








1
北海道

キロロスキー場 負傷
バックカントリーでゲレンデに戻れない場所に降りてしまう。スマホアプリで現在地を確認
し、戻ろうとしたが日没で行動不能となり救助要請。スキー場パトロール隊や雪上車が
出動、23時過ぎに付き添い下山する。2名共同遭難。総額116万円按分。

￥580,000

2021年補てん金お支払い実績表（確定）

被　害 補てん金額遭　難　事　故　の　概　要遭難発生場所月

•2022年度事後分担金の精算（相殺処理）金額 ▲100円
•2022年10月現在、昨年度補てん金お支払い対象案件は下表以外の発生は想定できません。
 よって以下を2021年補てん金（カバレージ制度）総額といたしました。

＝単独での事故

＝未請求案件

1
北アルプス
白馬八方尾根 負傷5人パーティでオープンバーンを滑走中、岩に衝突し負傷。仲間と警察らにより救助。北アル

プス北部山岳遭難防止対策協会への支払いが発生。 ￥167,193

3
中央アルプス
千畳敷カール 負傷登山中に雪崩に巻き込まれ1ｍ埋没。パーティメンバーらにより救助される。あわせて中央

アルプス地区山岳遭難防止対策協会の救助活動あり。 ￥151,932

4
山形県

　蔵王・地蔵山 負傷熊野岳からロープウェイ地蔵山頂駅へ仲間とスキーで下山中、同行者と離れてしまい
道迷い遭難。救助依頼を受けた山形市山岳遭難対策委員会メンバーにより救助される。 ￥73,484

5
北アルプス
槍ヶ岳 死亡3人で槍ヶ岳に登山中、悪天候のなか低体温症のため遭難死亡。長野県警救助隊が発見。

北アルプス南部地区遭対協の救助活動あり。 ￥129,468

5
北アルプス
槍ヶ岳 死亡3人パーティで槍ヶ岳に登山中、飛騨乗越付近（標高3010ｍ）で悪天候により低体温症で

死亡。北アルプス南部地区遭対協が出動。 ￥386,250

5
北アルプス
蝶ヶ岳 負傷蝶ヶ岳から三俣登山道を下山中に転倒し、左脛骨、左腓骨を骨折。警察、北アルプス南部

地区山岳遭難防止対策協会員らにより救助される。９日間の入院治療。 ￥131,707

6
山形県
鳥海山 不明

6月11日、同行者と二人で上ノ台に筍採りに入山。道に迷い沢に下りる。高い位置からリュック
落とす姿を同行者が確認後、合流できず行方不明に。同行者が翌朝自力下山して通報。八幡
山岳捜索救助隊が捜索。

