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パーティスタッフの役割について 

                                        2019.2.16 丹沢トレッキングクラブ 

１．役割（任務） 

◆山行計画立案者 

・自分たちの力で充分に登れ、かつ魅力ある山・コースを目標として設定する。また

ＣＬを担当する立場に立って、山行に参加するメンバーの安全を最優先に計画立案

する。 

◆ＣＬ 

・その山行に参加するすべてのメンバーの安全を最優先に判断・行動する責任者。 

(計画実行・報告書作成の各段階における指揮命令者・責任者） 

・充実した山歩きを行ったうえで、パーティーのメンバー全員を無事 に下山させる

こと。 

  ※ ＴＴＣのリーダーは単なる案内人ではない。山の会の山行は、メンバー全員でその

山行を成し遂げることが本来のあり方。 

◆ＳＬ 

・ＣＬを補佐し、パーティーを安全に下山させること。 

      （ＣＬ不在時、または機能しなくなった場合の代行者） 

◆会計 

  ・山行中に発生する会費の集金や代金の支払いを行ない、それを記録に残す。 

◆救護 

  ・救護袋を持って行き、体調不良者や怪我人が出た場合に救護袋を提供し回復の 

手助けや応急手当の手助けを行う。 

◆写真 

  ・メンバーの様子やビューポイント等をカメラに収め、後日会員に公開する。 

◆班長 

・各班のリーダーである。班のまとめ役として、班員の体調管理、山行技術･装備・

マナー等に対する指導及びアドバイスを行う。（山行初心者の育成） 

 

２．具体的な仕事 

◆山行計画立案者 

〈計画立案段階〉 

 山行計画を立案する上で最も重要なことは、想定される危険やトラブルを事前に予測

し、そのリスクを可能なかぎり軽減し、また行動中に困難に遭遇してしまった場合で

あっても、迅速、的確かつ柔軟に以後の行動計画を修正して、メンバ全員を安全に下

山させることが可能な計画を立案することにある。とくに、長期にわたる縦走、積雪

期や冬期、岩場や沢遡行等の危険や困難が伴う山行（ＴＴＣ山行レベルで概ね★★★

以上）では、これらのリスクマネ－ジメントが何処まで出来ているかで、計画の安全

性の高さが左右される。完成度の高い計画を立案するためには、相当の経験と知識が
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必須であるが、それと同時に計画立案に先立っての情報収集が重要である。具体的に

は、過去のＴＴＣ山行計画･実施記録、ガイドブックや地図(地形図)の読み込み、NET

に掲載されている信頼できる山岳組織の山行記録類、地元自治体、県警や山小屋等が

発する情報等を収集･研究することである。また、立案段階で、経験豊富でスキルの

高い先輩メンバに指導やアドバイスを仰ぐのも有効である。 

①山行計画を立案する。（想定されるリスクの回避・軽減対策を含んだ安全 

登山最優先の計画の立案。エスケープルートの確認）。中高年主体のメンバの体力を考

え、常に余裕のある行程で立案するのが安全登山の基本である。例えば、夏の 3000m

級高山を天幕縦走する場合、一日の行動時間は 8 時間以内に留めるのが理想で、最大

でも 10 時間を越えない範囲で、設定するのが望ましい。 

②交通手段･宿泊先等の交渉・手配等を行う。帰路の交通手段は座席予約をしないで済

む場合は自由席とするなどして、計画の柔軟性を確保する。航空機利用など、どうし

ても座席予約等が必要な場合は、下山予定時間から出発まで、出来るだけ時間的余裕

を持たせる。長期縦走山行等の場合では、下山後に 1 泊する等の余裕を持たせること

で、安全性が飛躍的に向上する。また、レンタカ－利用山行の場合は、予めドライバ

の都合を確かめ､運転とレンタカ－の手配を依頼する。 

③山行内容や危険度・レベルの情報を共有し、参加資格を明確にする。 

 

＜TTC 主催山行の山行レベル設定のガイドラインから抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
星による
レベル表示

言語による
レベル表記

1日当たりの設定歩行時間

の目安

累積標高差の目安
(登り/下り同一の場合)

