
独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所 令和４年度事業計画 

【主催事業（一般研修会）】 
名       称 期        間 定員 研修場所 参加対象者 

高等学校等登山指導者 
夏山研修会 *1 

3日間 
7月 25日（月） ～ 27日（水） 
【申込：5月 30日（月）～6月 17日（金）】 15名 

国立登山研修所 
・室堂周辺 

所属長等（教育長、大学長、学校長、会長等）が推薦する以下の者 
（ア）高等学校・高等専門学校の登山部等で指導する教職員等 
（イ）大学の登山活動を行うクラブやサークル等の指導者（顧問・コーチ等） 
（ウ）小学校・中学校等の野外活動を担当する教職員等 
（エ）都道府県・市区町村で野外活動や登山を担当する者 
（オ）都道府県山岳連盟（協会）等で指導的立場にある者 
（カ）登山用具店の担当者、登山教室等の企画や指導に携わる者 
（キ）大学の登山活動を行うクラブやサークル等で活動している者 
（ク）山岳遭難救助組織に所属する者 
※（キ）、（ク）は積雪期登山基礎講習会のみ 

積雪期登山基礎講習会 *2 3日間 
2月 10日（金） ～ 12日（日） 
【申込：1月 4日（水）～1月 13日（金）】 

18名 
国立登山研修所 
・周辺山域 

上級登山指導者 
リスクマネジメント研修会 *3 

2日間 
8月 29日（月） ～ 30日（火） 
【申込：7月 11日（月）～7月 29日(金）】 

40名 東京都内予定 

登山の指導的立場にある者で、一定の登山経験（5 年以上等）、指導経験
（3 年以上等）を有し、所属団体の所属長等（教育長、学校長、会長等）が
推薦する以下の者 
（ア）都道府県高体連登山専門部等で指導的立場にある教職員等 
（イ）高等学校・高等専門学校の山岳部等で指導する教職員 
（ウ）都道府県山岳連盟（協会）等で指導的立場にある者 
（エ）大学の登山活動を行うクラブやサークル等で指導する監督、コーチ等 
（オ）登山用具店等が主催する講習会等で指導を担当する者等 
（カ）登山ガイド等で講習会等を主催し、指導する者 
（キ）山岳遭難救助組織の指導的立場にある者 

雪上基礎講習会 *4 4日間 
5月 19日（木） ～ 22日（日） 
【申込：4月 11日（月）～4月 22日（金）】 18名 

国立登山研修所 
・室堂周辺 

登山活動を行うクラブやサークル、団体等に 1 年以上所属し、国立登山研
修所が定める条件を満たす者（50 歳未満）で、所属団体の所属長等（大学
長、会長、教育長、学校長等）が推薦する以下の者 
（ア）大学の登山活動を行うクラブやサークル等で活動しているリーダー若しく

はリーダー候補者 
（イ）都道府県山岳連盟（協会）等で指導的立場にある者 
（ウ）高等学校・高等専門学校の登山部等で指導する教職員等 
（エ）大学の登山活動を行うクラブやサークル等の指導者（顧問・コーチ等） 
（オ）山岳遭難救助組織の指導的立場にある者 

登山リーダー夏山研修会 *5  6日間 
8月 21日（日） ～ 26日（金） 
【申込：6月 20日（月）～7月 8日（金）】 

18名 
国立登山研修所 
・剱岳周辺 

登山リーダー冬山研修会 *6 6日間 
3月 12日（日） ～ 17日（金） 
【申込：1月 16日（月）～2月 3日（金）】 

21名 
国立登山研修所 
・周辺山域 

安全登山指導者研修会 
*7 

東
部
地
区 

3日間 
10月 21日（金） ～ 23日（日） 
【申込：7月上旬公表の開催要項に記載】 

25名 
茨城県 

主管：茨城県山岳連盟 

（ア）地域、職域等における登山クラブ（グループ）のリーダー・指導者 
（イ）都道府県山岳連盟（協会）の関係者、都道府県・市区町村の関係者

（登山担当者、スポーツ推進委員等） 
（ウ）高等学校・高等専門学校の登山部等で指導する教職員等 
（エ）旅行会社等が主催するツアー登山の関係者(企画担当者、引率者等) 
（オ）登山用具店の担当者、登山教室等の企画や指導に携わる者 
（カ）トレイルランなど、登山技術・知識が必要なアウトドアスポーツの愛好者 
（キ）その他、中高年を含む一般登山者の指導に携わる者 

西
部
地
区 

3日間 
11月 18日（金） ～ 20日（日） 
【申込：8月上旬公表の開催要項に記載】 

25名 
   島根県 
主管：島根県山岳連盟 

山岳遭難救助研修会 5日間 
①10月 3日（月） ～  7日（金） 
②10月 10日（月） ～ 14日（金） 
【申込：8月 1日（月）～8月 19日（金）】 

