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問 １ 公認スキーパトロール検定種目を記入しなさい。 

SAJ規約・規程 検定基準と実施要領 10点（1点×10） 

 

① スキー実技テスト 

○基礎種目テスト（ プルークボーゲン ）（ 横滑り ）（ 片開きプルーク  ） 

（ パラレルターン  ）（ フリー滑降   ） 

○搬送種目テスト（ 浅まわり搬送   ）（ 大まわり搬送  ）（ 真下搬送 ） 

② 理論テスト 

③（ ロープ操法テスト ） 

④（ 救急法テスト ） 

 

 

問 ２ 公認スキーパトロール規程に定める使命と理念について，（  ）を適当な語句で埋めなさい。 

SAJ規約・規程 スキーパトロール規程 10点（1点×10） 

 

スキーパトロールは、スノースポーツを楽しむすべての人々に，高品質で， 

（ 安全・安心なサービス ）を提供することを使命とする。また，その理念は，スキー場の 

（ マイスター ）としてすべてのスキーヤーから（ 信頼 ）される存在となるために，スキーパトロ

ールに必要な（ 知識 ）と（ 技術 ）に加え，（ ホスピタリティー ），弛まぬ（ 向上心 ），パ

トロール同士の（ 強い連帯感 ），（ リーダーシップ ），（ 責任感 ）を兼ね備えることが望まれま

す。 

 

 

問 ３ 公認スキーパトロール規程について，（   ）を適当な語句で埋めなさい。 

SAJ規約・規程 スキーパトロール規程 10点（1点×10） 

 

第７条 スキーパトロールは，次の各号に掲げる（ 義務 ）を負うものとする。 

(1)スキーパトロールの（ 使命 ）を完遂するため，スキーパトロール研修会に（ ２ ）年に１回参

加し，修了しなければならない。また，その他の関連研修も（ 積極的に受ける ）ものとする。 

(3)スキー場の常勤・非常勤・ボランティアスキーパトロールは，スキー場の（ 安全管理 ）・

（  安全指導 ）や（ 救護活動 ）に積極的に関与するものとする。 

第８条 スキーパトロールが，公認スキーパトロール研修会を（ ２ ）年続けて未修了の場合は，スキ

ーパトロールの資格を停止する。資格停止中の者は、スキーパトロールとして活動ができない。 

第９条 スキーパトロールの資格の停止を解除しようとする者は，（ スキーパトロール研修会修了 ）

をもって資格の停止を解除できる。ただし，その場合の資格の有効は，研修会修了の（ 翌年度 ）から

始まる。  
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問 ４ シニアスキーヤーの安全対策にとって重要な，加齢に伴う視覚・聴覚機能の低下と寒さに対する

感覚の鈍化について説明しなさい。 

安全編 pp.48 (10点) 

 

動体視力は加齢とともに急速に低下し，動いているものの認識が遅れることで，危険の発見や対処が遅

れるので，自らの滑走スピードを控えめにすることや，危険が迫る前に対処します。 

聴覚機能も加齢とともに低下し，周囲の人の声や滑走音，サイレンの音，自然からのサインを見落とし

て（聞き落として）しまわぬよう，周囲に耳を傾けておくと同時に，視覚情報と合わせて危険を察知する

ことが大切です。 

 

高齢では寒くなっても皮膚の血流量があまり減らないため，身体が冷えやすくなり，その結果身体が冷

えていることに気づかずに体力を奪われ，疲労が蓄積しやすくなります。 

 

 

問 ５ スキー場来場者に対するゲレンデコンディション異常等の効果的な情報提供の方策（情報の種

類・周知の場所・周知の方法）を具体的に述べなさい。 

安全編 pp.72-74 （10点） 

  

情報の種類：気象情報，コース情報，積雪の不安定性情報，自然に関係ない情報，等の情報を 

 

周知の場所：リフトチケット売り場，索道改札口付近，索道内部，レストラン，等で 

 

周知の方法：掲示物，場内放送，Web，SNS，等を使って周知する 

 

 

問 ６ 安全マナー指導について述べた文章で，（  ）に適当な語句を埋めなさい。 

安全編 pp.75 10点（1点×10） 

スキー場利用者のスキーの技術レベルや利用方法はさまざまですが，（ 滑走にあたって ） 

（ リフト搭乗にあたって ）（ 標識・指示の遵守 ）（ 禁止行為 ）（ 徐行義務 ） 

（ 滑走時の義務 ）などについては，ほかのスキー場利用者を巻き添えにする危険性を含んでいるの

で，目に余るような行為が続いたり，ほかのスキー場利用者の（ 安全への妨げ ）になったりするよう

な場合，それぞれの内容に関して指導が必要になります。しかし， 

（ 頭ごなしの指導 ）は対立を生むだけなので，誠意をもって話しかけることが大切です。スキーパト

ロールは，（ スノースポーツ安全基準 ）やルールの抜粋等が書かれている資料や 

（ スキー場マップ ）を持ち歩いて対応する必要があります。 
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問 ７ 搬送に必要なスキー技術について述べた文章で，（  ）に適当な語句を語群から選びなさい。 