1 ☆ / 0.5 ウォーキングレベル 2.0時間未満 <300ｍ

2 ★ / 1.0 軽いハイキングレベル 2.0以上～3.5時間未満 300～550ｍ

3 ★☆ / 1.5 通常のハイキングレベル 3.5以上～4.5時間未満 550～750ｍ

4 ★★ / 2.0 一般向け登山 4.5以上～6時間未満 750～900ｍ

4 ★★☆ / 2.5 やや健脚向き登山 6以上～7.5時間未満 900～1200ｍ

5 ★★★ / 3.0 健脚向き登山 7.5以上～9時間未満 1200～1500ｍ

6 ★★★☆ / 3.5 かなり健脚向き登山 9以上～11時間未満 1500～1800ｍ

7 ★★★★ / 4.0 相当健脚向き登山 11時間以上 >1800ｍ

8 ★★★★★ / 5.0 熟達者向き
 難易度・危険度.体力度が相当以上に高い山行

  （沢遡行岩稜のバリエ－ションル－ト、厳冬期積雪登山等）
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〔★★★以上の山行申し込みガイドライン（要約）〕 

(1)新規入会メンバー 

①TTC 主催の★～★★☆の山行に５回以上(★★以上参加２回以上)参加。 

②世話人会において、上記 1 項と同等以上の実力と認められた場合。 

(2) 1 年以上休会のち復会、または 1 年以上 TTC 主催山行に不参加のメンバー 

①直近 6 ヶ月以内の★以上～★★☆の山行に３回以上(★★以上１回以上)参加。 

②世話人会において、上記 1 項と同等以上の実力と認められた場合。 

※ 山行計画に参加資格の条件が記載されている場合はこれを優先する。 

※ 1 年以内の★★★以上の山行において、体調不良等によりパーティーの行程 

に著しい影響を及ぼした事があると認められるメンバーの参加可否について 

は、世話人会において検討して山行参加に不安があると判定された場合、 

その旨メンバーに勧告する。 

 

 

④TTC 所定の書式に則って作成した山行計画書は計画係チェック担当者へ送付する。

⇒計画係チェック担当は安全登山等を主にチェックを行ない、不備があれば計画担

当者にフィ－ドバックして手直しを行う。安全審査に合格した山行計画書は、チェ

ック主担当がメンバ全員に電子メ－ル添付で配布する。（安全登山審査） 

⑤例会で山行計画の提案説明を行なう。（山行提案） 

⑥山行募集を行なったあとにスタッフの指名・依頼を行なう。（山行募集） 

※立案者がＣＬを勤めるのが望ましいが、諸般の事情で、立案者とＣＬが異なる場合

は、必ず両者間で十分な引継を行なうこと。 

・ＣＬ担当者は立案者から特徴的な内容や注意点を引継ぐ。 

  また、計画書に充分目を通し不明な点があれば立案者に確認を行う。 

 

◆ＣＬ 

＜山行実施に向けて＞ 

①計画変更は世話人会の承諾を得る。但し、ゆった~り山行はゆった～り山行計画幹

事の承諾を得る。（計画変更）  

②募集締め切り後の参加者の追加・キャンセルについてはＣＬが受付する。 （参加

者追加変更） 

③参加者名簿を作成し、全員に配布する。 

④登山届は、事前に、(a)当該山域県警のホ－ムペ－ジから所定の届出様式に必要事項

を記入して届け出る。(b)所轄警察署に登山届を郵送する。あるいは、登山開始前に、

(c)登山口の現地派出所、登山指導所、登山案内所等、あるいは登山口に設置されて
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いる登山届ポストに登山届を投入する。なお、下山届を必要とする山域の場合は、

下山口設置の登山届ポスト等に下山届を提出する。また、長野県、岐阜県、富山県

等の特定の山域に登山する際で、登山届の提出が義務化されている場合は、その定

めに従うこと。 

⑤実施日が近づいたら、予約してある山小屋の宿泊予約（日時、人数、宿泊料金、朝食

及び夕食時間、昼食提供の有無、飲料水の提供条件等）の確認、タクシ－等を予約し

てある場合は予約状況や乗車人数等の確認、アクセス道路や路線バスの運行状況、登

山道の整備状況、道迷いしやすい場所や残雪状況（アイゼン等の装備の要否）の確認、

無人小屋や天幕利用の場合は、当該自治体に電話するなどして、情報を収集･確認し、

必要に応じて参加メンバーへ連絡する。（必要に応じて計画変更をＳＬと検討・協議

し参加メンバーと世話人へ通知・報告する） 

⑥山行実施可否について最終判断を行い参加者及び全員へ通知する。 

（必要に応じて、ＳＬと相談） 

⑦TTC では安全対策の一環として、基本的にどの山行においてもツェルトを持参する

ことを推奨しており、例会時あるいは事前の山行時にツェルトを受取って、CL もし

くは CL の指名者がツェルトを持参できるように手配する。 

 

