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2022 年度 公認スキーパトロール検定会開催要項 
 

□申込要件 

(1) 本連盟登録会員または登録予定の者 

(2) 級別テスト 1 級以上の者 

(3) 赤十字救急法救急員認定証（有効期間 5 年）の交付を受けているか検定会までに取得

見込みの者※1、または救急Ⅰ課程修了者（消防学校において、135 時間以上の教育を

受けた者），または医師・看護師・准看護師・救急救命士いずれかの資格を有する者 

(4) 受検する年度の 4 月 1 日時点で 20 歳以上 

(5) 加盟団体が実施するスキーパトロール養成講習（以下，養成講習）を修了し，修了証

（有効期間 3 年）によって証明された者，または修了見込みの者。ただし，2020 年度

養成講習修了者は有効期限を 4 か年とする（特別措置） 

(6) ※1 新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置 

公認スキーパトロール申込要件の「赤十字救急法救急員認定証」については、新型コ

ロナウイルスの影響により、同講習再開の目処が立っていません（2021 年 7 月現

在）。そのため，2022 年度特例措置として，「赤十字救急法救急員認定証」に替えて

赤十字救急法基礎講習検定合格者に付与される「赤十字ベーシックライフサポーター

認定証」（有効期間 5 年）の交付を受けているか取得見込みを申込要件とします。た

だし、赤十字救急法救急員養成講習が再開された時点で，速やかに同講習を受講し、

検定合格者に付与される「赤十字救急法救急員認定証」（両面写）を、加盟団体経由

で SAJ 事務局に E-mail で提出してください（期限は定めません）。 

 

□申込方法 

(1) 本連盟会員管理システムシクミネットで受検年度の会員登録・決済を済ませてくださ

い。シクミネットから申込み出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体に相談

してください。 

(2) 受検者は，シクミネットマイページから，申込期間内（2021 年 11 月 10 日（水）～11

月 24日（水））に，必要書類※2を添えて，検定会に申込みしてください。 

(3) 加盟団体は，必要書類に不備が無いか確認後、11 月 30 日（火）までにシクミネット

で承認してください。 

(4) SAJ 本部は，12 月 7 日～17 日の期間に申込書類審査を行い、不備がなければ参加費支

払いに関するメールを、シクミネットマイページに登録しているメールアドレスに送

信します。不備があった場合は申込みが差し戻され受検不可となります。 

(5) 受検者は，参加費支払期間内（2022年 2月 4日（金）～2月 14日（月）に， 参加費

（検定料）を支払ってください。2月 14日までに参加費の支払いがない場合は、申込

みが取り消されます。参加費支払後の返金はできません。 

(6) （申込時）検定料 10,000円 

（合格後）公認料 8,000円、登録料 1,000円、バッジ代 2,000円 

□申込時必要書類（※2） 

(1) スキー級別テスト 1 級合格証 

（但し、スキー準指導員・スキー指導員・功労スキー指導員有資格者は不要） 

(2) 有効期限内の赤十字救急法救急員認定証（有効期間 5 年）または、有効期限内の赤十

字ベーシックライフサポーター認定証（有効期間 5 年）または、救急Ⅰ課程以上の修

了証の両面写し、または、医師・看護師・准看護師・救急救命士いずれかの免許状の

写し。赤十字救急法救急員認定証または、赤十字ベーシックライフサポーター認定

証、または、救急Ⅰ課程以上を取得見込みの場合は、取得見込みの認定証名と取得見

込みであることを記載した文書 PDF（A4 判，様式自由） 

(3) 有効期限内の養成講習修了報告書（有効期間 3 年） 

2020 年度に同養成講習を修了した受検者は、申込みの際に「2020 特別措置」のチケ

ットで申込み、加盟団体は「2020 特別措置」の対象者であることを確認し承認してく
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ださい。 

受検年度に養成講習修了見込みの場合は，養成講習修了見込みと記載した文書 PDF

（A4 判，様式自由） 

(4) 上記（1）～（3）をひとつの PDF ファイルにまとめ（両面必要な場合は両面の写

し），アップロードしてください。 

 

 

□検定会要項 

【会期】 2022 年 2 月 25 日(金)～2 月 27 日(日) 

【日程】（会場の都合等により変更になる場合があります） 

第 1 日目 2 月 25 日(金） 

10:00 役員集合・検定会役員会議（本部宿舎） 

15:00～16:00 受検者受付 

16:00 開会式 

17:00～18:30 理論試験 

18:30 夕食 

第 2 日目 2 月 26 日(土) 

