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はじめに 

 

2016 年夏、第 20 回記念千葉県キャンポリーはパトローリングを再確認しスカウト達の成長に

寄与することを目指し開催されました。スカウトからは仲間との交流、キャンポリーは楽しかっ

たと多くの感想をいただきました。しかし、この大会のスカウト参加率は 60％ほどであり、多

くのスカウトに大会を通じての体験を提供出来ませんでした。また、大会後もスカウト数は減少

しており、十分な班の活性化まで至らなかったと思います。 

本大会は、多くのスカウトに参加の機会をあたえることを大切に、参加にあたっての柔軟性を

持たせるため原隊を中心とし、楽しいキャンプを実施いただくことにしました。ただ、楽しいと

は単に面白い、愉快ということだけではなく、その体験が次につながって行くことが必要である

と考えました。大会参加を通じて冒険のための体験機会をボーイスカウトスカウトハンドブック

（ベーシック）にそって提供したいと考えております。 

スカウトと指導者にキャンプを楽しんでいただき、次の冒険に向けた気付きを提供できるよう

に大会を運営してまいります。 

２０２０年初頭から世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症は、世界中で人命、経済に多

大な影響を及ぼしています。 

現在のスカウト達、私たち成人を取り巻く環境は著しく変化しており、ボーイスカウト運動も

このような時代に守るべきものを守り、次の時代に変えるべきものを変え、青少年の健全育成に

いかに貢献するかを考えなければならないと考えています。 

スカウト達への原隊での仲間との絆づくり、県内の仲間との交流の場として本大会を提供する

とともに、成人指導者にとって負担を軽減できるようにコンパクトな大会運営に努め推進してま

いります。 

スカウトと共に皆で明るさをとりもどし、記憶に残る大会とすべく大会テーマを「エンジョ

イ・キャンポリー」と設定し、スカウトも成人指導者もエンジョイできる大会を皆で創造したく

宜しくお願い申し上げます。 

  

 

第１章 主催及び後援 

１－１ 主催 

日本ボーイスカウト千葉県連盟 

 

１－２ 後援 

千葉県（予定） 

千葉県教育委員会（予定） 

富津市（予定） 

富津市教育委員会（予定） 

富津市商工会（予定） 

公益財団法人ボーイスカウト千葉県連盟維持財団（予定） 
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第２章 大会の名称 

第２１回千葉県キャンポリー(略称２１ＣＣ) 

 

 

第３章 開催趣旨 

３－１ 大会テーマ 

エンジョイ・キャンポリー ～冒険、未来の君のために～ 

 

３－２ 開催目的 

・日々の原隊活動の発表の場を提供し、楽しいキャンプ生活を体験する。 

・パトローリングシステムを高め、スカウトの成長に寄与する。 

・スカウトが成長する場を多くの人々に知っていただく。 

 

 

第４章 大会期間及び開催場所の環境 

４－１ 大会期間 

令和４年８月６日(土)から８月１１日(木)までの５泊６日 

 

４－２ 開催場所 

千葉県富津市新富 荏原製作所様所有地 

 

ＪＲ君津駅、青堀駅と大会会場（☆印）の関係図  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

地理院地図 / GSI Maps｜国土地理院 
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大会会場図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト割り図 

※今後の計画によっては変更が生じることがあります。 
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第５章 大会組織 

 

５－１ 大会運営組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 大会運営スタッフ 

安全で効率的な大会運営のために、大会長、野営長のもとにスカウト教育を司る野営本部

と野営生活を支える運営本部が連携し大会運営を行います。 

 大会長は本大会を代表します。 

 野営長は大会期間における統括を行います。 

 野営本部長はスカウト教育の観点から参加隊・指導者の支援を行います。 

 運営本部長は野営生活に必要とする各種業務を掌握し、参加隊をサポートします。 

 ゼネラルサービス部（略称 GAD:General Affairs Department） 

大会全体の運営調整を行う。 

 セイフティサービス部（略称 CMD:Crisis Management Department） 

安全・救護ならびにセーフ・フロム・ハームに関しサポートを行う。 

 キャンプサービス部（略称 CSD:Camp Support Department） 

野営地の設営撤営、生活インフラの運営を行う。 

 フードサービス部（略称 FSD:Food Support Department） 

参加隊、大会運営スタッフへの配給、売店の運営を行う。 

 プログラムサービス部（略称 PSD： Program Support Department） 

大会参加者へのプログラムを準備、運営を行う。 

 

