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田辺遭難対応委員会報告（１）田辺治君捜索支援金のお礼並びに詳細報告 

   

信州大学学士山岳会 会員各位 

 

先般、信州大学学士山岳会ホームページに田辺治君の捜索支援金に関し、会長名で皆様へ取り急ぎのお

礼を掲載致しましたが、改めまして詳細を以下にご説明致しますのでご覧下さる様お願い申し上げます。 

募金の実施から既に約 2 年が経過致しましたが、諸事情により詳細報告が大変遅くなりましたこと、

先の報告では詳細説明が不十分でありましたことを心よりお詫びいたします。 

尚、外部支援者各位には別途文書にて本内容を報告させて頂く予定です。 

   

2012（平成 24）年 8月 27 日 

信州大学学士山岳会 

田辺遭難対応委員会 

１．募金者（敬称略,50 音順） 

①外部支援者 

天城 敞彦、稲葉 英夫、今滝 郁夫、梅原 豊、大内 倫史、岡田ヨシオ、小見 栄一 

柏 澄子、神長 幹雄、川崎 浩史、栗秋 正寿、栗城 史多、黒川 サトシ、国分 リン 

小松 多治子、小松 由佳、佐藤 直子、志小田 美弘、茂木 美鈴、白沢 眞弓、新谷 暁生 

菅原 愛里、高橋 好輝、竹内 洋岳、田部井 淳子、田村 正勝、寺沢 玲子、飛田 和夫 

中井 晶子、野田 文子、橋本 しをり、春田 明朗、藤本 亘、藤原 昭生、松舘 正義 

松本 みき子、三善 信行、八木原 圀明、山口 百希、山野井 泰史        （計 40 名） 

 

②信大学士山岳会 

秋田 敬典、荒井 富夫、池内 寛幸、井関 芳郎、板谷 真人、伊藤 勇太郎、今関 貞夫 

岩津 よしゑ、牛山 寿宏、内田 健一、宇都宮 昭義、大木 信介、太田 忠志、大野 幸雄 

大安 徹雄、扇能 清、奥嶋 啓志、小根田 一郎、笠原 敬一、加藤 喜章、金子 鉄男 

川﨑 誠、河原 洋、菊池 宮人、岸本 俊朗、草野 徳光、小林 元紀、小林 盛男、駒井 浩 

小宮 良雄、近藤 幸夫、佐藤 邦彦、里屋 徹、澤田 克彦、塩谷 貞夫、柴田 武明、下田 章 

新谷 剛、高橋 雄治、滝沢 辰洋、田中 誠司、出島 五郎、寺田 恵子、伴野 達也 

豊田 浩太郎、中込 弥男、長島 妙子、中嶋 岳志、中邨 康文、西郡 光昭、西坂 孚 

野村 昌男、橋口 徹、長谷川 聡貞、日高 弘次、藤松 太一、保科 実、細川 和幸 

松尾 武久、松下 修也、松本 穂高、丸山 岳人、宮崎 敏孝、麦谷 水郷、武藤 一郎 

村上 純一、師田 信人、山内 哲文、山下 泰弘、山田 和彦、吉澤 範子、吉田 秀樹 

米倉 幸夫、渡部 光則                             （計 74 名） 

 

③信大文理東京同窓会（松尾経由） 

  

④信大学士山岳会サマ天 2011 残金（松尾経由） 
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２．捜索支援金の使途詳細（文中敬称略） 

 １）信州大学士山岳会としての捜索協力の経緯 

   2010 年 9 月 30 日、ダウラギリにて、田辺治ら 4名（日本プロガイド協会登山隊、隊長：田辺）が

登山中に雪崩により遭難し行方不明となりました。 

信州大学士山岳会（以下、学士山岳会と略）としては、今回のダウラギリ登山隊は日本プロガイ

ド協会としての隊であり、学士山岳会は全く係り無いものの学士山岳会ＯＢの田辺が隊長である事

により捜索に協力する事を宮崎会長（当時）、松尾（信大 60 周年事業の実行委員長、当時）が判断

致しました。 

この判断のもと、高所で捜索活動が可能な者として、又、本人自らの希望があった花谷を急遽派

遣し、2010 年 10 月 9 日～14 日の間、ダウラギリの遭難現場で捜索活動に参加させました。 

その結果につきましては、昨年の学士山岳会総会で花谷から直接、説明があった様に本田隊員を

発見したものの、田辺、他２名については有効な手がかりは得られませんでした。 

   これ以降の捜索活動は残念ながら、現場が 5000m の高所であり危険性を伴う事により計画されて

おりません。 

 

