
      

       平成21年度 自然・登山ガイド 職能資格検定試験の案内 

 

                   社団法人日本山岳ガイド協会 

 

 

１． 自然・登山ガイド 職能別資格検定試験の流れ 

 

●一次試験受験申請書の受付 

申請書類一式を、郵送にて、社団法人日本山岳ガイド協会事務局宛送付することにより受付けます。 

郵送でのみ受付をします。試験日の２週間前までに必着。簡易書留で送ってください。 

申請に必要な書類は、資格ごとに異なりますのでご注意ください。 

 

● 受験票の送付 

受験票は試験日の一週間前に、受験番号、受験会場を記して送付します。試験日の５日前までに受験票が届かな

い場合は、事務局にご連絡ください。 

 

●一次試験の実施 

  ・筆記試験  ：   

第一回目  平成２１年０６月２８日（日） 

           第二回目  平成２１年１１月１１日（水）平日開催 

 

●一次試験合格者発表（合否通知） 

  試験日の翌月末日までに合否通知書を送付します。 

  合否通知書が届かない場合には、事務局にご連絡ください。 

 

●二次試験の申し込み、二次試験の実施 

  資格（職能区分）ごとに実技検定試験日程が違いますのでご注意ください。実技検定科目ごとに別の書式で申し

込みが必要です。 

  申し込み締切日を厳守してください。 

  二次試験の要項は、一次試験合格者宛に追ってご案内します。 

  二次試験受験手続終了後、試験開催日の１週間前までに実技検定試験集合案内を送付します。 

 

●二次試験合格発表（合否通知） 

  各実技検定試験終了日より約１ケ月後に合否通知書を送付します。 

  合格の場合、各科目の合格証有効期限は発行日から３年間です。 
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  実技検定試験不合格の場合には、次回以降同科目を再受験できます。また、各科目の合格証有効期限が過ぎた方

は、その科目の再受験が必要になりますので、予めご注意ください。 

  養成指導者による検定免除申請は随時受け付けますが、受付後に最初に開かれる検定審査委員会において免除審

査を行いますので、免除通知書の発行は不定期となります。 

 

●全科目合格 

  希望資格（職能区分）における全ての科目を合格しますと、ガイド資格認定通知書を発行します。認定通知書受

給者でガイド業務を行う方は、本会正会員団体に入会し、正会員団体を通じて本会会員申請手続きを行います。

正式入会後、本会よりガイド資格認定証（本会正会員証）およびガイドバッジを付与します。 

  既に本会正会員である場合には、年度中では資格間の会費差額のみ徴収し、新資格のガイド資格証を付与します。 

 

２． 受験資格 

登山ガイド 自然ガイドステージⅡ 自然ガイドステージⅠ 

満２０歳以上で健康で体力があり、通算 120

日以上の登山経験を有し、内20日間が積雪期

である者。 

満２０歳以上で健康で体力があり、自然ガイドス

テーⅠの資格を有する者または取得予定のもの。 

・通算100日以上の登山経験を有し、内10日以

上の積雪期の自然活動経験を有する者。 

満２０歳以上で健康で体力があり、通算100日以

上の自然活動経験を有する者。 

 

３． 検定項目、実施日、開催地、検定料など 

●一次試験 

職能職種 検定項目 実施日 日数 開催地 検定料 

自然・登山 書類審査  ５，０００ 

自然・登山 筆記試験 21.06.28(日) １日 東 京 １５，０００ 

自然・登山 筆記試験 21.11.11(水) １日 東 京 １５，０００ 

 

● 二次試験 

平成21年度実技検定試験 
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職能職種 検定項目 実施日 日数 開催地 検定料 

無積雪期登山道ルートガイディング 

自然観察指導技術、安全管理技術 

21.09.26(土)～27(日)① 

22.01.12(火)～13(水)② 
2日 丹沢地域 25,000 

レスキュー技術 基礎 義務講習 
21.09.25(金)① 

22.01.11(月)② 
1日 丹沢周辺 15,000* 

積雪期（山地、高原、里山） 

ルートガイディング 

自然観察指導技術、安全管理技術 

22.01.21(木)～22(金) ① 

22.01.23(土)～24(日) ② 
2日 霧が峰地域 30,000 

雪崩対策技術 基礎  義務講習 
22.02.06(土)～07(日) ① 

22.02.18(木)～20(土) ② 

2日 

3日 

①北海道 

②立山地域 

20,000* 

30,000* 

 

 

 

登 山 

オフピステスキーガイディング 22.03.01(月)～03(水) 3日 志賀・草津周辺 35,000 



自然 

ステージ

Ⅰ・Ⅱ 

無積雪期登山道ルートガイディング 

自然観察指導技術、安全管理技術 

この科目は、２回開催される 

21.09.26(土)～27(日)① 

22.01.12(火)～13(水)② 
2日 丹沢地域 25,000 

自然 

ステージⅡ 
積雪期（山地、高原、里山） 

ルートガイディング 

自然観察指導技術、安全管理技術 

22.01.21(木)～22(金) 

22.01.23(土)～24(日) 
2日 霧が峰地域 30,000 

*は検定料ではなく、講習料 

 

 

４． 申込方法 

● 一 次 試 験 

希望の職能区分の申請書類を、郵送にて(社)日本山岳ガイド協会に郵送ください。 

受験料をお振込みのうえ、以下の書類とともに受験料の「銀行振込明細書」(コピー可)を添えてください。 

 

