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公益社団法人日本山岳ガイド協会　令和3年度　事業報告別表

期　　　日　（分野別） 事　　業　　内　　容（対象職能等） 開催地

 2021年

・04月12日（月） 新規検定員　机上研修会（全分野合同）【9】 オンライン

・05月17日（月） 危急時対応技術講習会　指導者研修会【12】
代々木オリンピックセンター

オンライン

・06月21日（月）～06月22日（火） 机上・実技検定員　机上・実技研修会　(山岳）【12】 立山・室堂

・09月06日（月）～09月07日（火） 机上・実技検定員　机上・実技研修会　(FCI）【8】 岩根山荘、佐久志賀の岩場

・11月17日（水）～11月18日（木） 机上・実技検定員　机上・実技研修会　(自然・登山)　机上【26】実技【25】 小諸

・12月01日（水）～12月03日（金）　　 机上・実技検定員　机上・実技研修会　(スキー）【9】 北海道

・12月21日（火）～12月23日（木） 机上・実技検定員　机上・実技研修会　(雪崩）【2】 白馬

2021年

・05月24日（月）～05月27日（木）

・05月24日（月）～05月27日（木） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ）スキーガイディング【1】 劒、立山

・05月29日（土）～05月30日（日） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ自然Ⅰ）【4】 八ヶ岳

・09月09日（木）～09月10日（金） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ）【6】 東北（八甲田）

・09月11日（土）～09月12日（日） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ）【4】 西穂

・09月21日（火）～09月22日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ、自然Ⅰ・Ⅱ）【9】 大山（鏡ヶ成周辺）

・11月08日（月）～11月09日（火） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）【4】 東北（南会津）

・11月11日（木）～11月12日（金） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ）【4】 東北（吹上高原）

・11月16日（火）～11月17日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ）【8】 静岡（千葉山周辺）

・11月18日（木）～11月19日（金） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ・Ⅲ）【19】 北海道（道央周辺）

2022年

・01月15日（土）～01月16日（日） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ、自然Ⅰ）【21】 屋久島

・02月07日（月）～02月08日（火） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ）【8】 八ヶ岳

・03月01日（火）～03月02日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ・Ⅲ）スキーガイディング【8】 白馬

・03月07日（月）～03月10日（木） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ・Ⅱ）【8】 南八ヶ岳西面

・03月07日（月）～03月08日（火） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（ｲﾝﾄﾞｱCI）【3】 三島・城ケ崎

・03月08日（火）～03月09日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（ｽﾎﾟｰﾂCI・ﾌﾘｰCIﾞ）【2】 三島・城ケ崎

2021年

・04月03日（土）～04月04日（日） 自然ガイド・登山ガイドのための読図（登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【4】 丹沢

・05月31日（月）～06月01日（火） 自然ガイド・登山ガイドのための自然解説技術（登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【4】 富士宮

・06月02日（水）～06月03日（木） ガイドのための気象講習（登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【10】 秋田駒ヶ岳

・09月04日（土）～09月05日（日） 自然ガイド・登山ガイドのための地学・地質・火山（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【13】 上高地

・09月27日（月）～09月28日（火） 外国人対応ガイド研修（登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【6】 上高地

・10月04日（月）～10月05日（火） 沢登り講習会（登山Ⅰ・Ⅱ）【7】 大峰周辺の沢

・10月26日（火）～10月27日（水） 自然ガイドに必要なロープワーク（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ）【15】 小諸

・10月30日（土）～10月31日（日） 槍・穂高連峰と上高地の成り立ち（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【16】 上高地

資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ・Ⅱ、国際）【7】 穂高岳沢周辺

　検定員研修会　

　ルートガイディングによる研修会

　検定員研修会

　ガイド職能資格更新研修会

　技術向上講習会
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・11月04日（木）～11月05日（金） 沢登り講習会（登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅱ）【7】 妙義周辺の沢

・12月04日（土）～12月05日（日） 自然ガイド・登山ガイドのための読図（自然Ⅱ、登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【20】 丹沢

・12月13日（月）～12月14日（火） 自然ガイド・登山ガイドのためのショート・ローピング技術（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ）【20】 丹沢

・12月15日（水）～12月16日（木） ガイドのための気象講習（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ・Ⅱ）【14】 谷川岳

2022年

・02月08日（火）～02月09日（水） 自然ガイド・登山ガイドのための自然解説技術（自然Ⅰ・Ⅱ、登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【11】 黒姫

・02月16日（水）～02月17日（木） ガイドのための気象講習（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ）【14】 鳥取県　大山

・02月21日（月）～02月22日（火） 外国人対応ガイド研修（登山Ⅱ、山岳Ⅰ）【6】 白馬

・03月01日（火）～03月04日（金） 雪崩対策総合技術（登山Ⅲ、山岳Ⅰ・Ⅱ）【6】 白馬

・03月02日（水）～03月03日（木） 雪のレスキュー技術（登山Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ・Ⅱ）【19】 志賀高原