 

 

大会長 

副大会長 

野営長 

運営本部長 野営本部長 
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５－３ 大会参加者 

(1) 参加隊のボーイスカウト隊のスカウトと指導者 

(2) 上級班長、隊付として参加するベンチャースカウト隊のスカウト 

(3) 地区において複数の班を統合して参加することも可とします。 

(4) プログラムサービス部の実施するプログラムに参加するスカウトと指導者 

 

５－４ 運営本部の各部分掌 

ゼネラルサービス部 
1 大会実施要項の作成 16 出入金管理 31 「21CC ニュース(仮称)」の作成・発行 

2 県連盟事務局との連携 17 会計報告の作成 32 ＨＰ・ＳＮＳ配信の窓口と運用 

3 会議開催案内・議事録作成 18 忘れ物・落とし物の管理 33 マスメディア対応 

4 会議資料作成・配布 19 その他庶務・会計に関する一切の業務 34 参加隊間の情報交換支援 

5 委嘱状・感謝状等作成 20 成田ゆめ牧場との折衝窓口 35 会場内ＩＣＴの管理と運用 

6 報告書作成・発行 21 行政・団体・学校等との連絡窓口 36 大会組織連絡網の構築と運営 

7 参加者募集と取りまとめ 22 その他対外交渉窓口 37 大会活動の記録と保存 

8 大会奉仕者の募集と取りまとめ 23 シンボルマーク募集 38 その他広報ＩＣＴの関する一切の業務 

9 来賓招待者の決定と招待 24 参加章の作成と運用     

10 来賓接待 25 大会キャップの計画と作製     

11 協力業者の取りまとめ 26 記念用品の企画・作成・配布     

12 大会予算の策定 27 スカウト用品の取り扱い     

13 大会予算管理 28 用品の販売     

14 会計基準の策定 29 その他渉外・用品に関する一切の業務     

15 口座開設・運用 30 広報の計画と運営     

セイフティサービス部 
1 安全管理ハンドブックの作成 6 場内警備の計画と運営 11 救急体制の整備 

2 危機管理体制の構築と運用 7 入退場管理の計画と運営 12 医師の会との協働 

3 セーフ・フロム・ハームの指導 8 緊急避難体制の計画と運用 13 現地医療体制の確認と連携 

4 セーフ・フロム・ハーム相談窓口の運営 9 その他危機管理に関する一切の業務 14 医薬品の調達と管理 

5 新型コロナウイルス感染対策の計画と運営 10 救護所の計画と運営 15 その他救急・救護に関する一切の業務 

キャンプサービス部 
1 会場の測量図作成とレイアウト作成 13 環境保護マニュアルの作成 25 参加隊入退場の計画と運営 

2 施設関係の設置計画 14 仮設トイレの運用と管理 26 資機材等の搬入出の計画と運営 

3 ゲートの計画と設置と管理 15 簡易シャワーの運用と管理 27 プログラムに関する移動の計画と運営 

4 アリーナの計画と設置と管理 16 給水設備の計画と設置・運用と管理 28 駐車場の計画と運営 

5 仮設トイレの計画と設置 17 排水設備の計画と設置・運用と管理 29 場内の交通整理 

6 簡易シャワーの計画と設置 18 廃棄物の処理計画と設置・運用と管理 30 会場周辺の交通整理 

7 仮設電気・配電設備の計画と設置と管理 19 奉仕者サイトの計画と設置・運用と管理 31 その他大会交通に関する一切の業務 

8 レンタル品の計画と準備と管理 20 会場周辺の環境整備     

9 大会運営に必要な資材等調達と調整 21 設営の計画と運用     

10 地元建設業者との調整 22 撤営の計画と運用     

11 その他施設管理に関する一切の業務 23 携帯電話などの充電サービスの計画と設置・運営      

12 衛生管理マニュアルの作成 24 その他野営管理に関する一切の業務     

フードサービス部 
1 参加隊食糧計画の立案 6 食糧保存の計画と運営 11 保健所との折衝と調整 

2 参加隊食糧ガイドの作成 7 飲料・氷の販売・配給計画と運営 12 その他食糧に関する一切の業務 

3 食糧・飲料・氷等調達の計画と運営 8 大会奉仕者食堂の計画と運営     

4 食糧販売の計画と運営 9 緊急時の食糧計画と運営     

5 食糧配給の計画と運営 10 商工会との調整と出店の計画と運営     