＜山行中＞ 

①ツェルトを持参する(適任者を指名し、ツェルト持参を依頼してもよい)。 

②山行届を提出する。 

③参加メンバーの体調をチェックする。 

④パーティーのオーダー（歩く順番）を決定する。（特にトップとラストの指名） 

・トップの役割：ルートファインディング（正しいコースを見つける技術）と適切

な歩行ペース設定 

・ラストの役割：遅れ者、不調者などがいないかなどのチェック適切なペースかの

確認とトップへの指示・連絡 

⑤コースタイムの記録を行う。（あるいは、記録担当者を指名する） 

⑥状況に応じてコースを変更したり、山行中止の判断をする場合はＳＬと相談し、ま

た参加者の意向を聞いて決定する。 

⑦アクシデント等の不測事態へ対応する。 

⑧現地の山小屋や交通機関等との渉外担当を務める。（会計と相談） 

⑨会計担当から提出された収支報告内容に間違いや問題が無いかどうかチェックし、

問題が無いことを確認する。その後、会計担当から参加者へ会計報告を行なう。 

＜山行後＞ 

①TTC メンバ全員に対して帰着報告を行う。 

②山行記録を作成する。なお、山行記録作成を他のメンバに依頼した場合においても、

ＣＬがその内容を最終的にチェック､確認することにより、山行記録の記載内容はす

べてＣＬが責任を負う。 
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（山行記録は会の財産。後の山行の非常に有益な参考資料） 

③写真担当者が作成したホームページ掲載用山行アルバム原稿の記載内容に不備や

不具合がないことを確認し、問題が無ければ掲載を承認する。 

（アルバム作成の進行管理及び掲載内容の責任者） 

④会で山行記録を報告する。 

⑤安全に係わる事態が発生した時、インシデント報告書、アクシデント報告書、ヒ

ヤリハット報告書等を速やかに作成して世話人会に提出する。また、メンバの怪

我や事故発生により、山岳遭難保険やスポ－ツ保険の保険金請求に伴う事故報告

書等の提出が必要になった場合は、責任をもって速やかに対応する。 

 

◆ＳＬ 

＜山行前＞ 

①ＣＬのサポート役を務める。（相談相手、協力者） 

②ＣＬの指示に従い、ＣＬの役割を分担して担当する。 

＜山行中＞ 

①ＣＬの指名により、トップまたはラストを担当する。 

②遅れ者、不調者などがいないかをチェックする。 

③ＣＬの指示により、具合が悪くなり、列を離れたメンバーに付き添う。 

④ＣＬがその任に果たせなくなった場合や、やむを得ない事情でパ－ティー 

を 2 分割する際、当該パ－ティーの指揮者を担当する。 

＜山行後＞ 

①ＣＬの指示に従って、記録作成等を分担あるいは協力・サポートする。 

 

◆会計  

＜山行前＞ 

 ①ＣＬが収支予算表を作成している時はあらかじめ資料を受取り、実績等の 

追記がし易いように加工する。（費用の項目が少ない場合は収支予算表の 

作成は無い） 

 ②ＣＬの指示に従い、あるいはＣＬやＳＬに協力して、利用する列車や長距離バス等

の乗車券・特急券・座席指定券、並びに、航空券の予約手配、購入代金支払い、発

券された乗車券等の保管･管理等を担当する。 

＜山行中＞ 

①参加者から集金するタイミングはＣＬと確認してから集金を行う。班長がいる場は 

班長が各班の集金係を行い、班長から班毎に参加費を受取る。 

参加費が高額になる場合は分割で行う場合が多い。なお、集金した現金の保管・管 

理並びに費用の支払い等の管理は会計係が責任を持って実施する。 

②必要に応じて費用の支払いをまとめて行う。領収書等は保管。 

③発生した入出金の記録を収支予算表に行う。あるいはメモを残す。 

④費用が確定したらＣＬに報告して、承認を得た後に参加者へ会計報告を行なう。 

参加費は 100 円単位を目安とし端数はカンパ金とする。 
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＜山行後＞ 