・03月10日（木）～03月11日（金） 自然ガイド・登山ガイドのためのレスキュー技術（自然Ⅱ、登山Ⅰ・Ⅱ、山岳Ⅰ）【18】 小諸

2021年

・06月15日（火）～06月16日（水） 会員危急時対応技術講習会（登山Ⅱ、山岳Ⅰ）【5】 小諸

・10月30日（土）～10月31日（日） 会員危急時対応技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ）【3】 仙台

・12月08日（水）～12月09日（木） 会員危急時対応技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ）【18】 比良

2021年

・04月01日（木） 検定試験【書類審査】登山Ⅲ【12】、山岳Ⅰ【9】・Ⅱ【2】 東京

・05月11日（火）～05月12日（水） 検定試験【一次】実技試験　体力、適性試験　山岳Ⅰ【4】 小川山

・06月20日（日）
検定試験【一次】筆記試験　自然Ⅰ【6】、登山Ⅰ【23】・Ⅱ【15】、山岳Ⅰ【8】、
スキーⅡ【7】

東京

・06月20日（日） 検定試験【一次】筆記試験　自然Ⅰ【1】、登山Ⅰ【13】・Ⅱ【7】 大阪

・08月16日（月） 検定試験【書類審査】フリーCI【2】、スポーツCI【8】、インドアCI【2】 東京

・10月04日（月）～10月05日（火） 検定試験【適性試験】スポーツCI【7】 静岡

・11月02日（火） 検定試験【一次】筆記試験　登山Ⅰ【14】・Ⅱ【10】、スポーツCI【2】 東京

・11月02日（火） 検定試験【一次】筆記試験　自然Ⅰ【1】、登山Ⅰ【6】・Ⅱ【5】 大阪

2021年

・04月21日（水）～04月25日（日） 検定試験【二次】（国際山岳ガイド）氷河におけるｽｷｰｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ講習検定【2】 剱岳、立山周辺

・04月19日（月）～04月21日（水） 受験者講習・検定試験【二次】（フリーCI・スポーツCI）【3】 小川山

・04月26日（月）～04月28日（水） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）無積雪期ルートガイディング【1】 南ア竜爪山

・05月17日（月）～05月20日（木） 検定試験【二次】（山岳Ⅰ）残雪期講習・検定【6】 穂高岳沢周辺

・05月17日（月）～05月20日（木） 検定試験【二次】（山岳Ⅰ、登山Ⅱ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）スキーⅡ・残雪期【6】 立山

・05月31日（月）～06月02日（水）
受験者講習・検定試験【二次】（フリーCI）マルチピッチクライミングとワークレスキュー技
術　講習と検定【2】

小川山

・06月01日（火）～06月0２日（水） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ技術と岩稜歩行技術【13】 西穂高岳周辺

・06月15日（火）～06月16日（水） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ技術と岩稜歩行技術【8】 小樽赤岩周辺

・06月17日（木）～06月18日（金） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ技術と岩稜歩行技術【3】 小樽赤岩周辺

・08月25日（水）～08月26日（木）
受験者義務講習【二次】（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）危急時対応技術
講習会 【16】

小諸

・08月28日（土）～08月29日（日） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）無積雪期ルートガイディング　自然解説技術【20】 志賀高原

・08月28日（土）～08月29日（日）
検定試験【二次】（自然Ⅰ）無積雪期自然観察路ﾙｰﾄｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　自然解説技術、安全
管理技術【3】

志賀高原

・09月06日（月）～09月10日（金） 受験者講習・検定試験【二次】無積雪期講習①（山岳Ⅰ）【4】 立山・剱岳

　危急時対応技術講習会

　職能別資格検定試験一次　適性・筆記試験　

　職能別資格検定試験

　職能別資格検定試験二次　実技検定試験および講習　
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・09月07日（火）～09月10日（金） 受験者講習・検定試験【二次】無積雪期講習（山岳Ⅱ）【2】 立山・剱岳

・09月18日（土）～09月19日（日） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）安全管理技術　基礎【18】 小諸

・09月25日（土）～09月26日（日） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）安全管理技術　基礎【16】 六甲周辺

・10月11日（月）～10月14日（木） 受験者講習・検定試験【二次】クライミング講習・検定（山岳Ⅱ）【2】 小川山

・10月12日（火）～10月13日（水） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ技術と岩稜歩行技術【4】 西穂高岳周辺

・10月18日（月）～10月21日（木） 受験者講習・検定試験【二次】無積雪期講習②、検定（山岳Ⅰ）【4】 小川山

・10月26日（火）～10月28日（木） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）無積雪期ルートガイディング【10】 南ア竜爪山

