
第３号議案別表（別紙　３）

公益社団法人日本山岳ガイド協会　2022年度　事業計画別表

（  国  内  事  業） 事　　業　　内　　容（対象職能等） 担当委員会

期　　　日　（分野別） 担当部会

（公益収益）

 2022年

・04月06日（水）～04月07日（木） 実技検定員研修会　(自然・登山) 志賀高原・石ノ湯

・05月16日（月） 危急時対応技術講習会　指導者研修会
代々木オリンピッ

クセンター

・06月21日（火）～06月22日（水） 実技検定員研修会　(山岳） 未定

・10月24日（月）～10月26日（水） 実技検定員研修会　(FCI） 岩手

・12月14日（水）～12月16日（金）　　 実技検定員研修会　(スキー） 白馬

・12月19日（月）～12月21日（水） 実技検定員研修会　(雪崩） 白馬

・任意日程にて2泊3日

検定員研修会
各職能ごとに日程を定めて行う。
3日間のうち机上研修は1日・実技研修は2日間とする　（＊今年度の机上研修
はなし）

年１回、養成指導団体代表者（または代
理）の検定試験制度への研修としての
参加を義務付けることにする。

認定養成指導者研修会
対象：認定養成指導者、認定養成指導者候補、正会員団体幹部

2022年

・05月10日（火）～05月11日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位
北海道

（道央周辺地形）

・05月23日（月）～05月26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、国際）
残雪期８単位　※登山Ⅱ･Ⅲは条件付きで参加可能

穂高岳沢周辺

・05月23日（月）～05月26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）スキーⅡ対象　スキーガイディング　８単位
※スキーガイドステージⅡ資格所持者のみ参加可能

劒、立山

・06月02日（木）～06月3日（金） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位 東北（秋田駒ケ岳）

・06月29日（水）～06月30日（木） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位 東北（鳥海山）

・09月12日（月）～09月13日（火） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位 上高地・西穂

・11月08日（火）～11月09日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位 関西

・11月15日（火）～11月16日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位
静岡

（田貫湖周辺）

・11月29日（火）～11月30日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位
九州

（阿蘇山周辺）

2023年

・02月06日（月）～02月07日（火） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（登山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、自然Ⅰ・Ⅱ）４単位 北八ヶ岳

・02月27日（月）～03月02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、国際）
積雪期８単位　※登山Ⅱ･Ⅲは条件付きで参加可能

南八ヶ岳西面

・02月28日（火）～03月01日（水）
資格更新研修会・安全管理技術講習会
（登山Ⅱ・Ⅲ、山岳Ⅰ・Ⅱ）スキーⅠ対象　スキーガイディング　４単位
※スキーガイドステージⅠ資格所持者のみ参加可能

白馬

・03月06日（月）～03月07日（火）
資格更新研修会・安全管理技術講習会
（ｲﾝﾄﾞｱｸﾗｲﾐﾝｸﾞ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ）４単位

三島・城ケ崎

・03月07日（火）～03月08日（水） 資格更新研修会・安全管理技術講習会（ﾌﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）４単位 三島・城山

ルートガイディング以外の研修会（更新研修）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

2022年

・05月24日（火）～05月25日（水） 山の気象①（4単位）
石鎚・

筒上山周辺

・05月26日（木）～05月27日（金） 読図①（4単位） 丹沢

・05月30日（月）～05月31日（火） 無積雪期の自然解説技術（4単位） 富士宮

・06月22日（水）～06月23日（木） 山の気象②（4単位） 水の塔山周辺

・09月03日（土）～09月04日（日） 地学・地質・火山を学ぶ（４単位） 上高地

・10月06日（木）～10月07日（金） 沢登り①（4単位） 大峰周辺の沢

・10月25日（火）～10月26日（水） ガイドに必要なロープワーク（4単位） 小諸

・10月29日（土）～10月30日（日） 槍・穂高連峰と上高地の成り立ちを学ぶ（４単位） 上高地

・11月01日（火）～11月02日（水） 沢登り②（4単位） 妙義周辺の沢

開催地
（予定）

　検定員研修会、認定養成指導者研修会およびマニュアル等検討会、他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

試験・
研修

委員会

ルートガイディングによる研修会（更新研修）                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

