
4. 応募方法

研究 ・ 活用計画申請書またはトライアル利用計画書
に必要事項を記入の上、 メールに添付してお送りく
ださい。

8. 審査結果について

審査結果は、 2022 年 2 月末に各申請者に通知するほ
か、 採択された件名についてはウェブサイトで公開いた
します。

5. お申し込み先

認定 NPO 法人富士山測候所を活用する会事務局

E-mail ： kobo_2022@npofuji3776.org

研究活動>論文・学会発表データベース▼

よくあるご質問＞6. 富士山測候所の利用手続き▼

7. 審査について

本 NPO 内部の学術科学委員会および活用委員会のそ
れぞれの審査委員で構成される審査会を経て、 採否
を決定いたします。
また、 審査 ・ 選考にあたり、 事前にヒアリングをさせ
ていただく場合もありますので、 その場合はご協力を
お願いいたします。

1. 応募種別

（1） 研究計画 （学術科学研究の場合）
（2） 活用計画 （学術研究以外の場合）
（3） トライアル利用 （初めての利用の場合）

（注 1） このほかに学生だけを対象とした学生公募助成は

2022 年 4 月 1 日に募集します。

9. 研究成果の報告について

（1） 研究速報の提出
研究成果は、 2022 年 9 月末までに 「研究速報」
を提出していただきます。 様式は別途提示いたし
ます。 なお、 「研究速報」 はウェブサイトで公開
いたします。

（2） 成果報告会での発表
2023 年 3 月 （予定） に第 16 回成果報告会を開
催しますので、 発表 （口頭またはポスター） して
いただきます。

（3） 学会等での発表
富士山測候所を利用した研究成果による①論文
（査読付きの研究論文）、 ②解説 , 総説 , 紀要、
③講演 , 学会発表 （口頭およびポスター） がある
場合は、 その概要 （タイトル等） を報告していた
だきます。 概要はウェブサイトで公開いたします。

（注 4） 学会発表等の概要報告項目

3. 応募資格

認定 NPO 法人富士山測候所を活用する会の理念に賛
同し、 富士山測候所を研究 ・ 教育等に活用すること
を希望する個人または団体。

2. 受付期間

（1） 受付開始　2021 年 11 月 15 日 （月） から
（2） 受付終了　2021 年 12 月 15 日 （水） まで

（注 2） 屋外に観測機材等を設置しない事業 （現状変更申請

を必要としない事業） については 2022 年 3 月 1 日か

ら第 2 次公募を行います。

― 標高 3776 ㍍、 日本で一番宇宙に近い研究室を利用してみませんか ー 

富士山測候所を活用する会は、 2022 年度富士山測候所を利用する研究計画、 活用計画及びトライアル利用計画につき

下記のとおり公募します。 多数の皆さまからのご応募をお待ちいたしております。

＜報道発表資料＞ 

2022 年度 富士山測候所の利用公募について

2021 年 11 月 15 日

10. 参加負担費用 ・ その他

参加負担金として富士山測候所利用料金を負担してい
ただきます。 2022 年度の料金は 2022 年 2 月に改訂版
が出ますが、 参考のため 2021 年度用の料金表を参照
してください。 （閲覧にはパスワードが必要です）

会員限定ページ>測候所利用料金 2021
（注 5） トライアル利用につきましては、 基本料は免除されます。

12. ご質問やご不明な点について

■本件に関するお問い合わせ先

認定 NPO 法人富士山測候所を活用する会 事務局

電話 ： 03-6273-9723

Email ： kobo_2022@npofuji3776.org

ウェブサイトのよくあるご質問を参照ください。

11. 富士登山に制限が出た場合についての対応

【登山道がすべて閉鎖の場合】 全面的に活動中止。
【一部、 もしくは全部の登山道が開通の場合】
COVID-19 の感染状況を踏まえ、 高所医学分野の理事
のアドバイスを受け、 ４月頃に山頂での活動の実施
（時期、 人数、 運用方法等を含め） を検討します。

① 論文
発表者 , タイトル , 雑誌名 , 年 , 
巻号 , 掲載ページ (pp. **-**)

発表者 , タイトル , イベント名 , 
開催場所 , 年月日

③ 学会発表

発表者 , タイトル , 雑誌名 , 年 , 
巻号 , 掲載ページ (pp. **-**)

② 解説 , 総説 ,
紀要

6. 研究活用計画申請書および記入要領のダウンロード

下記メールアドレス宛に研究 ・ 活用計画申請書または
トライアル利用計画書 （Word） を添付してお送りください。

（注 3） 研究計画 ・ 活用計画とトライアル利用計画とは別様式

の申請書となっています。

様式 トライアル利用計画申請書
研究・活用計画申請書記入要領（PDF）

様式 研究・活用計画申請書 富士山頂
様式 研究・活用計画申請書 御殿場太郎坊

https://npofuji3776.org/document/2021_applicationform_example.pdf

https://npofuji3776.org/document/2022_application_form_fuji.docx
https://npofuji3776.org/document/2022_application_form_taro.docx
https://npofuji3776.org/document/2022_trial_application_form.docx
https://npofuji3776.org/document/2022_applicationform_example.pdf
https://npofuji3776.org/cug/data2021/pricelist2021.pdf
https://npofuji3776.org/about/inquiry.html#riyou
https://npofuji3776.org/research/paper.html