 ２）捜索費用、募金の経緯について 

遭難の報を受けた学士山岳会は、田辺のこれまでの当会への貢献に対して何もしない訳にはい

かない、当会の遭難対策基金や、60 周年事業の残金を使用してでも適切な者を現地に派遣する必要

があり、その経費は当会が負担する事等を宮崎会長と松尾で申し合わせを致しました。 

その後、遭難者の各団体が遭難支援金募金活動を開始すると同時に当会も当会会員に対し、学士

山岳会メーリングリスト「春寂寥」上で呼びかけ、募金を開始しまた。 

全体の捜索に当たっては、田辺のご両親様が捜索費用にと多額の支出をされ、この支出、並びに

保険にて捜索費用全体の殆どが賄われたと聞いております。 

その結果、当会より派遣の花谷の経費（交通費、プロガイドとしての休業補填）のみを本募金か

ら支出させて頂き（捜索に当たった日本プロガイド協会の角谷会長も当会ＯＢではありますが、角

谷会長の捜索は同協会としての捜索活動と考え、交通費・休業補填は行っておりせん。）、その他の

捜索費用そのものには支出しておりません。 

従いまして、募金は捜索活動全体に使用されることは無く、上記を差し引いた残金を田辺君ご両

親に、ご両親が支出された捜索費用の補填に提供を申し出致しましたが隊長としてのご子息の責任

が大きいということでご辞退されました。 

各団体の支援金もその所属の遭難者親族や関係者に対して使われ、全体の捜索費用に対しては供

出されてはいない様です。 

   本件も昨年度当会総会で関係者から報告があり承認されました。 

   上記の両ＯＢに対する当会の扱いがこれで良かったのか、再度、当委員会から直接、角谷、花谷

両ＯＢに個別に確認しましたが「既に了承、問題なし。」との事でした。 

 

 ３）田辺治君を偲ぶ会 

2011 年 1 月 29 日に名古屋で開催されました「田辺治君を偲ぶ会」は日本山岳会、東海山岳会など
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と合同で実施されたため、分担金やパネル作成費用を支出致しました。 

 

 ４）ご遺族への引き渡し 

   当会の募金の扱いにつきましては、「田辺治君を偲ぶ会」が終了した２０１１年当時、遭難現場へ

行き改めて捜索は出来なくても、ネパールにて何らかの確認活動を実施する可能性が有りと、その

扱いは保留となっていました。 

  しかし、募金して下さった方へ報告も無しに保留を継続する訳にもゆかず、理事会は、田辺遭難

対応委員会＊を 2011 年 11 月に発足させ使途の検討・報告を委任しました。 

  当委員会では、2011 年 12 月、2012 年 2（理事会メンバーと共に）、4 月と会合を持ち、今後の募

金の使途につき協議し、理事会とも相談致しました。 

  この間、追悼集作成、墓碑建立、ご家族をネパールにご案内し慰霊を行うなどの案も検討されま

したが、募金の趣旨があくまで捜索資金であった事と、ご遺族のご意向もあり、いずれも不適当と

判断致しました。 

  その結果、対応委員会としては、今後の高所での捜索活動が現実的には可能ではない事、田辺君

が生前最も気にしていた事を勘案するとご遺族（ご両親はご辞退されたので、奥様に）に全額お渡

しし、有効に使って頂く事が妥当と判断致しました。 

  その検討結果を学士山岳会理事会に答申し理事会の了承が得られましたので、今年 5 月末に、藤

松会長から奥様へ打診し受領の旨の回答がありましたので、209 万 7645 円を送金致しました。 

  尚、その後、奥様から藤松会長宛に礼状が送付されております。 

 

３．収支詳細 

  募金は当初、宮崎会長（当時）が管理されていたため、学士山岳会の一般会計へ入れて頂きました。

下記に明細をご報告致します。 

   

 項目 小計（円） 合計（円） 

外部支援者 40 名 403,000

信大学士山岳会 74 名 2,320,000

文理東京同窓会（松尾経由） 46,000

収入 

サマ天 2011 残金（松尾経由） 18,800 2,797,800

日本～ネパール航空券（花谷） 249,595

休業補填（花谷） 300,210

「偲ぶ会」分担金 100,000

「偲ぶ会」パネル 50,210

ご遺族へ送金 2,097,645

支出 

送金手数料 140 2,797,800

収支 収入合計（2,797,800）－ 支出合計（2,797,800）＝0（円） 
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４．部外者に対するお礼 

  信大学士山岳会の方には、ホームページ掲載（一部の方には郵送）にて報告とお礼に代えさせて頂

きますが、外部支援者（上記１．①）の方に対しては、本文書と同様な礼状を作成し、8月末には郵送

を予定しております。 

  つきましては、以下の方の姓名、所属、住所が不明ですので、もし、ご存じの方がおられましたら 

当委員会までお知らせ下さる様、お願い致します。 

 

岡田 ヨシオ、小見 栄一、黒川 サトシ、小松 由香、佐藤 直子、藤本 亘（敬称略） 

 

５．詳細報告追加 

 諸事情により本報告に記載出来なかった件につきましては、今年度の学士山岳会総会（11 月、於松本） 

で報告させて頂きます。 

以上 

 

 

＊田辺遭難対応委員会は田辺治君の遭難に関わる件の一切を処理するため、2011 年 11 月の学士山岳会総

会で承認された委員会です。委員は保科実（1986（昭和 59）理卒）、丸山岳人（1985（昭和 58）農卒）、

澤田克彦（1985（昭和 58）農卒）の 3名です。 

 