試験・
研修

委員会

 
試験・
研修

委員会
他委員
会との

共催あり
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・11月25日（金）～11月26日（土） 沢登り③（4単位） 妙義周辺の沢

・12月03日（土）～12月04日（日） 読図②（4単位） 丹沢

・12月06日（火）～12月07日（水） 山の気象③（4単位）
山形県　蔵王周

辺

・12月12日（月）～12月13日（火） ショート・ローピング技術基礎（4単位） 丹沢

2023年

・02月06日（火）～02月09日（金）
雪崩対策総合技術（登山Ⅱ・Ⅲ資格はスキーⅡ資格取得者のみ対象）、
山岳Ⅰ・Ⅱ（スキー資格の取得有無は問わない）（8単位）

白馬

・02月09日（木）～02月10日（金） 積雪期の自然解説技術（4単位） 黒姫

・02月25日（土）～02月26日（日） 積雪期のレスキュー技術基礎（4単位） 志賀高原

・03月09日（木）～03月10日（金） 無積雪期のレスキュー技術基礎（4単位） 小諸

会員向けファーストエイドおよび危急時対応技術講習会（更新研修）　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

2022年

・06月14日（火）～06月15日（水） 会員危急時対応技術講習会　　　　２日間（４単位） 小諸

・10月26日（水）～10月27日（木） 会員危急時対応技術講習会　　　　２日間（４単位） 山形県　蔵王

・12月07日（水）～12月08日（木） 会員危急時対応技術講習会　　　　２日間（４単位） 三重県　四日市

2022年

・05月14日（土）～05月15日（日） 会員ファーストエイド講習会　　　２日間　（4単位）
日本体育大学

（神奈川）

・09月03日（土）～09月04日（日） 会員ファーストエイド講習会　　　２日間　（4単位）
神戸学院大学

（神戸）

・12月03日（土）～12月06日（火） 会員ファーストエイド講習会　　　４日間　（８単位） 国立登山研修所

2022年

・9月11日（日）～9月12日（月） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　IML認定机上研修
関東・オンライン
（ハイブリッド）

・9月28日（水）～9月29日（木） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　IML認定机上研修 関東

・10月5日（水）～10月6日（木） 登山Ⅱ、登山Ⅲ・山岳Ⅰ・山岳Ⅱ　IML認定机上研修 関西

2023年

・ 01月22日（日）～01月24日（火） 登山Ⅱ　IML認定積雪期技術研修
中部山岳または

上信越高原

・ 02月02日（木）～02月04日（土） 登山Ⅱ　IML認定積雪期技術研修
中部山岳または

上信越高原

・ 02月16日（木）～02月18日（土） 登山Ⅱ　IML認定積雪期技術研修
中部山岳または

上信越高原
2022年〜2023年

平日夜（年３回実施） ブラッシュアップ講習会 オンライン
UIMLA委員

会

平日夜（年２回実施） IML資格取得者情報交換会 オンライン
UIMLA委員

会

2022年

・04月01日（金） 検定試験【書類審査】登山Ⅲ 東京

・04月04日（月） 検定試験【書類審査】山岳Ⅰ・Ⅱ、国際 東京

・05月09日（月）～05月10日（火） 検定試験【一次】実技試験　体力、適性試験（山岳Ⅰのみ） 小川山

・06月19日（日） 検定試験【一次】筆記試験　（ＦＣＩ、国際は除く） 東京・大阪

・08月15日（月） 検定試験【書類審査】フリークライミング・インストラクター 東京

・10月03日（月）～10月04日（火） 検定試験【適性試験】フリークライミング・インストラクター 静岡

・11月01日（火）
検定試験【一次】筆記試験（登山Ⅰ・Ⅱ、自然Ⅰ・Ⅱ、ＦＣＩ、国際を実施。山岳
Ⅰ、スキーⅡは除く）

東京・大阪

2022年

・04月20日（水）～04月24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（国際山岳ガイド資格取得のための講習・検定）　国
内

・04月20日（水）～04月24日（日）
氷河を持つ山岳でのスキーガイディング（国際ガイド資格のための義務講習）
国内

試験・
研修

委員会

職能別資格検定試験二次　実技検定試験および講習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

剱岳、立山周辺
　白馬、五龍岳周

辺

試験・
研修

委員会

職能別資格検定試験一次　適性・筆記試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　（公益）

UIMLA委員
会

 
試験・
研修

委員会
他委員
会との

共催あり

試験・
研修

委員会

ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ
/試験・研修

委員会

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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