①24名 国立登山研修所 
・周辺山域 

所属長（本部長、署長等）が推薦する以下の者 
山岳遭難救助組織の指導的立場にある者（警察・消防・自衛隊等職務で
山岳遭難救助に携わる者、民間救助組織において携わる者） ②24名 

*1 高等学校等登山指導者夏山研修会 …… 夏山登山に必要な基礎的な知識や技術の習得と、高校生等を安全に引率するための能力向上を図ることを目的として行う。 

*2 積雪期登山基礎講習会 …… 雪に親しむことをコンセプトに、雪上での歩行技術や生活技術、危急時対策等を中心に積雪期登山に必要な基礎的な知識や技術の習得を図ることを目的に行う。 

*3 上級登山指導者リスクマネジメント研修会 …… 登山のリスクマネジメントやプランニング、アクティブラーニングを活用した指導方法等について研修を行い指導者としての資質向上を図ることを目的に行う。 

*4 雪上基礎講習会 …… 残雪期登山の基礎技術や生活技術、危急時対策等の基本について学ぶ。  

*5 登山リーダー夏山研修会 …… 夏山の安全な登山を実践できるリーダーの養成を目的に行う。 

*6 登山リーダー冬山研修会 …… 積雪期の安全な登山を実践できるリーダーの養成を目的に行う。 

*7 安全登山指導者研修会 …… 登山の基礎的な知識や技能について習得するとともに研究協議を行い、登山初心者を含む一般登山者の指導者養成と安全な登山の普及を図ることを目的に行う。 

 

【主催事業（セミナー研修会）】 
名       称 期        間 定員 研修方法・場所 参加対象者等 

安全登山 

サテライトセミナー 

*8 

名古屋 2日間 
6月 25日（土） ～ 26日（日） 

【申込：5月 30日(月)～6月 10日(金)】 

会場

100名 

オンライン 

400名 

名古屋工業大学 

・ウェブ会議システム 

「zoom」 

（ア）高等学校・高等専門学校の登山部等で指導をしている教職員等 

（イ）大学の登山活動を行うクラブやサークル等で活動しているリーダー若しく

はリーダー候補者、指導者（顧問・コーチ等） 

（ウ）都道府県山岳連盟（協会）・各山岳会（クラブ）のリーダー若しくはリーダ

ー候補者 

（エ）小学校・中学校等の野外活動を担当している教職員等 

（オ）都道府県・市区町村の野外活動担当者及び地域・職域における登山

の指導者（青少年教育施設等の職員を含む） 

（カ）警察・消防・自衛隊等職務で山岳遭難救助に携わる者 

（キ）一般登山者、大学生、登山用具店の担当者、トレイルラン・バックカン

トリースキーの愛好者等 

※所属長等の推薦は必要としない。 

東京 2日間 
12月 17日（土） ～ 18日（日） 

【申込：11月 14日(月)～11月 25日(金)】 

会場

150名 

オンライン 

400名 

国立オリンピック記念

青少年総合センター 

・ウェブ会議システム 

「zoom」 

高等学校登山指導

者オンラインセミナー       
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オンライン １日間 

① 7月 22日（金） 

【申込：6月 27日(月)～7月 8日(金)】 

②12月 26日（月） 

【申込：12月 5日(月)～12月 16日(金)】 

150名 
ウェブ会議システム 

「zoom」 

高等学校・高等専門学校の登山部等で指導をしている教職員・コーチ等 

※所属長等の推薦は必要としない。 

◇詳細は HP（開催要項約 2 ヶ月前に掲載）でご確認ください。なお、参加申込は HPからの専用フォームでのみ受け付けます。また、定員に達し次第、募集を締め切ります。 

*8 安全登山サテライトセミナー …… 安全で安心な登山を実施するために必要な知識や理論を学ぶことを目的とし、講義中心の内容で行う。 

 ※ *1、2、3、7、8、9は、（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会、（公財）全国高等学校体育連盟との共催予定 

 

【主催事業（国立登山研修所委嘱講師の研修会）】 

救助技術（①10月 2日 ②10月 9日）、積雪期救助技術（2月 8日～9日）、雪上技術（3月 9日～11日） 

 

【共催事業】 

全国山岳遭難対策協議会 … 7月 15日（金）開催予定  主催：スポーツ庁・共催：警察庁・消防庁・気象庁等（文部科学省講堂） 

チャレンジ＆チェンジ！真夏のアドベンチャー … 8月 7日（日）～13日（土） 国立立山青少年自然の家との共催事業 

 

問い合わせ先 

〒930-1405 

富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂 6 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

国立登山研修所 （担当：金山・和田） 

ＴＥＬ:076-482-1212  ＦＡＸ:076-481-1534 
国立登山研修所 

ホームページ 

       

国立登山研修所 

インスタグラム 

       


