国大会 開催基準要綱に基づき、先催県を除く都道府県に対して立候

補のご意向伺いを発信するとともに、超党派「山の日」議員連盟との連携を図り、また

全国知事会においても立候補のお願いを申し添えていただくよう調整を重ねていま

す。さらに現在の都道府県による開催地立候補制を見直し、より広く開催誘致が行わ

れるよう、開催基準要項の改訂などが検討されています。 

 

 

 



（２）広報活動事業・催事開催事業など 

 

【山の日マガジン発行】 

■ 山の日マガジン２０２０ 

国民の祝日「山の日」の周知と本会の活動を紹介することを目的に、４月８日に「山の

日マガジン２０２０」を発行いたしました。発行部数は５万部でした。 

媒体概要： 

冊子タイトル／山の日マガジン２０２０ 

趣旨／国民の祝日「山の日」の周知 

発行者／一般財団法人全国山の日協議会 

発行日／２０２０年４月８日 

判型・発行部数／B５正寸（182×257mm） 

全４０ページ 全４色 50,000 部 

配付先／全国山の日協議会賛助会員店舗店 

  頭、主催共催イベント、および山梨県、長野県 

栃木県、鳥取県など（発行に係る経費は協賛 

金と広告収入により賄われました。） 

 

 

 

【SNSを活用したイベント】  

■ ２０２０年７月２９日（水）〜８月１１日（山の日） 

祝「山の日」キャンペーン “みんなで「おひとりさま」全

国大会を開催しましょう！” 

８月の全国大会が延期になったため、その代わりに祝

日を盛り上げる催事として SNSを活用したフォトコンテ

ストイベントを開催しました。 

 

主催：全国山の日協議会 

会場：SNS開催 

形式：フォトコンテスト 

 

 

 

■ 新春「山の日」オンライン書初め大会 

２０２１年１月１日～１月１１日 

会場：オンラインにて開催 



2021 年新年早々に、インスタグラムを使った【新春「山の日」オンライン書初め大会】

を開催し、４５もの作品のご投稿をいただきました。全国大会開催県の大分県、山形

県をアピールするため、両県の協力の下、優秀賞の賞品は大分県産牛肉または山

形県産牛肉ギフト券としました。 

 

【優秀賞】             【優秀賞】           【審査員特別賞】 

『山川三角州』           『森林』             『山 山紫水明』 

 

 

 

 

 

 

 

【山の日恩恵賞】         【山の日親しみ賞】       【いいね！最多賞】             

『幸を求めて』         『みなとみらいと富士山』        『珈琲』 

 

 

 

【シンポジウム・イベント開催事業】  

■ ２０２０年 7月５日（日）〜６日（月） 

第５回全国「山の日」フォーラム（シンポジウム）  

 （コロナ禍により中止）  

（「たくましい子どもたちの育成」事業および「地域

振興」事業にも該当しています。） 

 

「青少年の自然体験機会の醸成」をテーマに、日

清食品ホールディングス株式会社の協力の下、長

野県小諸市の安藤百福記念 自然体験活動指導

者養成センターで、事例研究、推進のための法整

備について、課題の抽出を目的としたシンポジウ

ムを予定していました。 



■ ２０２０年１０月２５日（日）  

やまなしで過ごす山の日 トークショー 

主催：やまなしで過ごす「山の日」実行委員会 

（山梨県森林環境部総務課） 

協力：山梨大学山岳科学特別教育プログラム 

会場：ラザウォーク甲斐双葉（山梨県甲斐市） 

●体験講座 

山梨大学大学院山岳科学特別教育プログラムの先

生と学生さんによる「やまなしの山と自然、人のつな

がり」 

●トークショー 

山の日アンバサダーの野口健さんと小林千穂さん 

「やまなしの山とその魅力」 

「with コロナ時代の山や森林との関わり方」 

●ワークショップ 

木育キャラバン〜小枝で遊ぼう！ 

 

 

■ ２０２０年１２月２６日（土） 

冬山フェスタ（名古屋市） 

主催：冬山フェスタ実行委員会 

会場： ウインクあいち 

冬山初心者のための入門イベント「冬山

フェスタ」が初めて開催されました。 

講座には、山の日アンバサダーの角谷道弘さんや、萩原浩司さん、近藤謙司さんが

登壇しました。 

第５回「山の日」記念全国大会開催の大分県、第６回大会の山形県のＰＲ活動も行い

ました。 

https://www.chukei-news.co.jp/fuyuyama-festa/ 

 

 