UIMLA委員
会
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・04月18日（月）～04月20日（水）
受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
セルフレスキュー技術　講習と検定（インドアは除く）
※この科目は2021年度の受験案内で募集しているものです

小川山

・04月26日（火）～04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（１回目）

南ア・竜爪山周辺

・05月16日（月）～05月19日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ）
残雪期講習・検定
※この科目は2021年度の受験案内で募集しているものです

穂高岳沢周辺

・05月16日（月）～05月19日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅱ）
残雪期講習・検定
※この科目は2021年度の受験案内で募集しているものです

穂高岳沢周辺

・05月16日（月）～05月19日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ・Ⅱ、登山Ⅱ、登山Ⅲ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）
スキーガイドステージⅡ・残雪期
※この科目は2021年度の受験案内で募集しているものです

立山

・05月30日（月）～06月01日（水）

受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
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
（スポーツ・インドアは除く）
※この科目は2021年度の受験案内で募集しているものです

小川山

・05月31日（火）～06月01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（１回目）

西穂高岳周辺

・06月22日（水）～06月24日（金）
検定試験【二次】（登山Ⅲ）
無積雪期ルートガイディング（２回目）

北海道・
支笏湖周辺

・08月27日（土）～08月28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（1回目）

志賀高原

・08月27日（土）～08月28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（1回目）

志賀高原

・08月29日（月）～08月30日（火）
検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）
安全管理技術　基礎（1回目）

志賀高原

・08月29日（月）～09月02日（金） 無積雪期講習①【二次】（山岳Ⅰ） 立山・剱岳

・09月05日（月）～09月08日（木） 無積雪期講習【二次】（山岳Ⅱ） 立山・剱岳

・09月26日（月）～09月29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） 立山

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

・10月11日（火）～10月12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（２回目）

西穂高岳周辺

・10月25日（火）～10月27日（木）
検定試験【二次】（登山Ⅲ）
無積雪期ルートガイディング（３回目）

奥秩父・西沢渓
谷周辺

・12月02日（金）～12月03日（土）
検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）
安全管理技術　基礎（2回目）

六甲周辺

・12月12日（月）～12月13日（火）
受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
レスキュー技術義務講習

神奈川

・12月14日（水）～12月15日（木）
受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
人工壁　講習と検定（全資格共通）

神奈川

・12月19日（月）～12月22日（木）
検定試験【二次】（ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）
積雪期ルートガイディング+スキーガイディング

白馬

2023年

・01月10日（火）～01月13日（金）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ・Ⅱ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）
雪崩対策技術

白馬

・01月10日（火）～01月11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（2回目）

丹沢

・01月10日（火）～01月11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（2回目）

丹沢

・01月12日（木）～01月13日（金）
検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）
安全管理技術　基礎（3回目）

丹沢

・01月14日（土）～01月15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（1回目）

志賀高原

・01月14日（土）～01月15日（日）
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回目）

志賀高原

・01月16日（月）～01月17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（2回目）

志賀高原

・01月16日（月）～01月17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（2回目）

志賀高原

・02月13日（月）～02月15日（水）
受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
クライミング技術と安全管理（インドアは除く）

城ケ崎

・02月14日（火）～02月17日（金）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ・Ⅱ、登山Ⅱ、登山Ⅲ）
スキーガイドステージⅠ

北海道・ニセコ

試験・
研修

委員会
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・02月14日（火）～02月20日（月）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ・Ⅱ、登山Ⅱ、登山Ⅲ、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

白馬

・02月18日（土）～02月19日（日）
検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）
安全管理技術　基礎（4回目）

御殿場市

・02月20日（月）～02月21日（火）
検定試験【二次】（登山Ⅰ・Ⅱ）
安全管理技術　基礎（5回目）

小諸

・02月28日（火）～03月02日（木）
検定試験【二次】（登山Ⅲ）
積雪期ルートガイディング（１回目）

伯耆大山周辺

・03月04日（土）～03月05日（日）
検定試験【二次】（登山Ⅱ）
雪の安全管理技術　基礎（1回目）

志賀高原

・03月06日（月）～03月07日（火）
検定試験【二次】（登山Ⅱ）
雪の安全管理技術　基礎（2回目）

志賀高原

・03月06日（月）～03月9日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ）
積雪期講習・検定

八ヶ岳

・03月06日（月）～03月9日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅱ）
積雪期講習・検定

