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             ２０２３年度  職能別資格検定試験の案内 

 （スキーガイド資格）               

公益社団法人日本山岳ガイド協会 
 

 

1. 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、公益社団法人日本山岳ガイド協会事務局宛に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。 

スキーガイドステージⅠは筆記試験の２週間前までに郵送必着、スキーガイドステージⅡは書類審査

の２週間前までに郵送必着。 

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（スキーガイドステージⅠのみ） 

受験票は筆記試験日の１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。 

＊スキーガイドステージⅡは書類審査のみですので受験票は送付されません。 

 

 

 

● 一次試験の実施 

・筆記試験  ：  ２０２３年０６月１８日（日） 東京・大阪 

※スキーガイドステージⅠ資格受験希望者のみ。 

 

・書類審査  ：  ２０２３年１０月０２日（月） 

※スキーガイドステージⅡ資格受験希望者のみ。 

<参考図書> 事前に購入し熟読して下さい。すべて当会発行（ＨＰより購入できます） 

・スキーガイドステージⅠ・Ⅱ 国際山岳ガイド スキーガイド技術教本 

・雪の安全管理・雪崩対策技術教本 

 

 

 

● 一次試験合格発表（合否通知） 

  試験日から約 1ヶ月以内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、二次試験および義務講習の実施 

  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。 

実技検定および義務講習科目ごとにそれぞれ専用書式をコピーして申し込みください。 

  申し込み締切日を厳守してください。  ＊締切日は開催日の初日の３０日前郵送必着です。 

  二次試験の開催要項は、一次試験合格者宛にご案内します。 

  二次試験受験または受講手続終了後、試験または講習開催日の１週間前頃までに実技検定試験集合

案内を送付します。   
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● 二次試験合格発表（合否通知）、義務講習修了通知 

  各実技検定試験終了または義務講習修了日より約１ケ月以内に合否通知書を送付します。 

  合格および修了の、各科目の有効期限は発行日から３年間です。 

  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。 

 

注：スキーガイド資格は、順番通り受けて頂く科目がありますのでご注意ください。 

 

  養成指導者による講習・検定を受けて推薦を受け取った方は、免除申請を行ってください。申請は

随時受け付けますが、免除通知書の発行には日数がかかることがありますのでご注意ください。  

 

 

 

 

● 全科目合格および修了 

  全ての科目を合格および修了しますと、ガイド資格認定通知書を発行します。 

  認定通知書受給者は、当会正会員団体に入会し、正会員団体を通じて当会入会手続きを行います。

手続きが完了した方には正会員団体を通して、当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。 

  既に当会正会員である場合には、新資格のガイド資格証を付与します。 

 

 

 

２．受験資格 

スキーガイドステージ

Ⅰ 

登山ガイドステージⅡ・Ⅲあるいは山岳ガイドステージⅠ・Ⅱ資格を持ち、バック
カントリースキー歴３年以上、100 日以上の経験を有する者。 

スキーガイドステージ

Ⅱ 

・スキーガイドステージⅠ資格を持ち、正会員としてスキーガイドステージⅠガイ

ド実務経験が１シーズン以上（10 日以上）あること。且つスキーガイドステージⅡ

資格のサブガイド実務経験５日間以上あること。 

・２日以上の山中泊（テントもしくは雪洞等、山小屋・避難小屋は除く）５本以上

のスキー山行経験を有すること。 

 

 

 

 

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 

スキーガイド 

ステージⅠ 
筆記試験 2023.06.18(日) １日 東京・大阪 ２０，０００ 

スキーガイド 

ステージⅡ 
書類審査 2023.10.02(月) １日 東京 ５，０００ 
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● 二次試験 

2023年度実技検定試験（※予定※）  

 

職能職種 検定項目 実施日 日数 開催地 検定料 

スキーⅠ 

ファーストエイド講習会 2023.12 月調整中 ４日 立 山 45,000 

雪崩対策技術 2024.01.09(火)～12(金) ４日 白 馬 70,000 

スキーガイドステージⅠ  

※１ 
2024.02.19(月)～23(金) ５日 白 馬 75,000 

 

スキーⅡ 

スキーガイドステージⅡ 

（厳冬期） ※２ 
2024.02.14(水)～20(火) ７日 白 馬 100,000 

スキーガイドステージⅡ 

（残雪期） ※２ 
2024.05.13(月)～16(木) ４日 立 山 60,000 

 

 

<※１> ファーストエイド講習受講済、また、雪崩対策技術検定に合格、もしくは JAN 雪崩従事者レベ

ル１受講を受講し、免除申請済みでないと、スキーガイドステージⅠ検定は受験できません。 

<※２> スキーガイドステージⅡ（厳冬期）〜スキーガイドステージⅡ（残雪期）の順で受験してくだ

さい。残雪期科目の受験に厳冬期科目の合否は問いません。 

ただし、全日程に参加が必要です。両科目合格で認定となります。 

     ＊1 雪崩対策技術科目を養成指導による免除を希望される場合についてのご注意。 

スキーガイドステージⅠ検定試験申込み締め切り日までに免除による合格通知を受け取れる

よう、免除申請は余裕をもって行ってください。 

 

 

４．申込方法 

【一 次 試 験】 

● 筆記試験（スキーガイドステージⅠ） 

希望の職能区分の申請書類を、公益社団法人日本山岳ガイド協会に簡易書留にてご郵送ください。 

受験料をお振込みのうえ、以下の書類を締切日必着で郵送してください（当日消印有効ではありませ

ん） 

 