プログラムサービス部 
1 プログラムガイドの作成・発行 6 宗教儀礼の計画と運営 11 JOTA&JOTI との連携 

2 開会式の計画と運営 7 原隊プログラムへの協力・情報提供 12 18NSJ プログラムとの連携 

3 閉会式の計画と運営 8 周辺施設の使用計画 13 カブプログラム 

4 大集会の計画と運営 9 千葉県ローバースとの協働 14 その他プログラムに関する一切の業務 

5 提供プログラムの計画と運営 10 国際交流プログラムの計画と運営   
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第６章 参加隊と参加資格 

６－１ ボーイスカウト 

令和４年度加盟登録のスカウトで、所属隊隊長が認める者。 

 

６－２ ベンチャースカウト 

令和４年度加盟登録のスカウトで、参加隊においては、上級班長又は隊付として、所属隊

隊長が認める者。 

 

６－３ ローバースカウト 

令和４年度加盟登録のスカウトで、大会組織の役務で活動できる者。 

 

６－４ 成人指導者 

令和４年度加盟登録の指導者。 

加盟登録をしていない成人においては、別に定めます。 

 

６－５セーフ・フロム・ハームの遵守 

成人指導者及びローバースカウトは安全管理マニュアルに記載されているセーフ・フロ

ム・ハームを遵守する。 

 

 

第７章 参加費 

７－１ 参加費 

(1) 本大会に参加するスカウト及び指導者の参加費は２１，０００円とします。 

 

７－２ 参加費の使用範囲 

(1) 参加隊 令和４年８月６日(土)の夕食から８月１１日(木)の昼食まで、全 15 食分の配

給食材費（ただし、米及び調味料は含みません。） 

(2) 参加章・大会キャップ及び配布資料 

(3) 会場の設備費・運営費、プログラム活動費（一部実費徴収） 

(4) 会期中の会場内における救護及び衛生費 

(5) 会期中の保険料他 

※ 納入された参加費は、運営本部の承認を得て、他の参加者に振り替えることができま

すが払い戻しはしません。(大会決算で承認したものは除く) 
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第８章 参加申し込み 

８－１ 予定申込み 

(1) 参加隊の予定申込みは、地区を通して所定の「参加予定申込書」（後日配信）を提出し

てください。 

(2) 参加予定申込時に、一人当たり 5,000 円の予納金を添え、令和４年５月１０日（火）ま

でに指定する２１ＣＣ指定の口座へ振込んでください。 

(3) 予納金は大会参加費に充当し、返金はしません。 

(4) 大会運営スタッフは、別途告知します。 

 

８－２ 確定申込み 

(1) 参加確定申込みは、地区を通して行います。「確定参加申込書（後日配信）」の必要事項

を記入し、参加費残金を添え、令和４年７月１５日（金）までに指定する２１ＣＣ指定

の口座へ振込んでください。 

(2) 参加確定申し込みを受理したのち、参加章・大会キャップ及び配布資料を送付します。 

 

 

第９章 参加章・見学章と入場 

９－１ 野営地への入場 

野営地への入場は、以下のものに限ります。 

(1) 参加者ＩＤを所持している者。(参加者・大会運営スタッフ) 

(2) 見学証を所持している者。（見学者） 

 

 

第１０章 到着手続 

１０－１ 参加隊 

(1) 参加隊は、令和４年８月６日（土）13:00 までに大会受付において、所定の入場手続を

完了してください。 

(2) 運営本部では、到着手続時に下記のことを行います。 

① 申し込名簿と入場手続時名簿の照合 

② 必要な連絡事項の確認 

(3) 現地での手続きの方法に関しては、別途「２１ＣＣニュース」で告知します。 

 

１０－２ 大会運営スタッフ 

(1) 事前に指定された日時に到着手続を行います。 

(2) 大会期間前後に宿泊を伴うことがあるので、運営本部各部、野営本部で調整を行いま

す。 

(3) 大会関連施設の事前準備の工事日には、大会運営スタッフが立ち会います。 
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第１１章 提供する諸設備及び資材 