07:00～07:30 朝のつどい 

07:30～08:00 朝食 

09:30～11:30 実技テスト（搬送種目） 

12:00～13:00 昼食 

13:00～15:00 実技テスト（基礎種目） 

16:00～17:30 ロープ操法・救急法オリエンテーション 

18:00～19:00 夕食 

第 3 日目 2 月 27 日(日) 

07:00～07:30 朝のつどい 

07:30～08:00 朝食 

09:00～11:00 実技テスト（ロープ操法・救急法テスト） 

12:00～13:00 閉会式・合格発表・諸手続き 

 

第１会場 

【会場】北海道・ルスツリゾート 

【本部宿舎】ルスツリゾートホテル 

〒048-1711 北海道虻田郡留寿都村字泉川 13 番地 

TEL 0136-46-3331 

FAX 0136-46-3229 

【現地連絡先】 

伊藤 彰人 

メール：a-ito@ac.auone-net.jp 

携帯電話：090-3891-9483 

 

第２会場 

【会場】宮城県・オニコウベスキー場 

【本部宿舎】 リゾートパークホテルオニコウベ 

〒989-6941 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首大清水 26-17 

TEL 0229-86-2011 

FAX 0229-86-2029 

【現地連絡先】 

遠藤 秀明 
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メール：kukky5160@yahoo.co.jp 

携帯電話：080‐6023‐6631 

 

【検定会受付時必要書類】 

(1) 受検年度の SAJ会員証又はシクミネットマイページの資格情報画面のコピー 

(2) スキーパトロール養成講習修了報告書（写）（受検年度に養成講習修了見込みの者） 

(3) 赤十字救急法救急員認定証（両面写）または赤十字ベーシックライフサポーター認定

証（両面写）（申込時に取得見込みだった者） 

 

【検定会携行品】 

「日本スキー教程安全編」「2022年度教育本部オフィシャルブック」「2022年度資格検定

受検者のために」，筆記用具、保険証、スキー用具、ヘルメット、トレーニングウェア、

ロープ（外径 7.0～12.0mm，長さ 5ｍ，材質はロープ検定種目 [日本スキー教程安全編] に

適したもの 1 本）、三角巾（105cm×105cm×150cm，2 枚），保護ガーゼ 2 枚，アキヤボー

ト流れ止め 

【宿舎】 

会期中及び前後の宿泊は各自で手配してください。必要なら現地連絡先で宿舎を紹介で

きます。 

【欠席連絡】 

・欠席者は，所属加盟団体（都道府県スキー連盟）と現地連絡先に、氏名・会員番号・イ

ベント名・会場・チケット名を連絡してください。 

・加盟団体は、欠席者からの欠席連絡を受け、所定の様式で欠席届を、SAJ 事務局に E-

mailで連絡してください。 

【その他】 

・期間中の遅参・早退・欠科目は認めません。 

・実技テストではヘルメットを着用すること。 

 

 

■安全対策部事業全般について 

(1) 各事業詳細については、安全対策部ホームページ及び facebookで随時お知らせしま

す。http://snowsafety.info/ https://www.facebook.com/snowsafety 

(2) 各事業受講者・受検者（以下，参加者）はスキー傷害保険に加入していなければなり

ません。 

(3) 各事業会期中及び前後泊宿舎は、各自で手配してください。 

(4) 各事業参加費支払い後の返金はできません。 

(5) 参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせてください。 

(6) 主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は、途中退席を指示する可能性があり

ます。 

(7) 新型コロナウイルス等の感染拡大等の状況により、開催が急遽中止になる可能性があ

ります。 

(8) 各事業参加申込後に欠席する場合， 

・欠席者は，所属加盟団体（都道府県スキー連盟）と現地連絡先に、氏名・会員番

号・イベント名・会場・チケット名を連絡してください。 

・加盟団体は、欠席者からの欠席連絡を受け、所定の様式で欠席届を、SAJ事務局に

E-mailで連絡してください。 

・2022年度に限りコロナ関連で欠席した場合、研修会は参加料を返金せず研修修了と

します。スキーパトロール検定会は、検定料から振込み手数料を差し引き返金しま

す。返金方法は、所属加盟団体経由で、返金時期は６月の予定です。 

(9) 各事業参加申込みに必要な個人情報は、本事業の運営にのみ使用されることに同意の

上お申込みください。 
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(10)新型コロナウイルス感染対策について 

所定の体調チェックシートを提出していただき開催期間中も毎日体調チェックします。

提出及びチェック方法は、後日改めて参加者にご案内いたします。 

国内の感染状況、政府および各地方自治体の措置要請等の有無により、各行事毎に運

用が変更となる場合があります。 

(11)その他の問い合わせ等は、各事業要項に記載の連絡先までお願いします。 

 

 