八ヶ岳

・03月14日（火）～03月16日（木）
検定試験【二次】（登山Ⅲ）
積雪期ルートガイディング（２回目）

北八ヶ岳

・04月17日（月）～04月19日（水）
受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
セルフレスキュー技術　講習と検定（インドアは除く）
※この科目は2022年度の受験案内で募集しているものです

小川山

・05月15日（月）～05月18日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ・Ⅱ、登山Ⅱ、登山Ⅲ、ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ）
スキーガイドステージⅡ・残雪期
※この科目は2022年度の受験案内で募集しているものです

立山

・05月22日（月）～05月25日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅰ）
残雪期講習・検定
※この科目は2022年度の受験案内で募集しているものです

岳沢周辺

・05月22日（月）～05月25日（木）
検定試験【二次】（山岳Ⅱ）
残雪期講習・検定
※この科目は2022年度の受験案内で募集しているものです

岳沢周辺

・05月29日（月）～05月31日（水）

受験者講習・検定試験【二次】（フリークライミング・インストラクター）
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
（スポーツ・インドアは除く）
※この科目は2022年度の受験案内で募集しているものです

小川山

2022年

・09月03日（土）～09月04日（日）① ①小諸

・11月12日（土）～11月13日（日）② ②山形県・蔵王

2023年

・01月21日（土）～01月22日（日）③ ③丹沢・大倉

・02月15日（水）～02月16日（木）④ ④丹沢・大倉

・03月04日（土）～03月05日（日）⑤
⑤三重県・

四日市

2022年

・12月03日（土）～12月06日（火）

2022年

・10月18日（火）～10月21日（金） 上高地

2023年

・01月11日（水）～01月13日（金） 雪の安全管理研修会 志賀高原

2022年

・12月（日程調整中） 上高地他

2023年

・03月（日程調整中）

2023年

隔年開催のため、2022年度は実施予定なし

2022年

・05月25日（水）～05月29日（日）① 上高地

・10月12日（水）～10月16日（日）②

北海道アウトドア資格者と信州案内人の会認定資格移行特別合同研修会
安全管理技術、危急時対応技術講習、筆記試験含む 試験・

研修
委員会

国立登山研修所
受験者義務講習【二次】（山岳Ⅰ）
ファーストエイド講習会　４日間講習
※2022年度は新規受験者は免除とする

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　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

試験・
研修

委員会

ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ
/試験・研修

委員会

受験者義務講習【二次】（自然Ⅰ・Ⅱ、登山Ⅰ・Ⅱ、
ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞⅡ+登山Ⅱ、FCI）　危急時対応技術講習会

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

試験・
研修

委員会
屋久島

・開催無し

登山、自然ガイドⅠ・Ⅱ受験希望者講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

登山ガイドステージⅠ資格取得特別研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

日本旅行業協会、および全国旅行業協会より推薦されるツアー登山等を
主な業務とし、旅程管理主任者資格を有する者を対象とする当会資格
取得のための研修会
危急時対応技術講習、筆記試験を含む

試験・研
修

委員会

試験・
研修

委員会
資格試験対応講習会

登山ガイドⅡ受験希望者講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）
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・12月07日（水）～12月09日（金） ガイドの概論、諸知識など積雪期実技対応講習 谷川岳
試験・研修

委員会

2022年

・04月12日（火）～04月14日（木） ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ技術と岩稜歩行技術 妙義周辺

・09月12日（月）～09月14日（水） 無積雪期ルートガイディング 奥秩父周辺

2023年

・02月07日（火）～02月09日（木） 積雪期ルートガイディング 北八ヶ岳

2022年

・12月19日（月）～22日（木） スキーガイドステージⅡ資格取得のための特別事前講習会 白馬

一般向け　『登山ガイド育成学校』 （公益）

2022年 登山ガイド資格取得のための育成学校 全国各地で開催

4月～2023年3月まで　21回開催 全52日間机上、実技

2022～2023年

数回 百万人の山と自然「安全のための知識と技術」公開講座

机上講座および一部オンライン講座での開催 各地

協賛：味の素株式会社 オンライン

後援：スポーツ庁、環境省、観光庁、国立登山研修所、各山岳団体、

　　　　各新聞社他　予定

2022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23日（月）～05月27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03日（月）～10月07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14日（月）～11月18日（金） 　　インドアクライミング検定実習Ⅰ