納入金額： 自然ガイド・登山ガイド・・・ ２０，０００円  

       
送金先： 三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷支店 

     普通預金口座１１１９０２９ 

     名義：社団法人日本山岳ガイド協会 

 

 

 

 

 

＊ 添付書類として特に重要なものには、以下のものがあります。 

 

① 健 康 診 断 書： 本会所定の検査表または同内容を満たす検査表を提出ください。 

             検査内容に不備がありますと、受験の最終審査の際に再提出をお願いする場合がありま

す。 

② 活 動 歴 報 告 書： 本会規定の経験を審査します。なるべく詳しく日数など詳細を記してください。  

 

 

登山ガイド 
自然ガイド 

 

①受験申請書＋顔写真3枚（科目毎の受験申込書とは別に必要） 

②住民票 

③登山歴報告書、ガイド歴がある場合にはその報告書 

④免除規定が適用できる場合に必要な証明 

⑤健康診断書（受験申請前１年以内に受診したもの） 

⑥検定試験受験誓約 

①受験申請書＋顔写真3枚（科目毎の受験申込書とは別に必要） 

②住民票 

③自然活動歴報告書、ガイド歴がある場合にはその報告書 

④健康診断書（受験申請前１年以内に受診したもの） 

⑤検定試験受験誓約書 

 

 

 

● 二 次 試 験 

希望の実技検定科目受験申込に当たって、以下の書類を、郵送にて(社)日本山岳ガイド協会に郵送ください。 

また、一次試験同様に、受験料の「銀行振込明細書」（コピー可）も添えてください。 
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登山ガイド 
自然ガイド 

ステージⅡ 

自然ガイド 

ステージⅠ 

科目毎の提出書類 

①受験申込書 

②最初の申請時提出書類から変更のあった内

容についての再提出部分 

③山岳遭難保険加入申込書または加入済証券

の写し 

科目毎の提出書類 

①受験申込書 

②最初の申請時提出書類から変更のあった内容につ

いての再提出部分 

③山岳遭難保険加入申込書または加入済証券の写し 

科目毎の提出書類 

①受験申込書 

②最初の申請時提出書類から変更のあった内容に

ついての再提出部分 

③山岳遭難保険加入申込書または加入済証券の写

し 

 

５． 検定免除科目およびその申請方法 

各職能区分の一部受験科目については、以下のとおりの検定免除科目があります。 

検定免除とは、当会認定養成指導者による同等の検定試験を経て免除することができるというもので、この際の審査

料は、１０，０００円～１５，０００円となります。免除規定適用を希望する人は、一次試験申請時または二次試験

受験申し込み時に、本会認定養成指導者により発行された証明書を添えて科目申込書を提出してください。勿論、他

の職能で合格した科目は資格を免除されます。 

 

 登山ガイド 自然ガイドステージⅡ 自然ガイドステージⅠ 

一
次
試
験 

なし なし         なし 

無積雪期登山道 

ルートガイディング 

自然観察指導技術、安全管理技術 

無積雪期登山道 

ルートガイディング 

自然観察指導技術、安全管理技術 

無積雪登山道 

ルートガイディング 

自然観察指導技術 

安全管理技術 

積雪期 

（山地、高原、里山） 

ルートガイディング 

自然観察指導技術 

安全管理技術 

積雪期 

（山地、高原、里山） 

ルートガイディング 

自然観察指導技術 

安全管理技術 

 

二 

次 

試 

験 
オフピステスキーガイディング   

 

６． 選択科目 

 

各職能区分の二次試験受験科目について、以下のとおり選択科目があります。 

各職能区分で選択しなかった科目のガイド活動はできません。 

 

登山ガイド 

ｵﾌﾋﾟｽﾃｽｷｰｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 

７． 合格発表 

一次試験： 試験日の翌月末日までに合否通知書を送付します。 

 

二次試験： 各検定科目終了日より約１ケ月以内に送付します。（養成指導者による免除申請者は除く） 
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８． 各科目の合格有効年数 

各科目（筆記試験を除く）の合格有効年数は、合格証または免除認定書発行日から以下の年数までとします。 

登 山 ガ イ ド 自然ガイドⅠ，Ⅱ 

３年 ３年 

 

筆記試験合格有効年数は、合格証または免除認定書発行日から以下の年数までとします。 

登 山 ガ イ ド 自然ガイドⅠ，Ⅱ 

５年 ５年 

 

 

９． 資格認定 

全科目に合格した受験者へは、ガイド資格認定通知書を発行します。 

認定通知書受理者で、ガイド業務を行う人は、本会正会員団体に入会し、正会員団体より本会入会手続きを行います。 

正会員団体より所定の入会金および年会費が納入された後、本会よりさらにガイド資格認定証（本会正会員証）およ

びガイドバッジ、会員バッジを付与します。既に本会正会員である場合には、年度中では、資格間の会費差額のみ徴

収し、新資格のガイド資格認定証を付与します。 

 

問い合わせ、資料請求 

 

〒160-0008  東京都新宿区三栄町２５番地 堀木ビル５階 

国際山岳ガイド連盟加盟  社団法人日本山岳ガイド協会 

Tel: 03-3358-9806    Fax：03-3358-9780 

e-mail: office@jfmga.com      URL: http://www.jfmga.com 
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