■ ２０２１年３月２１日（日） 

第９回岳都・松本「山岳フォーラム２０２１ 

主催：岳都・松本「山岳フォーラム」実行委員会 

会場：長野県松本市 まつもと市民芸術館 

昨年度、新型コロナウイルスの影響で中止となっ

た岳都・松本 山岳フォーラム。今年度は会場へ

の入場制限をおこないながら、オンラインでの開

催をおこないました。 

テーマは、「コロナ過と山の未来を考える」。特別講演では登山界のアカデミー賞とい



われるピオレドール賞を３度受賞した平出和也氏を迎え、「未知と困難への挑戦」の

お話。またコロナ過で様々な影響があった登山関連の専門家を招聘し、課題と今後

の対策についてトークセッションを行いました。さらに、岳都松本の目指す山岳観光リ

ゾート象、松本市の課題、今後の方向性についてのトークセッションも開催しました。 

https://www.sangaku-forum.org/2021fourm 

 

 

■ 「山の日」に係るイベント等への後援、協力等 

コロナ禍により開催中止となる事案が多くありましたが、三密回避等、参加者の安全

に充分な配慮がされた仕様の催事について、共催、後援、協力をいたしました。詳細

は、末尾の【資料１】 主催・共催・後援・協力の事業 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３） 児童、青少年の健全な育成に寄与する事業 

 

■ 第５回全国「山の日」フォーラム（シンポジウム）  

（コロナ禍により中止）  

２０２０年 7月５日（日）〜６日（月） 

青少年の自然体験活動がより一層推進されることの契

機として、第５回全国「山の日」フォーラムを長野県小諸

市の安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター

にて開催する予定で準備を進めておりましたが、残念な

がら中止とさせていただきました。 

 

 

■ 東北の高校生の富士登山 

一般社団法人田部井淳子基金が実施している「東北の高校生の富士登山」（毎年７

月に実施）に対する後援を継続しています。 

 

 

■ トム・ソーヤースクール企画コンテスト入賞団体に対する継続的支援 

安藤スポーツ・食文化振興財団の実施するトム・ソーヤースクール企画コンテストで

安藤百福賞を受賞した社会福祉法人扶助者聖母会 星美ホームの「星美ホーム百名

山 海抜 0m からの挑戦」の活動に対して、山の日アンバサダーの近藤謙司氏を通

じて、子どもたちの自主性を尊重しながら次年度の計画に対してアドバイスをしてい

ます。 

このほか、青少年の自然体験学習の重要性と安全対策について、調査研究考案を

継続しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４） 山と自然を利用した林野の利活用と水資源の保全に寄与する事業 

 

■ ２０２０年９月２７日 

イヌブナ自然林現地講演会   

栃木県塩谷町 

主催 ふるさと高原山を愛する集い実行委員会 

共催 塩谷町 

 

霧が立ち込める状況ではありましたが、関係者のご

協力により無事に開催され、高原山のイヌブナ自然林のハイキングを通して、その豊

かな自然林の保全と利活用について考えました。 

 

 

■ ２０２０年１１月１１日 

「山の日」記念行事 木の里 西川林業地を訪ねて  

埼玉県飯能市 

 

一般社団法人全国森林レクリエーション協会が毎年主

催する「山の日」記念行事は、2020 年は埼玉県飯能市

の「木の里 西川林業地」で開催されました。 

井上山林の視察、そして講演が開催されました。 

講演：西川林業の歴史と西川材 〜ヒトと森林・生活と

木〜 

 

 

■ 「Forest Style ネットワーク」への参加 

林野庁では、山村の活性化に向けた「関係人口」の創

出・拡大のため、森林空間を健康、観光、教育等の多

様な分野で活用する新たなサービス産業を「森林サー

ビス産業」と位置づけています。 

人口減少・高齢化社会の到来を迎え、「地方創生」は政

府を挙げて取り組む喫緊の課題である中で、「林業の

成長産業化」とともに、豊かな価値を有する森林空間を

利用し山村地域の新たな雇用と収入機会を生み出すこ

とが期待される「森林サービス産業」が車の両輪となり、

山村振興・地方創生に向けて取り組まれることが期待さ

れています。 

本会ではこうした林野庁の呼び掛けに呼応し、森林空間の新たな利活用を通じた新

産業創出を目指した「“森林サービス産業～新たな森と人のかかわり『Forest Style』

の創造～”キックオフ・フォーラム」や、森林空間の観光分野での利活用促進を目指し



た「“森林資源を活用した観光”推進に向けたマッチング・セミナー」に参画するととも

に、関係各機関とともに、「Forest Style ネットワーク」に加盟し、2019 年の発足以来

継続してこのネットワークに協力しています。 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei/sangyou.html 