・11月14日（月）～11月18日（金） 　　インドアクライミング検定実習Ⅱ

2022年 国際山岳医山岳技術研修・評価（評価助言）

未定 夏山演習 国立登山研修所

未定 夏山検定 国立登山研修所

2023年

未定 冬山演習　 国立登山研修所

未定 冬山検定　（他に「冬山座学」の講義講師を依頼される場合がある） 八ヶ岳

2022年～2023年 サンプリング等の受託事業 各　地
事業

委員会

2022年

・04月20日（水）～04月24日（日）
氷河を持つ山岳でのスキーガイディング（国際ガイド資格のための講習・検定）
国内

・04月20日（水）～04月24日（日）
氷河を持つ山岳でのスキーガイディング（国際ガイド資格のための義務講習）
国内

10月中旬 国際山岳救助委員会（ICAR）総会
モントルー・スイ

ス
イカール
委員会

・11月上旬 国際マウンテン・リーダー連盟（UIMLA）総会
クロアチア

またはオンライン
UIMLA
委員会

・11月23日（水）～11月25日（金） 国際山岳ガイド連盟（IFMGA）技術委員会・総会 スロバキア

2023年 　

・未定 氷河を持つ山岳でのスキーガイディング（国際ガイド資格のための講習・検定） 国際
委員会
他委員
会との

共催あり

事業
委員会

試験・研
修委員会

妙高市

[百万人の山と自然]「安全のための知識と技術」事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）　　　　

未定

国際
委員会
他委員
会との

共催あり

（国　際　部　会　事　業　および　国　際　会　議）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益・その他割分）

各種受託事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（収益）

剱岳、立山周辺
　白馬、五龍岳周

辺

国際認定
山岳医
委員会

会員向け　スキーガイドステージⅡ受験対応講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

登山ガイドⅢ受験対応講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）　　　　

各種受託事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益）

試験・
研修

委員会

試験・
研修

委員会

登山ガイ
ド育成学
校委員会
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・未定 氷河を持つ山岳でのスキーガイディング（国際ガイド資格のための義務講習）

・未定
資格更新研修会・海外特別研修会
「氷河を持つ山岳でのスキーガイディング」　（12単位）
※上記の国際山岳ガイド海外講習・検定と共催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（国　内　会　議　関　係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益・その他割分）

2022年

・04月14日（木） 理事会13：30～17：30 東京 事務局

定時社員総会13：00～14：45

理事会　総会議事終了後

・06月02日（木） 理事会13：30～17：00 東京 事務局

・未定 スポーツ庁主催「全国山岳遭難対策協議会」 未定
安全対策
委員会

・09月29月（木） 理事会13：30～17：00 東京 事務局

・11月14日（月）～15日（火） 全国代表者会議

ふれあい集会および研修事業

後援：環境省他　予定 全国遭難対策研修会

第１８回全国自然環境会議

2023年

・01月26日（木） 理事会13：30～17：00 東　京 事務局

・04月13日（木） 理事会13：30～17：00 東　京 事務局

・05月16日（火） 国際委員会10：00～12：00　定例総会16：30～

懇親会18：00～20：00

※理事会開催以外に、常務理事会を月１回開催する予定。

※理事会、常務理事会では、理事に交通費を支給する。（但し、鉄道、航空機、路線バス等の範囲。自家用車その他の手段を利用する場合は

一般公共交通機関に置き換えて支給する。早割り、パック等経済的な手段がある場合には、出来るだけ協力すること！）

※各　委　員　会 担当理事、委員長任意、追って計画日程提出 原則東京 各委員会

各委員会ともに、理事長が裁量する範囲での交通費を支給する。これらは年間予算に計上されるので、あらかじめ会議開催の

年間計画を提出し、承認を受けること。会議は原則として本部事務局、または本部事務局が指定する場所で行なう。

以　上

尚、各事業とも、天候、現地事情、その他の事由により予告なく変更される場合があります。

事務局

国際
委員会
他委員
会との

共催あり

東　京

理事会
事務局

未定

未定

東京 事務局・05月17日（火）