１１－１ 参加隊キャンプサイト 

(1) ４０人を目途としたキャンプサイトに参加隊の人数を勘案し割り当てます。 

(2) ６～７キャンプサイトでサイトグループを形成します。 

(3) キャンプサイトの設計は、割り当てられた隊の隊長・班長が相談のうえ決定してくださ

い。 

キャンプサイトの設計モデルは「２１ＣＣスカウトガイド」を参照してください。 

(4) キャンプサイト内の運用・管理は、当該隊の班長会議で行ってください。 

(5) 公共生活エリアの清掃・整理を、キャンプサイトごとに割り当てます。 

清掃場所の割り当ては、別途提示します。 

(6) キャンプサイトの雨水用側溝、汚水穴、ごみ穴等、地面を掘り起こすことは禁じます。 

 

１１－２ 共用施設 

(1) 国旗掲揚柱 

  国旗の掲揚は大会全体の掲揚旗とし、各キャンプサイトでは国旗は掲揚しません。 

(2) 大会本部 

野営長、野営本部、運営本部を集約して設置します。各部窓口、大会受付を置きます。 

(3) 大食堂・会議室 

大会運営スタッフ向け食堂と会議室を兼用します。 

(4) 救護所 

(5) 水汲み場 

大会が設置する水汲み場を使用してください。水場は水汲みのみの使用とします。 

(6) 排水桝 

生活排水は大会の設置する排水桝を必ず使用します。キャンプサイトに汚水穴を掘らな

いでください。キャンプサイトで必ず汚水はゴミを十分に除去し、食物の切れ端や米粒

などが混入しないようしてください。 

(7) 簡易トイレ 

大会が設置する簡易トイレを衛生的に使用してください。 

(8) 簡易シャワー設備 

大会が設置する簡易シャワー設備を使用してください。 

石鹸・シャンプー類は決められたものを使用してください。 

(9) ごみ集積所 

キャンプサイトで発生するゴミは、次の通りに分別し、富津市指定のポリ袋に入れて大

会で指定する集積所、指定する時間に集積してください。 

可燃ごみ 生ごみ・紙ごみ、皮革・ゴム類、 

容器包装プラスチック 食品トレイ、ボトル、ポリ袋・ラップ類、チューブ類、 

カップ類、発泡スチロール、ペットボトルのキャップ・ラ

ベル 
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資源ごみ ビン類、ペットボトルのボトル、缶類、 

※ 缶詰は中を洗う、ガス缶は穴あけ必須 

不燃ごみ 金属類、陶磁器類、ガラス類 

※ 判断に迷う場合はキャンプサービス部に問い合わせしてください。 

(10)携帯電話充電設備 

指定場所で隊毎にまとめて充電を行ってください。 

(11)売店・スカウト用品販売店 

軽食や飲料・スカウト用品などを販売します。 

 

１１－３ 炊事用燃料及び関連事項 

(1) 炊事用燃料は薪とし、アウトドアガスストーブ、カセットコンロの利用も可とします。 

(2) 燃料は参加隊で準備してください。 

残った薪・残炭は参加隊がすべて持ち帰ってください。 

(3) キャンプサイトを含め野営地では直火を禁止します。 

薪を使用する場合は、立ちかまど、バーベキューコンロ等を使用してください。 

(4) 参加隊でガソリン・灯油・プロパンガス等を燃料にする機器の使用は禁止します。 

 

１１－４ 野外工作等の材料 

(1) 竹材等の野外工作材料は、参加隊で準備し、設営時に持ち込んでください。 

(2) 大会期間中に使用した野外工作材料は、参加隊が全て持ち帰ってください。 
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第１２章 プログラム 

