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「山と自然の安全を考える」特別委員会
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・資格審査・倫理委員会
・安全対策委員会
・国際委員会
・事業委員会
・試験・研修委員会
・自然環境委員会
・イカール委員会
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NURTURING MOUNTAINEERING, CLIMBING & NATURE

Clients safety and enjoyment are our goals as a national association of professional 
mountain guides. The organization was  established in 1971 and plays an active role 
in training guides with cooperation with other member associations around the globe. 
In Japan 47 local mountain guides’ associations with 2,000 active members are 
affiliated with us.

The purpose of mountaineering is to establish a strong tie between Mother Earth and 
climbers. Japanese mountains are rich in variety—forests, rocks, valleys, volcanoes 
and deep snow. Mountain guides’ role is to make the dreams of people into reality 
who wish to enjoy the blessings of the Earth, by providing the chance to encounter 
the wonders of nature.
We always aim to be abreast advanced guiding methods for entertainment and safety 
of our clients and train individual guides and applicants to issue Official Certificates 
according to their qualifications.
Another role of ours is mountain environmental conservation. We play a major role 
in environment conservation together with Japan’s leading Alpine and Environment 
Protection groups.

JMGA’s Guide Qualifications are as follows. Guides are qualified after participating 
training sessions and examinations.
*Nature Guide Stage 1 (guide and interpreter in plateaus and mountains in 
surrounding areas, no snow seasons)
*Nature Guide Stage 2 (ditto, all seasons)
*Mountaineering Guide Stage 1 (guide mountains kept in good condition, no snow 
seasons)
*Mountaineering Guide Stage 2 (ditto, all seasons)
*Mountaineering Guide Stage 3 (guide any mountain with route, no snow seasons. 
guide areas below forest line, all seasons)
*Climbing Guide Stage 1 (guide any mountain without difficult rocks and ice walls)
*Climbing Guide Stage 2 (guide any mountain including rocks and ice walls)
*International Climbing Guide (guide any mountain of the world)
*Ski Guide Stage 1, 2
*Free Climbing Instructor
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　私たちが目指すものは、安全で楽しい
自然とのふれあいや、心に残る登山、夢
をかなえる壮大な自然体験、登山の実践
です。私たちはそうした皆様の素晴らし
い体験の実現に向け、プロとしての責任
感のもと、安全に配慮し、山と自然を楽
しんでいただくための努力を日々積み
重ねています。

　登山の素晴らしさは、体験した人が、生涯の思い出として残るばかりでなく、喜び
や感動、自然の美しさ厳しさを知り生命の大切さ、人間の尊さを体験できるところに
あります。大自然を舞台に、山と人がかかわりをもつことで新しい発見があります。
これらを確実に楽しく実現可能にするのが自然ガイド・登山ガイドの使命であり目的
です。

　登山は年齢・性別を問わない生涯スポーツです。またその内容、活動範囲は極めて
多岐・多様に渡っています。全国はもとより世界の山々へ広がっています。日本山岳
ガイド協会は、日本で唯一国際山岳ガイド連盟および国際山岳救助委員会に加盟
し、ガイドの質的向上、山岳自然の保全、山岳遭難救助など世界共通の課題に取り
組んでいます。

山岳、登山、自然ガイドを育成するために。山岳、登山、自然ガイドを育成するために。

楽しく、安全な登山のために。楽しく、安全な登山のために。

GUIDES TO BRING YOU EXCITEMENT & INSPIRATION
ガイドと共に喜びや感動を。ガイドと共に喜びや感動を。

PROFESSIONAL EXCELLENCE
ガイドの研鑚・向上のために。ガイドの研鑚・向上のために。

GLOBAL COLLABORATION
世界とつながる。世界とつながる。

PLEASANT & SAFE MOUNTAINEERING

山岳の自然環境を保全するために。山岳の自然環境を保全するために。
ENVIRONMENTAL  CONSERVATION

　ガイドという職業は、単な
る道案内ではなく、お客様を
安全に導き、目的を達成する
という役割を担っています。
ガイドは、多くの国民が親し
む登山という文化行為の
リーダーとして、より安全な
登山の普及、発展なども積
極的に行っています。

　日本山岳ガイド協会は山岳ガ
イド・登山ガイドのプロフェッ
ショナル団体として、1971年の
設立以後、世界各国の山岳ガイ
ド団体と連携し、ガイド養成活
動を進めてまいりました。現在
49団体、会員数2000名を擁
し、安全登山や遭難対策のため
の技術確立、研究とともに、会
員に対しての技術研修、さらに
新たにガイドを目指す若い人材
の教育や資格認定などを行っ
ています。

Introducing the Japan Mountain Guides Association

　私たちは、限りある山岳地域の自然環
境を次世代に引き継ぐための努力を惜
しみません。次世代にさらなる感動を呼
ぶ登山を体験してもらいたいと考えてい
ます。

無積雪期の森林、野山、河川や人間社会と接する里地・里山、山地、高原での自然や民俗を解説するエコツアーなどのガイ
ドを行います。
四季を通じて森林、野山、河川や人間社会と接する里地・里山、山地・高原での自然や民俗を解説するエコツアーなどのガ
イドを行います。
無積雪期の山地および山岳地のよく整備されたルート、山地、高原などの地域でのガイドを行います。
無積雪期の山地および山岳地のよく整備されたルート、および四季を通じた山地、高原などのガイドを行います。
無積雪期の山地および山岳地の登山道のあるコースやテント山行や四季を通じた山地の森林限界を越えない程度の雪
山などのガイドを行います。
困難な岩壁、氷壁ルートを除き、全ての地域（登攀ガイディング・グレードの２級上以下）で季節を問わず活動するガイド。
困難な岩壁、氷壁ルートなど日本国内の全ての地域で季節を問わずご案内します。
ヨーロッパアルプスやヒマラヤの高峰をガイドする資格です。もちろん国内の山岳もご案内します。

日本山岳ガイド協会では、活動範囲、場所、技能に応じたガイド資格を認定しています。
ガイドの資格と業務範囲を紹介します。ガイドの資格と業務範囲を紹介します。GUIDES QUALFICATION & RANGE