・11月13日（土）～11月14日（日）
受験者義務講習【二次】（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）危急時対応技術
講習会 【18】

仙台

・11月25日（木）～11月27日（土） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）積雪期ルートガイディング【6】 十勝周辺

・11月28日（日）～11月30日（火） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）積雪期ルートガイディング【3】 十勝周辺

・12月06日（月）～12月09日（木） 検定試験【二次】（ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）積雪期ﾙｰﾄｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ+ｽｷｰｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ【2】 北海道　十勝岳

・12月20日（月）～12月21日（火）
受験者講習・検定試験【二次】（フリーCI、スポーツCI）【4】
レスキュー技術義務講習

神奈川

・12月22日（水）～12月23日（木） 受験者講習・検定試験【二次】（スポーツCI、インドアCI）人工壁　講習と検定【2】 神奈川

2022年

・01月11日（火）～01月12日（水） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）無積雪期ルートガイディング　自然解説技術【13】 丹沢

・01月11日（火）～01月12日（水）
検定試験【二次】（自然Ⅰ）無積雪期自然観察路ﾙｰﾄｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　自然解説技術、安全
管理技術【1】

丹沢

・01月13日（木）～01月14日（金） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）安全管理技術　基礎【20】 丹沢

・01月15日（土）～01月16日（日） 検定試験【二次】（登山Ⅱ）積雪期ルートガイディング　自然解説技術【14】 志賀高原

・01月17日（月）～01月18日（火）
検定試験【二次】（自然Ⅱ）積雪期自然観察路ﾙｰﾄｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　自然解説技術、安全管
理技術【1】

志賀高原

・01月17日（月）～01月18日（火） 検定試験【二次】（登山Ⅱ）積雪期ルートガイディング　自然解説技術【12】 志賀高原

・01月22日（土）～01月23日（日） 受験者義務講習【二次】（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ）危急時対応技術講習会 【18】 丹沢

・02月14日（月）～02月16日（水） 受験者講習・検定試験【二次】（スポーツCI）クライミング技術と安全管理【3】 城ケ崎

・02月16日（水）～02月17日（木） 受験者義務講習【二次】（自然Ⅰ、登山Ⅰ・Ⅱ）危急時対応技術講習会 【17】 丹沢

・02月18日（金）～02月24日（木） 検定試験【二次】（登山Ⅱ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）スキーガイドステージⅡ・厳冬期【7】 白馬

・02月19日（土）～02月20日（日） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）安全管理技術　基礎【22】 御殿場市

・02月21日（月）～02月22日（火） 検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）安全管理技術　基礎【13】 小諸

・02月21日（月）～02月24日（木） 検定試験【二次】（登山Ⅱ）スキーガイドステージⅠ【4】 白馬

・03月01日（火）～03月4日（金） 検定試験【二次】（山岳Ⅰ）積雪期講習・検定【1】 八ヶ岳

・03月01日（火）～03月4日（金） 検定試験【二次】（山岳Ⅱ）積雪期講習・検定【2】 八ヶ岳

・03月05日（土）～03月06日（日） 検定試験【二次】（登山Ⅱ）雪の安全管理技術　基礎【27】 志賀高原

・03月05日（土）～03月06日（日）
受験者義務講習【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）危急時対応技術講習会
【18】

関西・比良

・03月07日（月）～03月08日（火） 検定試験【二次】（登山Ⅱ）雪の安全管理技術　基礎【28】 志賀高原

・03月15日（火）～03月17日（木） 検定試験【二次】（登山Ⅲ）積雪期ルートガイディング【13】 北八ヶ岳

2021年

・10月19日（火）～10月22日（金） 上高地

2022年

・01月12日（水）～01月14日（金） 雪の安全管理研修会【3】 志賀高原

2022年

　資格取得のための各種研修会

机上研修会（筆記試験含む）、無積雪期研修【3】

　北海道アウトドア資格者と信州山案内人資格者の当会資格取得合同研修会

　屋久島公認ガイド利用推進条例対応当会認定資格取得研修会

机上研修会（筆記試験含む）【10】



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号議案別表（別紙　１）

・01月17日（火）～01月19日（水） 屋久島

・01月20日（木）～01月22日（土） 無積雪期研修【10】 屋久島

2021年

・10月16日（土）～10月17日（日） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　IML認定机上研修【15】 関東

・10月23日（土）～10月24日（日） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ　IML認定机上研修【7】 関東

・10月29日（金）～10月30日（土） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　IML認定机上研修【10】 関西

・11月07日（日）～10月08日（月） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　IML認定机上研修【34】 オンライン