￥1,368,180

7
北アルプス
常念岳 負傷雨天時、胸突き八丁付近で足を滑らせて滑落。同行者とその場に居合わせた山岳救助隊員

により捜索救助される。 ￥81,248

7
北アルプス
五竜岳 負傷五竜岳に登山中、北尾根ノ頭付近で脱水症により救助要請。警察ヘリにより救助される。

遭対協隊員１名も別途出動。 ￥52,400

7
北アルプス
奥穂高岳 死亡穂高岳からザイテングラードを下山中に滑落。岐阜県警警察官の通報により長野県警ヘリ

が救助。心肺停止状態で発見、その後、死亡が確認された。 ￥259,994

7
北アルプス
涸沢 負傷テント場でぎっくり腰になり行動不能。北ア南部遭対協常駐隊の救助を得て長野県警ヘリ

にて松本市の病院に搬送。 ￥191,406

7
北アルプス
槍ヶ岳 負傷山岳会5人で登山。最後の梯子の中段で落石を受け重症。荒天のため長野県常駐隊員が

付き添いババ平まで下山後、ヘリで搬送。 ￥75,529

7
北アルプス
爺ヶ岳 負傷爺ヶ岳山頂から下山中、冷池山荘への中間地点で石につまづいて転倒し歩行困難に。遭対

協、長野県防災ヘリに救助される。 ￥240,400

7
北アルプス
槍ヶ岳 入院槍ヶ岳山荘内のベッドの梯子から転落し意識を失う。診療所の手配により病院にヘリ搬送。

高山病起因による高地肺水腫、肺炎と診断。 ￥333,688

7
南アルプス
北岳 負傷北岳大樺沢二股付近で捻挫後に転落、歩行困難になる。白根御池小屋に救助後、翌日に

山梨県警ヘリにより病院に搬送。 ￥124,686

7
奈良県
観音峯 負傷登山中にバランスを崩し転倒。両膝を骨折し移動困難に。２日後に発見され、警察ヘリに

より搬送。天川村消防団の捜索費用他を補てん。 ￥485,857

7
北アルプス
奥穂高岳 死亡奥穂高岳南稜を登攀中に滑落。同行者が警察に通報し、翌朝、警察ヘリにより発見、収容。

その後、死亡が確認された。 ￥335,280

7
北アルプス
涸沢 入院涸沢に到着直後に自力歩行が困難に。ワクチン接種の副反応による持病の悪化で筋力が

低下。警察・遭対協によりヘリで病院に搬送。 ￥203,464

7
北アルプス
奥穂高岳 負傷3人パーティで奥穂高岳南稜を登攀中、落石により１名が負傷。長野県遭対協常駐隊員が

救助し、警察ヘリにより搬送。 ￥45,817

8
北アルプス
西穂高岳 負傷西穂から奥穂方面へ縦走中、天狗岳付近の鎖場で捻挫。自力で天狗沢を下山するが動けな

くなりビバーク、翌朝ヘリで救助された。 ￥59,368

8
南アルプス
北岳 負傷山岳会７人で下山中、白根御池小屋下の第二ベンチ付近で転倒・滑落。眼窩底骨折のため

入院、民間救助隊による救助。 ￥166,248



熱中症による脱水症で下半身が動かなくなり登山者に協力を依頼。ヘリコプターで救助
される。岐阜県北ア遭対協の救助費用が発生。

9
北アルプス
焼岳 死亡新中の湯ルート上で意識を失い倒れる。登山者の通報で長野県警ヘリにて病院に搬送。

急性心筋梗塞と診断。遺体搬送費用が発生。 ￥175,720

￥14,246,009※1

2021年度事後分担金支払い状況 口　座　請　求　額

2021年度事後分担金確定額および精算額について

振　替　不　能　額 お　支　払　込　額

1月1日～ 8月31日 口座請求金額 ￥16,793,600 ￥981,700 ￥15,811,900※2

9月1日以降請求予定金額
（口座振替・クレジット・その他含む） ￥3,188,400 ￥188,116※3 ￥3,000,284

2021年度補てん金額合計

2021年事後分担金の確定額は、上記実績表通りの補てん金お支払い状況と会員の方からの事後分担金お払込み状況により、お一人当たり100円とさせていただきました。
これに対し2021年以前にご入会の会員の方は既に200円の事後分担金をお支払いいただいております。
このため100円を返金させていただきますが、2022年度事後分担金としてお払込いただく際に相殺処理させていただきます。
ご了承をお願いいたします。相殺後の金額は2022年度事後分担金額をご参照ください。

※1 お支払補てん金総額
※2 郵便振替支払い含む
※3 1月1日～8月31日と同じ5.6%
※4 受付済み未請求事故 1件（★）を含む。※1と同じ
※5 ￥18,812,184- ￥14,246,009
※6 6月末日までの会員数
※7 ￥43.8円を切り上げ