 

 

 

（５） 山と自然の事故・災害の防止を目的とする国土の利用、整備の事業 

 

■ MAPS事業 

登山道標のスタンダード構築に係る事業の一環として、公益財団法人 安藤スポー

ツ・食文化振興財団の協力を得て、MAPS（登山者自動位置確認システム）の実証実

験を、環境省および自治体の理解を得て、浅間山（長野県）、富士山（静岡県）、那須

岳（栃木県）で継続し、新たに大山（鳥取県）も加わり、さらに立山（富山県）、県境トレ

イル（群馬県）での設置も推進しております。 

実証実験では、主に登山者のスマートフォンと道標のモジュールの双方向通信機能、

登山者がキャリングした通過情報のサーバーへのアップロード機能について、ハード

ウェアとソフトウェアに不具合の検証を行っています。 

こうした検証実験作業で集積されたデータをまとめ、本邦における山岳道標のスタン

ダード構築へと関係諸官庁との協議・調整を進めてまいります。 

 

■ 山小屋支援事業 

国民が山と自然に親しむ際に、山小屋は単に宿泊施設という機能を超え、登山道整

備や遭難救助を担っています。このことから、コロナ禍で運営に厳しさを増す山小屋

を支援する事業に寄付を行いました。 

◎山小屋エイド基金 

https://motion-gallery.net/projects/yamagoya-aid 

◎山小屋支援プロジェクト 

https://readyfor.jp/projects/yamagoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６） 山と自然を利用した、地域社会の健全な発展に寄与する事業 

 

１）２０２０年１０月１２日 

鎌倉広町緑地を訪ねて 里山のありがたみ 〜住宅地に囲まれた大自然〜 

神奈川県鎌倉市 

北鎌倉の「鎌倉広町緑地」を訪ね、認定 NPO 法人鎌倉広町の森市民協議会の方に

お話を伺い、田んぼ、畑、池、湿地、散策路を案内していただきました。 

子供たちの自然体験活動や、お住いの方々が散策されている様子を拝見し、こんな

近くにこれほど豊かな緑地が存在していることの幸せを羨ましく思うと同時に、その維

持管理のご苦労に敬意をいだきました。泥だらけになって水を掛け合う子供たちがい

つか大人世代になった時に、きっとこの地で育ったことの幸せを感じ、また次の世代

へと引き継いでくれるでしょう。 

 

２）加賀市「山の日」フォーラム  

（開催中止 報告書発行） 

全国「山の日」フォーラムのシンポジウムでは

毎回、「地域振興」についてのパートとして「地

域おこし協力隊の活動報告」や「山と自然に関

連する仕事の創成」を設け、実際に各地域で

就労する事業者の方々、地域おこし協力隊の

方々から発表をしていただいております。 

特に「地域振興」にテーマを絞ったシンポジウ

ムを、２０２０年１１月７日に石川県加賀市で開

催する予定でしたが、コロナ禍により中止し、

登壇者の講演内容を報告書に取りまとめまし

た。報告書はホームページからご覧いただくこ

とができるよう準備を進めています。 

報告書の構成は次のとおりです。 

挨拶 ： 

「山の文化を未来につなぐ 山の日記念フォーラム in加賀」企画の背景と狙い 

全国山の日協議会 評議員 鹿野 勝彦  

(金沢大学名誉教授 文化人類学) 

報告１ ：鞍掛山と共に歩む里山の魅力作り ～未来へつなぐ地域づくりの活動～ 

滝ヶ原町鞍掛山を愛する会 会長 山下 豊 

報告２ ：若者たちに支えられて 

一般社団法人 おおづち 代表理事 二枚田 昇 

報告３ ：《深田久弥山の文化館》 のご紹介 

NPO法人 深田久弥と山の文化を愛する会 紋谷 友幸 

報告４ ：伝統を通じて過去と未来をつなぐ 

白山手取川ジオパーク推進協議会 メイ・スーザン 



３．山の日アンバサダー就任者について 

 

国民の祝日「山の日」の更なる周知の一翼を担っていいただき、併せて当会の目

的と社会的公益性を対外的にアピールして下さるキーパーソンとして、2021 年 3月

末現在で３３名の「山の日アンバサダー」にご就任いただき、本会の情報発信のサテ

ライト機関として「山の日」の趣旨と主催事業等の告知協力、そして催事を始めとする

広報活動への協力などにお力添えいただいています。 

2020 年度はホームページで「山の日アンバサダーリレーエッセイ」に、順次ご執筆

いただいています。 

      