安全編 pp.84-85 10点（1点×10） 

 

搬送に必要なスキー技術に，（ 横滑り ）や（ プルーク 〔 全制動 〕）がありますが，これらの

技術でボートを牽くと思いどおりにいきません。大切なことは，搬送者がどのような体勢になろうとも，

傷病者に（ 動揺 ）を与えずに，（ 最短距離 ）で安定した搬送ができる技術を培うことです。とは

いえ，さまざまな斜面や雪質での１人搬送には限界があるので，協力し合ったり，さまざまな 

（ 機動力 ）を使ったりしながら，最善の搬送を心がけます。流れ止めロープ固定位置の（ 腰 ），  

（ 手首  ）や（ 肩  ）などについては，それぞれの特性や危険性を考え，（ 自分に適した ）

使い方をするようにします。 

 

 

 

 

 

 

問 ８ 索道の種類と方式について，下表を埋めなさい。 

安全編 pp.109 10点（1点×10） 

 

索道の種類 

（ 普通索道 ） 扉があり（ 閉鎖式 ）の搬器を使用して旅客，または旅客と貨物を運搬

する索道で，ロープウェイや（ ゴンドラリフト ）などがあります。 

（ 特殊索道 ） 外部に開放された，座席式の搬器を使用して旅客を運搬する索道で，チェ

アリフトや滑走式リフトがあります。 

 

索道の方式 

（ 交走式 ） ワイヤーロープにつるされた搬器が往復する方式 

（ 循環式 ） ワイヤーロープにつるされた搬器が循環する方式 

固定循環式 ワイヤーロープに（ 搬器が固定されて ）循環する方式 

自動循環式 搬器が起点と終点の間ではワイヤーロープに（ 固定 ）され，停留所で

はワイヤーロープから（ 切り離 ）されて循環する方式 

（ 滑走式 ） 旅客がスキー・スノーボードなどで滑走しながら運搬される方式 

 

  

最短距離  プルーク  動揺  機動力  手首 

肩  全制動  自分に適した  腰  横滑り 
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問  ９ スノースポーツ救急法に関する文章である。(   )を適当な語句で埋めなさい。 

安全編 pp.118-120 10点（1点×10） 

 

(1) 傷病者の観察で，（ 意識障害 ）・気道閉塞・呼吸停止・（ 心停止 ）・大出血・ひどい熱傷・中毒

などは，直ちに手当しないと生命にかかわります。 

(2) ショックとは血圧低下や（ 血液循環不良 ）が原因で引き起こされる全身症状である。 

(3) 気道閉塞の主な原因として，意識不明による（ 舌根沈下 ），固形物や液状物の気道の詰まり，

気道周囲の外傷，アナフィラキシー，気道の炎症・腫瘍，痙攣がある。 

(4) スノースポーツは急性の外傷や慢性の障害ともに頻度も程度も大きくなり，高速度で転倒・衝突し

た場合は，（ 高エネルギー外傷 ）となり死にいたる例が年間 10件ほど発生しています。 

(5) RICE処置とは，R:安静，I:冷却，C:（ 圧迫 ），E:挙上のことである。 

(6) 胸骨圧迫の部位は胸骨の（ 下半分 ）とします。深さは胸が約（ 5 ）cm沈むように圧迫しま

す。１分間あたり（ 100 ）～（ 120 ）回のテンポで圧迫します。なお，小児における深さは

胸の厚さの約（ 1/3 ）とします。 

 

 

問 １０ 冬山の気象について，（ ）を適当な語句で埋めなさい。 

安全編 pp.148-149 10点（1点×10） 

  

気温の下がる割合は，高度 100m で約（ 0.6 度 ）です。また，体感温度（身体が感じる温度）は，

風速１m強くなるごとに約（ １度 ）低くなります。 

風は，地上に比べて標高が高くなるにしたがって強くなります。標高が高くなると空気の密度が 

（ 低く ）なり，（ 障害物 ）もなくなるためです。冬の（ 季節風 ）では，標高が高くなるに

したがって（ 西より ）の風となります。しかし，山での風は地形の影響が大きく，一般に沢筋では沢

に沿って風が吹き，尾根筋では尾根に対して（ 直角方向 ）に風が吹きます。また，高気圧に覆われた

穏やかな日には，日射の影響により，昼は谷から山に向かって風が吹き上げ（ 谷風 ），夜間には，山

から谷に向かって風が吹き下ろします（ 山風 ）。 

 空気中の水蒸気が凝結して水滴となり，視界が（ １km ）未満になる気象状況を霧と言います。地吹

雪同様に濃霧でも視程障害となるため，行動に注意する必要があります。 