合　　　　計 ￥19,982,000 ￥1,169,816 ￥18,812,184

2021年度 補てん金額 ￥14,246,009※4

過超徴収額：A ￥4,566,175※5

事後分担金お支払済み人数：B 104,233名※6

2021年度事後分担金確定額：A÷B ￥100※7

被　害 補てん金額遭　難　事　故　の　概　要遭難発生場所月

9
北アルプス
涸沢岳 死亡槍ヶ岳から奥穂高岳へ縦走中、涸沢岳北東約700ｍ先の岩場で約30ｍ滑落して死亡。岐阜

県北ア遭対協の救助費、遺体搬送費を補てん。 ￥346,687

9
北アルプス
常念岳 負傷常念小屋玄関の上がりかまちを降りようと、すのこで滑り、棚に脇腹を打ち行動不能に。

北アルプス南部地区遭対協の救助費用が発生。 ￥184,988

9
北アルプス
柏原新道 負傷鹿島槍登山後、扇沢から柏原新道を下山中、濡れた石に足を滑らせて転倒。自力歩行困難と

なり救助要請。長野県遭対協の費用が発生。 ￥46,000

9
八ヶ岳連峰
権現岳 負傷ツアー登山で権現岳から赤岳へ向かう途中、ハシゴを通過後に転倒。長野県警ヘリで病院

搬送。諏訪地区遭対協の救助費用等を補てん。 ￥192,061

9
北アルプス
柏原新道 負傷爺ヶ岳から種池山荘経由、柏原新道を下山中に転倒、骨折し救助を依頼。北アルプス北部

地区遭難防止対策協会により救助される。 ￥145,220

9
北アルプス
槍ヶ岳 死亡槍ヶ岳北鎌尾根に単独で入山し行方不明に。その後、捜索に当たっていた警察が東側斜面

で遺体を発見。岐阜県警ヘリで収容される。 ￥351,585

10
北アルプス
白馬鑓ヶ岳 入院天候急変で稜線上でビバーク。低体温症により意識混濁となる。翌朝、登山者に発見され、

長野県警ヘリで救助。 ￥9,518

10
南アルプス
日向山 死亡単独で登山後帰宅せず警察署が捜索。工事関係者が尾白川の千ヶ淵付近で遺体発見。遭対

協北杜支部の捜索費用、遺体搬送費等が発生。 ￥335,310

10
三重県
御在所岳 負傷藤内壁をクライミング中にスリップし７ｍ墜落。後頭部を強打、失神し救助される。三重県

防災ヘリで搬送。救助者の消耗品が補填対象に。 ￥53,488

10
北アルプス
白馬乗鞍岳 死亡単独で白馬乗鞍岳に入山し、積雪のため身動きとれず救助要請。長野県警救助隊らが倒れ

ているところを発見したが死亡。 ￥450,400

10
岩手県
大野山 負傷堺ノ神山に登り、帰途に道に迷い山中をさまよう。山麓民家まで下山し救助を求めた。駆け

つけ費用、謝礼費用が発生。 ￥62,957

10
南アルプス
鋸岳 不明おそらく鋸岳で行方不明になったと思われる。警察が捜索したが手がかりなし。民間救助隊

が捜索の打診を受けている。 ￥5,500,000★

12
北海道

カミホロカメットク山 特になし登攀後、下山中にGPSの電池切れにより、吹雪で道に迷い遭難。同行者ともはぐれてビバーク
後、自力下山中に道警ヘリに発見され搬送。 ￥35,159

12
八ヶ岳連峰
硫黄岳 負傷2名で大同心北西稜を登攀後、硫黄岳付近の稜線で悪天と低体温症で身動きがとれなく

なりビバーク。赤岳鉱泉まで自力下山後救助される。 ￥293,870

9
北アルプス
赤沢山 負傷赤沢山に登頂し、ヒュッテ西岳方面に戻る途中で登山道から滑落。北ア南部遭対協救助

隊員が出動し、県警ヘリで救助される。 ￥108,268

8
北アルプス
笠ヶ岳 特になし ￥30,000

8
北アルプス
西岳 負傷足をふみはずし転倒、約20ｍ滑落。自力で登り返し登山者に通報してもらう。その後、北ア

南部遭対協救助隊員に救助されヘリで病院に。 ￥81,248

8
北アルプス
槍ヶ岳 負傷山岳会15名で槍ヶ岳から上高地へ下山中、殺生ヒュッテ付近で転倒し頭部裂傷、警察ヘリ

で病院へ。県遭対協、北ア南部遭対協の費用発生。 ￥199,931