2022年

・ 01月23日（日）～01月25日（火） 登山Ⅱ　IML認定積雪期技術研修【9】
中部山岳または

上信越高原

・ 02月03日（木）～02月05日（土） 登山Ⅱ　IML認定積雪期技術研修【5】
中部山岳または

上信越高原

・ 02月17日（木）～02月19日（土） 登山Ⅱ　IML認定積雪期技術研修【6】
中部山岳または

上信越高原

2021年

・05月19日（水）～05月21日（金） 資格試験対応講習会【14】＊悪天候で通行止めにより期間短縮

・06月26日（土）～06月27日（日） 資格試験対応講習会【7】＊5月の講習会の振り替え開催 上高地

・07月10日（土）～07月11日（日） 資格試験対応講習会【3】＊5月の講習会の振り替え開催 上高地

・10月06日（水）～10月10日（日） 資格試験対応講習会【8】 上高地

2021年

・12月08日（水）～12月10日（金） ガイドの概論、諸知識など積雪期実技対応講習【5】 谷川岳

2021年

・04月13日（火）～04月15日（木） ロープワーク技術と岩稜歩行技術【9】 妙義周辺

・09月13日（月）～09月15日（水） 無積雪期ルートガイディング【6】 奥秩父周辺

2022年

・02月07日（月）～02月09日（水） 積雪期ルートガイディング【12】 北八ヶ岳

2021年
・11月15日

「星空に詳しくなくてもできる！星空ガイド」 【30】

2022年
・1月25日
・3月1日

「ハラスメント研修会」 【12】
「山小屋とガイド、そして登山業界人のミーティング」【17】

2021年
・04月01日発行

百万人の山と自然　安全登山ハンドブック【30万部】

2021年
・12月18日（土）

「百万人の山と自然　安全のための知識と技術」公開講座　机上　【320】 名古屋

2021年～2022年 味の素アミノバイタル　サンプリング等の受託事業

2021年 妙高国際自然環境専門学校　学生のためのガイド資格取得講義

・05月24日（月）～05月28日（金） 　　登山ガイド検定実習Ⅰおよび自然ガイド検定実習Ⅰ

・10月04日（月）～10月08日（金） 　　登山ガイド検定実習Ⅱおよび自然ガイド検定実習Ⅱ

・11月15日（月）～11月19日（金） 　　インドアクライミング検定実習

　会員向け、一般向け講習会、公開講座、各種事業など

　コロナプロジェクトチーム主催研修会

安全登山ハンドブック出版

　会員向け　国際登山リーダー（IML)資格認定研修（登山Ⅱ・登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　付帯資格）

机上研修会（筆記試験含む）【10】

　資格取得に向けての各種講習会

妙高市

　登山ガイドⅡ受験希望者講習会　

　登山ガイドⅢ受験対応講習会　　

各種受託事業

　登山、自然ガイドⅠ・Ⅱ受験希望者講習会　

「百万人の山と自然　安全のための知識と技術」公開講座　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号議案別表（別紙　１）

2021年 国際山岳医山岳技術研修・評価（評価助言）

・06月19日（土）～06月20日（日） 夏山演習 国立登山研修所

・09月04日（土）～09月05日（日） 夏山検定 国立登山研修所

・10月28日（木） 冬山座学 ZOOM

2022年

・01月22日（土）～01月23日（日） 冬山演習　 国立登山研修所

・02月26日（土）～02月27日（日） 冬山検定　 八ヶ岳

2021年

・04月21日（水）～04月25日（日） 検定試験【二次】（国際山岳ガイド）氷河におけるｽｷｰｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ講習検定【2】

・10月19日（火）～10月23日（土） 国際山岳救助委員会（ICAR）総会【1】
ギリシャ

オンライン

・11月上旬 国際マウンテン・リーダー連盟（UIMLA）総会【1】
クロアチア
オンライン

・11月24日（水）～11月26日（金） 国際山岳ガイド連盟（IFMGA）技術委員会・総会【3】
シャモニー
オンライン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（国　内　会　議　関　係）　　

2021年

・04月15日（木） 理事会 オンライン

・05月18日（火） 定例総会 東京

・05月18日（火） 理事会 東京、オンライン

・06月03日（木） 理事会 オンライン

・06月07日（月） 常務理事会 上高地

・06月25日（金） 常務理事会 静岡、オンライン

・07月07日（水） 常務理事会 東京

・07月16日（金） スポーツ庁主催「全国山岳遭難対策協議会」 東京、オンライン

・08月15日（日） 常務理事会 オンライン

・11月15日（月） 臨時理事会 長野県　佐久市

・11月15日（月） 全国代表者会議

・11月16日（火） 全国遭難対策研修会

・11月16日（火） 第１６回全国自然環境会議

・11月15日（月） 理事会 長野県　佐久市

・12月03日（木） 常務理事会 東京

・12月17月（金） 理事会 オンライン

2022年

・01月27日（木） 理事会 オンライン

長野県　佐久市
オンライン配信

（国　際　部　会　事　業　および　国　際　会　議）　

剱岳、立山周辺