石丸謙二郎     伊藤 伴    猪熊隆之     今井香子     桜花 

      

奥宮俊祐   加賀谷はつみ   片山右京    柏 澄子     角谷道弘 

     

工藤夕貴    久保田賢次    小林綾子    小林千穂      近藤謙司 

       

シェルパ斉藤    釈由美子     仲川希良     なすび     中村みつを 

     

貫田宗男      野口健     萩原浩司     花谷泰広    平井伸治  



     

藤田可菜    南谷真鈴     ヤマノススメ     四角友里     吉井省一 

     

Lama Gyalu   若村麻由美    渡部暁斗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．賛助会員に関する規程の改訂（事業展開のための財源確保） 

 

基本財産の運用から得られる運用益が少額であることから、展開しております各種

事業の財源を、オフィシャルパートナーの協賛金、そして会員の皆様に納めていただ

いている会費に求めております。 

事業の実施、事務局機能の維持のため、持続的な財源確保は重要な課題でありま

すため、賛助会員入会、オフィシャルパートナー就任については、尚一層努力し、会

費収入を増加させるために関係者にご協力をお願いするとともに、事務局においても

入会者を増加させる活動を行っております。 

そのようななかで 12 月 7日開催の理事会において「賛助会員に関する規程」の改訂

をおこない、個人会員の入会を促進するため、年会費を改定するとともに、個人賛助

会員枠を、【個人会員】【ファミリー会員】【ユース会員】の３種別としました（団体会員

に関しては改訂はありません）。併せてこれら改訂に対応すべくホームページからの

オンライン入会手続きのシステムを更新しました。また、今後、指定寄付金制度に該

当する団体となるための準備を速やかに進めてまいります。 

なお、現在オフィシャルパートナーとして、味の素株式会社様、日清食品ホールディン

グス株式会社様、株式会社マツモトキヨシホールディングス様、株式会社ゴールドウ

イン様にご協賛をいただいております。 

２０２１年３月末現在の賛助会員数は次のとおりです。 

団体会員については末尾の【資料２】 団体会員のご紹介をご覧ください。 

団体賛助会員 １２３団体・法人 

個人賛助会員 ２２０名 （うち３１名は新制度によるファミリー会員） 

また、多くの方々からご寄付をいただきました。2021/03/31時点での寄附額は

775,500 円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．評議員、理事、監事の紹介 

 

本会が設立された 2016 年 4月から理事長（代表理事）を務めておりました磯野

剛太の逝去に伴い、後任の理事長には尾形好雄が着任しておりました。その後、

2020 年度の最初に開催される理事会と評議員会をもって役員らの任期満了によ

り改選をおこない、現在の就任者は下記のとおりとなります。なお、2020 年度から

本会の評議員としてご尽力をいただいた羽田雄一郎様が、2020 年 12 月 27日に

逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 

【評議員 10 名】 

評 議 員   衛藤 征士郎 衆議院議員 超党派「山の日」議員連盟 会長 

評 議 員   今 井 通 子 医 師 NPO 法人森林セラピーソサエティ前理事長 

評 議 員   尾 上   昇  公益社団法人日本山岳会 元会長 

評 議 員   水 野 正 人 ミズノ株式会社 相談役会長 

評 議 員   尾 形 好 雄 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会専務理事 

評 議 員   鹿 野 勝 彦 金沢大学名誉教授 

評 議 員   丸 川 珠 代 参議院議員 内閣府特命担当大臣兼国務大臣 

超党派「山の日」議員連盟 幹事長 

評 議 員   武 田 健 二 コランダム・イノベーション（株）共同創業者取締役  

元理化学研究所理事 

評 議 員   青 柳 正 規 多摩美術大学理事長 元文化庁長官 

評 議 員   城﨑 建太郎 弁護士 

【理事 13 名 監事 2 名】 

会   長   谷 垣 禎 一 

副 会 長   安 藤 宏 基 

副 会 長   橋 本   岳 

副 会 長   務 台 俊 介 

副 会 長   小 林 政 志 

副 会 長   八木原 圀明 

理 事 長   梶   正 彦 （代表理事） 

常務理事   中 村   達 

常務理事   手 塚 友 惠 

理   事   加藤 銀次郎 

理   事   佐 野 忠 則 

理   事   三 木 健 一 

理   事   渡 邉 雄 二 

監   事   吉 川 正 幸 

監   事   長谷川 臣介 

 