 ①会計報告の資料を整理しＣＬへ送る。項目が少なく確認済の場合は山行当日に会計

資料をＣＬへ渡しても良い。 

 ②カンパ金は例会の時などにメモを付けて、現金で会計係に手渡す。 

 

◆救護 

＜山行前＞ 

①例会の時や事前の山行の時に救護袋を受取る。事前に受け取れず 山行当日に 

受取る場合は当人と直接確認を行う。 

②救護袋のリストと入っている内容が合っていることを確認する。 

 不足している場合や破損している時は救護袋管理係へ連絡する。 

＜山行中＞ 

 ①当日、救護袋を持って行く。（場合によっては現地で受取る） 

 ②怪我や体調不良の人が出た場合には救護袋を活用し必要な処置や手助けを行う。 

（可能な範囲で） 

＜山行後＞ 

  ①救護袋は例会の時に救護袋管理係へ返却する。既に次に使用する山行が決まってい

る場合はその救護担当者へ渡す。    

②もしも使用したものがあれば救護袋管理係に報告し補充を依頼する。 

 

 ◆写真 

＜山行中＞ 

①写真を撮る為のカメラを持って行く。 

 ②写真を撮る場合は必ず立ち止まり安全な状態で撮ること。 

＜山行後＞ 

①Web アルバム等を利用して、少なくて山行参加者全員並びに世話人、あるいは TTC

メンバ全員に写真を公開する。 

 ②ホームページ掲載用の写真アルバム原稿を作成する。アルバム原稿作成は、下記の 

作成マニュアルを参照。 

③ＣＬに写真アルバム原稿を送付し、内容に不都合や不具合がないことを確認しても

らって、掲載承認を得た後ホームページ運用係へ送付する 

 ＜関連規定類＞ 

・HP 掲載用写真アルバム作成マニュアル 

・ホームページ用写真貼付けマニュアル 

 

◆班長 

＜山行中＞ 

①班メンバーの姿を確認し、不調者がいる場合にはＣＬ、ＳＬに連絡する。 

②危険箇所では、声を掛け合い、注意を喚起して進む。 

 （山行技術･装備・マナー等に対する指導及びアドバイス（山行初心者の育成）） 

③集合時の点呼・メンバー確認を行う。 

④山行費用の各班の集金係を担当し、会計へ渡す。 
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〔リーダーの条件〕 

・山の経験があり、登山技術に優れ、統率力があり、責任感が強く、 

メンバーに信頼される人。 

・危険を素早く正確に予見し、安全登山最優先の判断・行動が素早く 

確実に取れるリスクマネ－ジメント能力に優れた人。 

 

〔リーダーの責任〕（責任の重い順） 

①商業登山のリーダー（ツアー登山、ガイド登山） 

②子供など未成年などを引率する登山 

③山岳会の会員外向けのオープン山行 

④山岳会のメンバー登山 （原則としてリーダーに法的責任は生じない） 

〔故意または重大な過失による事故の例〕（行ってはならないケースの例） 

①登山をするには危険と思われる天候の変化を予測できたのに、強行して遭難した。 

②メンバーが雨具を持っていない事を承知していたのに雨の中を出発した。 

③メンバーの装備の不備(ヘッドランプ、水、食料、防寒着などがない)を 

知っていながら山に入った。 

④メンバーの力量不足または体調不良を知っていながら、無謀なルートに 

連れて行った。 

⑤雨による増水が予測できたのに河原にビバークしていて流された。 

⑥特に危険が伴う登山である場合、その事を事前にメンバーに知らせ 

なかった。 

 

※リーダーとしての技量がないのを知っていながらリーダーを 

させて事故が起こった場合、リーダーをさせたＴＴＣそのもの 

にも責任は発生するものと考えられる。 

 

 

ＴＴＣでは、誰が判断してもリーダーに明白な過失がある場合(刑事責任を問われる

等)を除いて、山行中に発生した事故は当該メンバーの自己責任を基本としつつ、互助

精神に則り、メンバー全員の合意のもとに誠意ある解決策を見出すものとする。 

（ＴＴＣが非営利の山岳同好会であり、世話人全員による共同執行体制であることに

鑑み、リーダーに賠償責任等を負わせることは適切ではない） 

参考資料 

 