納入金額： スキーガイドステージⅠ：筆記試験・・・・・・・・・・２０，０００円 

 

締切日 ： スキーガイドステージⅠ・・・・・・・６月筆記試験日２週間前郵送必着 

 

● 書類審査（スキーガイドステージⅡ） 

希望の職能区分の申請書類を、公益社団法人日本山岳ガイド協会に簡易書留にてご郵送ください。 

受験料をお振込みのうえ、以下の書類を締切日必着で郵送してください（当日消印有効ではありませ

ん） 

 

納入金額： スキーガイドステージⅡ：書類審査・・・・・・・・・・ ５，０００円 

締切日 ： スキーガイドステージⅡ・・・・・・・９月１８日（月） 同日郵送必着 

 

 

 

 

 

 

送金先： 三菱ＵＦＪ銀行 四谷支店 

     普通預金口座１１１９０２９ 

     名義：公益社団法人日本山岳ガイド協会 
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＊ 提出書類として必要なものは以下です。 

 

（スキーガイドステージⅠ） 
① 受験申請書    ： 当会の指定書式を使用してください。 

② 顔写真      ： ２枚 うち１枚は受験申請書に貼付のこと（縦 4㎝×横 3㎝）。 

           半年以内に撮影されたもの。 

③ バックカントリースキー歴報告書 

 ： 当会の指定書式に規定の経験をなるべく詳しく、積雪期と無積雪期に分け

て、記載例を参考に受験に必要な日数を満たすよう記してください。 

             ガイド歴がある場合はその経歴も記載してください。 

 

（スキーガイドステージⅡ） 

① 書類審査申請書     ： 当会の指定書式を使用してください。 

② スキーガイド歴報告書 ： 当会の指定書式に規定の受験に必要な日数と条件を満たすよう    

詳細を記してください。 

 

 

●二 次 試 験 
実技検定試験および義務講習開催要項をお読み頂き、受験申込書類を公益社団法人日本山岳ガイド協会

にご郵送ください。 

受験料をお振込みのうえ以下の書類を送付してください。 
 

① 実技検定試験および義務講習受講申込書   ： 当会の指定書式を使用してください。 

② 実技検定試験および義務講習受講誓約書   ： 当会の指定書式を使用してください。 

                       本人の自署もしくは捺印が必要です。 

③ 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 

＊書類に不備があると申込みは受理されません。 

＊締切日は開催日の初日の３０日前郵送必着です（当日消印有効ではありません） 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 
①新型コロナウイルス感染対策の為、当協会ホームページの下記 URL に掲載されている資料に目を通

しておくこと。 

http://jfmga.com/corona_PT.html 

「新型コロナウイルス感染症対策のための業務再開ガイドライン Vol.7」 

基本的な行動指針はこれにも基づくので、熟読の上で参加すること 

 

②集合案内に同封する「新型コロナウイルス感染症対策のための確認書」の内容を理解し、必要事項

を記入した上、開催当日持参すること。 

 

③状況によってワクチン接種済証・PCR 検査の陰性証明・抗原検査の陰性結果等のいずれかの提示を

求める可能性がある。その場合は集合案内に記載するので、確認のうえ対応すること。 

 

５．検定免除科目およびその申請方法 
各職能区分の二次試験受験科目については、以下のとおりの検定免除規定適用科目があります。 

検定免除とは、当会の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円となります。免除規定適用を希望する人は、一次試験合格後に

発送される二次試験開催要項に付属する免除申請書（二次試験受験申請書を兼ねる）に、当会認定養成

指導者より推薦署名捺印を行ってもらい、養成指導者より発行された採点表（検定チェックシート）を

添えて申請してください。 
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スキーガイドステージⅠ資格 

雪崩対策技術 

スキーガイドステージⅠ ※ 

 

 

 

※スキーガイドステージⅠ科目の養成指導は 2023 年度より廃止となりましたが、既にスキーガイドステ

ージⅠ科目の養成指導を受講していた場合、推薦状の有効期限内に免除申請を行えば 2022 年度までの詳

細規定に準じて免除となります。ただし、筆記試験ならびにファーストエイド講習会と雪崩対策技術を

合格あるいは免除していなければ当科目の免除申請は行えません。また、この場合の審査料は、１０，

０００円となります。 

 

 

６．合格発表 
一次試験： 試験日から約 1ヶ月以内に合否通知書を送付します。 

二次試験： 各検定または義務講習科目終了日より約 1 ヶ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） 

 

 

７．各科目の合格有効年数 
スキーガイドステージⅠ：一次試験合格後から３年以内に資格を取得する必要があります。 

スキーガイドステージⅡ：書類審査合格後から３年以内に資格を取得する必要があります。 

 

 

 

８．資格認定 
全ての科目を合格および修了しますと、ガイド資格認定通知書を発行します。 

認定通知書受給者は、当会正会員団体に入会し、正会員団体を通じて当会入会手続きを行います。手続

きが完了した方には正会員団体を通して、当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。 

既に当会正会員である場合には、新資格のガイド資格認定証を付与します。 

 

 

 

問い合わせ 

 

〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町６番９号 丸藤ビル２０１号 

国際山岳ガイド連盟加盟  公益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 

mailto:office@jfmga.com