【資料１】  主催・共催・後援・協力の事業 

 

行事名 開催期間 開催場所

1 中止 子どもクライミング体験教室 ４月４日（土） 長野県　安藤百福センター

2 中止 第33回べっぷ鶴見岳一気登山大会 ４月１２日（日） 大分県　別府市　鶴見岳

3 開催 アースデイ東京２０２０　オンライン開催 ４月１８日（土）～１９日（日） 東京都　代々木公園

4 開催

コロナに負けるな！ Never give up to COVID-19

「それぞれのエベレスト」

　＝　MIURAチャンネル・プロジェクト　＝

４月２３日（木）～５月２３日（土） 全国

5 中止 第２４回久弥祭 ４月２６日（日） 石川県　富士写ヶ岳　九谷ダム広場

6 中止 子どもクライミング体験教室 ４月２９日（水・祝） 長野県　小諸市　安藤百福センター

7 中止 黒岳山開き ４月２９日（水・祝） 大分県　黒岳　男池駐車場

8 中止 傾山山開き ４月２９日（水・祝） 大分県　傾山　九折越広場

9 中止 祖母山山開き ５月３日（日・祝） 大分県　祖母山

10 中止 神室連峰山開き・やまがた百名山「小又山」登山 ５月３日（日・祝） 山形県　最上町

11 中止 みんなでパール浅間を見に行こう！【月の入り編】 ５月８日（金） 群馬県　浅間牧場

12 中止
第３０回「みどりの感謝祭」

みどりとふれあうフェスティバル
５月９日（土）～１０日（日） 東京都　日比谷公園

13 開催 由布岳山開き祭　※関係者のみ開催 ５月１０日（日） 大分県　由布岳（由布岳正面登山道入口）

14 延期 両子山山開き ５月１６日（土） 大分県　両子山

15 開催 高原山山開き ５月１６日（土） 栃木県　高原山

16 中止 万年山山開き ５月１７日（日） 大分県　万年山

17 中止 第53回　津江山系釈迦連峰「山開き」　※神事のみ開催 ５月１７日（日） 大分県　スノーピーク奥日田キャンプフィールド

18 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in静岡 ５月２３日（土） 静岡県　グランシップ会議室９１０

19 中止 信州安曇野　北アルプスパノラマ銀座　山岳フェスタ２０２０ ５月２３日（土）～２４日（日）　(予定) 長野県　安曇野スイス村サンモリッツ

20 中止 タキタロウまつり（朝日連峰大鳥口山開き神事） ５月２４日（日） 山形県　鶴岡市

21 中止 皆生・大山 SEA TO SUMMIT２０２０ ５月３０日（土）～３１日（日） 鳥取県　米子市・大山町・日吉津村

22 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in大阪 ６月２日（火） 大阪府　エル・大阪

23 中止 ぐんま山フェスタ ６月上旬予定 群馬県　県庁、または県内某所

24 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in秋田 ６月６日（土） 秋田県　にぎわい交流館AU　３F多目的ホール

25 中止 ロングトレイルハイカー講座 ６月６日（土）～７日（日） 長野県　安藤百福センター

26 中止 第１９回ひろしま「山の日」県民の集い ６月７日（日） 広島県内１８市町１９会場

27 中止 くじゅう山開き ６月７日（日） 大分県　大船山

28 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in静岡 ６月１２日（金） 富山県　富山国際会議場

29 開催 やまがた百名山「西吾妻山」夏山開き（安全祈願祭） ６月上旬 山形県　米沢市

30 中止 朝日連峰山開き ６月上旬・中旬 山形県　小国町・朝日町

31 中止 第５回夏山フェスタin福岡２０２０ ６月２０日（土）～２１日（日） 福岡県　九州電力本社ビル４F「みらいホール」

32 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in福岡 ６月２０日（土） 福岡県　九州電力本社ビル４F「みらいホール」

33 中止 第８回夏山フェスタ ６月２７日（土）～２８日（日） 愛知県　愛知県産業労働センター　ウインクあいち

34 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in名古屋 ６月２７日（土）または２８日（日） 愛知県　愛知県産業労働センター　ウインクあいち

35 開催 月山神社本宮開山祭 ７月１日（水） 山形県　鶴岡市等

36 開催 鳥海山開山祭 ７月１日（水） 山形県　遊佐町

37 中止 飯豊連峰山形県側山開き ７月上旬 山形県　飯豊町

38 中止 第５回全国「山の日」フォーラム ７月５日（日）～６日（月） 長野県　安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター

39 中止 ロングトレイルハイカー講座 ７月１８日（土）～１９日（日） 長野県　安藤百福センター

40 中止 東北の高校生の富士登山２０20 登ろう！日本一の富士山へ ７月２１日（火）～２３日（木） 静岡県山梨県　富士山

41 中止 第６３回高頭祭 ７月２５日（土） 新潟県　弥彦山大平園地高頭仁兵衛翁寿像前広場

42 中止 第６７回弥彦山たいまつ登山祭 ７月２５日（土） 新潟県　弥彦山山頂（その後～弥彦神社～JR弥彦駅）

43 開催  「山の日」2020　応援メッセージ募集 ７月２９日（水）～１１日「山の日」 全国　オンラインイベント

44 開催 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク×DRUM TAO 魅力アップ フォトコンテスト 8月6日（木）～２０２１年1月11日（月・祝） 全国　オンラインイベント

45 開催 SNSでやまがたの「山の日」を発信しよう！ 8月8日（土）～1１１日「山の日」 全国　オンラインイベント

46 開催 「山の日」四方山祭りin上高地 ８月８日（土）～１６日（日） 長野県　上高地インフォーメンションセンター、ビジターセンター

47 延期 親子で楽しもう♪くじゅう九電の森 ８月８日（土） 大分県　くじゅう九電の森（由布市湯布院町川西）



 

 

48 中止 第４回糸魚川ジオパーク子ども登山教室 ８月９日（日）～１０日（月） 新潟県　蓮華温泉～白馬大池（往復）～蓮華温泉（泊）

49 中止 山の日イベントin谷川岳〈予定〉 ８月１０日（月・祝）〈予定〉 群馬県　利根郡みなかみ町湯桧曽

50 中止 森と水の夏まつり ８月１０日（月・祝） 山形県　県民の森森林学習展示館周辺

51 中止 森の夕べコンサート（仮称） ８月１０日（月・祝） 大分県　宇佐市院内町別当（岳切渓谷）

52 延期 第５回「山の日」記念全国大会inおおいた ８月１０日（月・祝） 大分県　別府市

53 延期 第５回「山の日」記念全国大会inおおいた ８月１１日（火） 大分県　九重町

54 延期 第５回「山の日」記念全国大会inおおいた ８月１１日（火）～１２日（水） 大分県　九重町　竹田市

55 開催 続・高原山の四季 写真データ＆コメントの募集 ２０２０年８月１０日～２０２１年８月８日 栃木県　高原山麓

56 縮小 第４回大崎上島「山の日」神峰山フォーラム２０２０ ８月１１日（火） 広島県　大崎上島開発総合センター大会議室

57 開催 ダイヤモンド浅間を見に行こう2020【日の出編】 ８月２９日（土） 長野県　黒斑山

58 開催 おおいたのジオパークフォトコンテスト2020 ９月～１１月３０日（月） 全国　オンラインイベント

59 中止 ロングトレイルハイカー講座 ９月５日（土）～６日（日） 長野県　安藤百福センター

60 中止 鳥海山 SEA TO SUMMIT２０２０ ９月１２日（土）～９月１３日（日） 山形県・秋田県　鳥海山

61 開催 逗子から富士山へ　海＆山　総距離110 km　の大冒険 ９月２１日（月祝）～１０月４日（日） 神奈川県・静岡県　逗子から富士山

62 開催 大人のトレイル歩き旅講座　第1回「植物の不思議な世界（秋の花編）」 ９月２６日（日）～９月２７日（日） 長野県　安藤百福センターおよび周辺トレイル

63 開催 イヌブナ自然林現地講演会 ９月２７日（日） 栃木県　高原山麓（イヌブナ自然林等）

64 中止 ロングトレイルハイカー講座 １０月３日（土）～４日（日） 長野県　安藤百福センター

65 中止 やまなしで過ごす「山の日」笠取山　親子トレッキングツアー １０月１０日（土）　台風１４号の影響で中止 山梨県　笠取山（甲州市）

66 中止 百万人の山と自然「安全のための知識と技術　公開講座」in愛知 １０月 愛知県　

67 開催 子どもクライミング教室 １０月１０日（土）、１１日（日） 長野県　安藤百福センター

68 開催 親子で楽しもう♪くじゅう九電の森　※8月8日開催予定延期分 １０月１１日（日） 大分県　くじゅう九電の森（由布市湯布院町川西）

69 開催 大人のトレイル歩き旅講座　第2回「シェフから学ぶソトゴハン（秋ごはん編）」 １０月１７日（日）～１０月１８日（日） 長野県　安藤百福センターおよび周辺トレイル