１２－１ プログラムの基本 

第２１回千葉県キャンポリーの活動は、班の仲間と参加に向けて準備活動を積み重ねること

から始まり、スカウトスキルやチームワークなど高め、キャンポリー期間中の入場から退場ま

でのキャンプ生活や大会プログラム（班プログラム、場内プログラム、場外プログラム、全体

行事）への参加、参加者同士の交流、期間後の評価からその後の活動へつなげることすべてが

プログラムです。 

今回のキャンポリーでは、特にスカウトハンドブックベーシックの世界を具現化することを

ねらいとしていて班長会議・班長訓練、班会議・班集会で積極的に活用して、十分な準備を行

って参加してください。 

プログラムの内容や情報は、「21CC スカウトガイド」及び県連盟内ホームページの県キャン

ポリーサイトに随時掲載してプラグラム参加への動機づけ、活動への支援を行います。 

参加スカウトがボーイスカウトらしく県キャンポリーの生活や活動プログラムに積極的に取

り組み、エンジョイしたスカウトに「エンジョイ・キャンポリーアワード」を設けます。これ

は、指導者がスカウト一人ひとりを評価して授与するもので、スカウトのモチベーションを高

め、今後の活動を進めるために設定するためのもので、活用してください。 

 

１２－２ プログラム時の外出 

プログラムで外出する場合、各班に 1人以上の成人の参加隊指導者が帯同してください。

ただし、開会式、大集会、閉会式でプログラム広場に移動する場合は除きます。 

 

１２－３ 基本日課 

 8 月６日 

（土） 

8 月７日 

（日） 

8 月８日 

（月） 

8 月９日 

（火） 

8 月 10 日 

（水） 

8 月 11 日 

（木 祝） 

6:00  起床 起床 起床 起床 起床 

  朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 

8:00 
 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

9:00 
入場 

設営 

プログラム

信仰奨励 

プログラム

信仰奨励 

プログラム

信仰奨励 

プログラム

信仰奨励 

撤営 

環境整備 

退場 

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食  

13:00 設営 プログラム プログラム プログラム プログラム  

17:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食  

19:00 
開会式 

プログラム 

交流会 
大集会 

プログラム 

交流会 
閉会式  

21:00 班会議等 班会議等 班会議等 班会議等 班会議等  

22:00 消灯 消灯 消灯 消灯 消灯  

※ 国旗ポールは大会で 1か所設置し、８時に掲揚し、17時に降納します。 

 

 



ver.1 

11 

第１３章 服装及び携行品 

１３－１ 服装 

(1) 参加者は、ＩＤカード、健康保険証、健康調査カードを携行してください。 

 

１３－２ 携行品 

個人携行品、隊携行品(装備含む)については、参加者が自主的に判断し携行するものとし

ます。 

 

 

第１４章 配給 

１４－１ 食糧の配給 

(1) 参加隊の配給は、令和 4年 8月 6日(土)の夕食から 8月 11 日(木)の昼食まで、全 15

食分までを配給します。 

(2) 配給食材は 21ＣＣニュースにて案内します。 

食材をもとに、参加隊でメニューを工夫してください。 

(3) 配給方法は、朝食と昼食を一緒に基本①4:30～6:30、夕食は②15:30～17:00 と、1 日

2回とします。参加隊単位で配給します。 

 

１４－２ 大会運営スタッフへの食事提供 

(1) 大会運営スタッフに提供する食事は、大会期間中の令和 3年 8月 5日(金)「大会スタ

ッフ事前準備入場時」の昼食から 8月 12 日(金)「大会スタッフ撤営退場時」の昼食ま

で、全 22食を提供します。 

(2) 大会運営スタッフは食器セット、箸・スプーンセットとマイカップを各自持参し、食

堂において基本、朝食 6:30～8:30、昼食 11:30～13:30、夕食 17:00～19:30 の各時間

帯に提供される弁当形式にて食事をとってください。 

 

 

第１５章 輸送 

１５－１ 参加隊人員輸送 

(1) 参加隊の人員輸送は、各隊の任意とします。 

(2) 各隊の輸送計画を運営本部に提出し、その内容により到着時間の調整を行います。 

(3) JR 君津駅・JR青堀駅と会場間の連絡バスを運行します。時刻表は別に案内します。 

(4) 参加隊には、人員輸送及びサポートカーとして２ｔショートボディ以下の車両１台ま

で、期間中会場に留め置きを許可します。駐車場所は別に指定します。 

 

 