70 開催 親子で森づくり体験 in 高原山麓 １０月１８日（日） 栃木県　高原山　星ふる学校「くまの木」周辺の裏山

71 開催 親子で楽しもう♪くじゅう九電の森　※8月8日開催予定延期分 １０月１８日（日） 大分県　くじゅう九電の森（由布市湯布院町川西）

72 開催 子どもクライミング教室 １０月２４日（土）、２５日（日） 長野県　安藤百福センター

73 開催 くじゅうの恵みに感謝しよう！おおいた山の日応援プロジェクト 10月24日（土）～11月23日（祝・月） 全国　オンラインイベント

74 開催 やまなしで過ごす「山の日」トークショー １０月２５日（日） 山梨県　ラザウオーク甲斐双葉　ラザコート

75 開催 パール浅間を見に行こう！【月の出編】 １０月３１日（土） 長野県　黒斑山（トーミの頭）（約４,８KM）

76 開催 ダイヤモンド浅間を見に行こう！【日の入り編】 １１月１日（日） 長野県　浅間牧場（天丸山など）（約９KM）

77 開催 ロングトレイルミーティング １１月５日（木） 長野県　安藤百福センターの森の中

78 中止 山の文化を未来につなぐ　山の日フォーラムiｎ加賀 11月7日（土） 石川県　加賀市民会館大ホール

79 開催 求む。花の百名山根子岳での笹刈り助っ人（2020） 11月8日（日） 長野県　菅平高原国際リゾートセンター

80 開催 木の里　西川林業地を訪ねて～西川林業の見学と講演～ 11月11日（水） 埼玉県　飯能市市民会館小ホール

81 開催 高原山登山道のササ刈りボランティア募集 １１月１５日（日） 栃木県　高原山

82 開催 大人のトレイル歩き旅講座　第3回「山伏と歩く修験トレイル」 １１月２１日（日）～１１月２２日（日） 長野県　安藤百福センターおよび周辺トレイル

83 開催 大人のトレイル歩き旅講座　第4回「ソロで楽しむ山歩き」 １１月２８日（日）～１１月２９日（日） 長野県　安藤百福センターおよび周辺トレイル

84 開催 両子山登山会　※5月16日両子山山開き延期分 １１月２８日（日） 大分県　両子山

85 変更 第8回ロングトレイルシンポジウム
２０２０年１１月５日開催

新型コロナウイルス対策として無観客で実施
長野県　小諸市　安藤百福センター

86 開催  第９回大野山アウトドアふゆフェスタ２０２０ １２月５日（土） 神奈川県　山北町大野山山頂（標高７２３ｍ）

87 開催 大人のトレイル歩き旅講座　第5回「大地の見かたが変わるジオトレッキング」 １２月１２日（日）～１２月１３日（日） 長野県　安藤百福センターおよび周辺トレイル

88 開催 冬山フェスタ １２月２６日（土） 愛知県　名古屋市ウインクあいち

89 開催 Instagram新春「山の日」オンライン書初め大会 ２０２１年１月１日～１月２０日 全国　オンラインイベント

90 中止 第１9回トム・ソーヤースクール企画コンテスト　表彰式＆講演会（中止） ２０２１年１月13日（水）ビデオメッセージ収録 神奈川県　カップヌードルミュージアム

91 中止 ロングトレイルハイカー講座 ２０２１年２月６日（土）～７日（日） 長野県　安藤百福センター

92 開催 大人のトレイル歩き旅講座 ３月１３日（日）～３月１４日（日） 長野県　安藤百福センターおよび周辺トレイル

93 開催 里山学講義２０２１　これからの永続的な里山再生活動を考える ２０２１年３月２１日（日） 栃木県　塩谷町　星ふる学校「くまの木」

94 開催 第９回岳都・松本山岳フォーラム２０２１　オンライン開催 ２０２１年３月２１日（日） 長野県　信毎メディアガーデン

95 開催 オンライン講座　トレイル歩きのためのカラダをつくろう！ ２０２１年３月２１日（日） 長野県　安藤百福センターよりネット配信



【資料２】 オフィシャルパートナーおよび団体会員のご紹介  

１２３団体（うち法人は７６） 

 

 

■ オフィシャルパートナー：４社 

味の素株式会社 

株式会社ゴールドウイン 

日清食品ホールディングス株式会社 

株式会社マツモトキヨシホールディングス 

 

 

■ 特別団体会員（３口以上）：１団体 

日本勤労者山岳連盟    

                      

 

■ 団体会員（１口または２口）：４６団体 

大分県、岐阜県、栃木県、鳥取県、富山県、長野県、山形県、山梨県 （８県）                 

安曇野市、伊那市、大町市、小谷村、加賀市、上山市、川上村、甲府市、九重町、塩谷町、高山市、竹

田市、丹波山村、大山町、那須町、白馬村、早川町、松本市、山形市、遊佐町、米子市 （２１市町村）                             

International Society of Nature and Forest Medicine(INFOM)、岡谷商工会議所、 

上高地観光旅館組合、北アルプス北部山小屋組合、北アルプス山小屋友交会、 

国際山岳年プラス１０、西条・山と水の環境機構、JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD運営委員

会、高尾山森林マラソン実行委員会、立山山荘協同組合、谷川岳エコツーリズム推進協議会、チーム

山の日、超党派「山の日」議員連盟、東京山岳ガイド協会、飛騨山小屋友交会、ひろしま「山の日」県

民の集い実行委員会、本間家旧本邸（１７団体） 

 

 

■ 特別法人会員（３口以上）：１９社 

味の素株式会社、株式会社アドベンチャーガイズ、アルピコホールディングス株式会社、株式会社石

井スポーツ、ＯＭＣ株式会社、AUTHENTIC JAPAN 株式会社、 

キリンホールディングス株式会社、株式会社好日山荘、株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン、

株式会社ゴールドウイン、東海旅客鉄道株式会社、日清食品ホールディングス株式会社、公益社団法

人日本山岳会、公益社団法人日本山岳ガイド協会、日本山岳救助機構合同会社、公益社団法人日本

山岳・スポーツクライミング協会、株式会社マツモトキヨシホールディングス、株式会社モンベル、株式

会社ランドウェル 

 

 

■ 法人会員（１口または２口）：５７社 

株式会社アド・アバブ、アルパインツアーサービス株式会社、イワタニ・プリムス株式会社、学校法人イ

ンディアインターナショナルスクール学園、インフカム株式会社、株式会社エイアンドエフ、株式会社エ



イ出版社、株式会社エスエスケイ、奥飛観光開発株式会社、カリマー インターナショナル株式会社、

株式会社カンセキ WILD-1、関東自動車株式会社、キーン・ジャパン合同会社、京王電鉄株式会社、

学校法人国際自然環境アウトドア専門学校、 一般財団法人自然公園財団、株式会社下野新聞社、

公益財団法人全日本スキー連盟、株式会社総合サービス、高尾登山電鉄株式会社、株式会社タンタ

カ、大東カカオ株式会社、株式会社中部経済新聞社、国立大学法人筑波大学山岳科学センター、株

式会社テレビ松本ケーブルビジョン、有限会社徳澤園、株式会社トップ・マーシャル、株式会社トラベル

ギャラリー、株式会社ナカニシヤ出版、一般社団法人日本アルプスガイドセンター、公益社団法人日本

環境教育フォーラム、一般社団法人日本山岳検定協会、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式

会社、一般社団法人日本秘湯を守る会、特定非営利活動法人日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラス

ト、日本費用補償少額短期保険株式会社、公益社団法人日本プロスキー教師協会、特定非営利活動

法人日本ロングトレイル協会、株式会社 finetrack、特定非営利活動法人深田久弥と山の文化を愛す

る会、富士急行株式会社、株式会社フジドリームエアラインズ、星野工業株式会社、株式会社ボルテ

ージコミュニケーションズ、株式会社毎日映画社、株式会社毎日企画サービス、MAMMUT SPORTS 

GROUP JAPAN 株式会社、株式会社ミウラ・ドルフィンズ、ミズノ株式会社、ミレー・マウンテン・グルー

プ・ジャパン株式会社、株式会社ヤマップ、株式会社山と溪谷社、一般社団法人山と水と緑の会、山梨

大学山岳科学特別教育プログラム、槍ヶ岳観光株式会社、雷電株式会社、株式会社ラジオグラフィー 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒160-0004  東京都新宿区四谷 2-10-5 八ツ橋ビル 301 号室 

TEL 03-5315-0652  FAX 03-5315-0653 

メール office@yamanohi.net  Website https://www.yamanohi.net 
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