１５－２ 参加隊資材輸送 

(1) 参加隊装備の搬入及び搬出方法は、各隊の任意とします。 

(2) 各隊の輸送計画を運営本部に提出し、その内容により運営本部にて搬入及び搬出時間の

調整を行います。 
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１５－３ 業務用資材の搬入・搬出 

(1) 大会業務に関係する資材等の搬入・搬出は、すべてキャンプサービス部輸送班に詳細を

報告し調整します。 

 

１５－４ 車両の規制 

(1) 会場内および周辺道路では、別に定める交通ルール・規制に従うこととする。 

(2) 大会期間中会場内への車両の進入は、許可された車両以外認めません。（自転車を含

む） 

(3) 入退場に使用する車両は、事前に申請を行い、許可を受けたものについては大会駐車場

を使用します。 

(4) 大会期間中の、会場および周辺道路での個人車両の使用は認めません。 

(5) 見学者の車両は、指定の大会駐車場を利用できます。 

(6) 参加隊、大会運営スタッフの装備・備品等の搬出入は別に示します。 

 

１５－５ 駐車場 

業務用車両、来賓、大会運営スタッフ、参加隊のための駐車場を場外に設けます。 

 

 

第１６章 健康管理と救護衛生 

１６－１ 個人の健康管理 

(1) 参加者は、参加隊隊長の指導のもとに健康管理並びに衛生管理に十分留意し、自己責任

で健康管理を行ってください。 

(2) 長期キャンプの体験が少ない中での大会参加に際し、所属隊隊長は十分な支援・指導を

お願いします。 

(2) 時期的に熱中症、食中毒などの予防に備えてください。 

(3) 大会期間中はセーフティ-サービス部が発行する健康調査カ－ドと健康保険証の写しを

携行し、受診の際は提示できるようにします。 

 

１６－２ 新型コロナウイルス感染症対策 

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19、以下新型コロナウイルスと呼ぶ）は、進行中の感

染症でありその状況は日々変化しています。こうしたことから本大会における新型コロ

ナウイルスへの対応は逐一変化せざるを得ません。本大会実施にあたっては、最大限の

感染防止対策を講じることとします。 

 

１６－３ 救護所 

参加者の安全に万全を期すため、令和４年８月６日(土)から８月１１日(木)12:00 ま

で、医師と看護要員を要する大会救護所を設置します。 

 

１６－４ 救護処置の範囲 

大会救護所での処置内容は以下の通りとします。 
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① 患者の診断、治療は、医師が担当します。 

② 担当医師の判断･指示により外部の病院、または医院にその処置を委託します。この

場合、治療費は本人の負担とします。 

 

１６－５ 環境衛生 

(1) 共同施設の使用 

快適な野営生活をするため、便所その他の共同施設の使用は、使用者が汚さないように

留意し、常に清潔に保つことに心がけてください。清掃、消毒は参加隊が担当します。 

(2) ごみ処理 

ごみの分別及び収集方法は、指定された方法で行うこと。（１１－２－(9)） 

(3) 洗剤等の使用 

洗剤や歯磨きは、界面活性剤の少ないせっけん類を奨励します。排水は指定排水場所に

排水する際にボーイスカウト隊の活動に相応しい処置をしてください。 

 

 

第１７章 緊急時の対応 

１７－１ 基本方針 

台風、豪雨、雷雨、地震等の天災で、野営生活の維持が困難となり、かつ参加者の安全を

図る必要が生じたときは野営長の決定に基づいて一時、場外施設に退避します。 

 

１７－２ 情報の収集と告知 

ゼネラルサービス部、セーフティ―サービス部とともに気象情報に注意し、台風、豪雨、

地震等の襲来を早期に予知することに努め、全参加者に警告します。 

 

１７－３ 退避勧告と発動 

野営長の決定にも基づき、退避について野営長が野営本部長を通じて各参加隊長に指示し

ます。 

(1) 収容計画 

別途「安全管理マニュアル」参照 

(2) 参加隊退避時の行動基準 

退避を指示された参加隊は、キャンプサイトを時間の許す限り整理し、寝具、非常食及

び配給された食糧及び個人携行品を取りまとめ、あらかじめ指示された場所に集結し、

指示に従って、所定の退避場所へ整然と移動してください。退避指示発令時に、詳細は

指示します。 
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第１８章 見学者の受入れ 

１８－１ 見学者の歓迎 

ビーバースカウト隊、カブスカウト隊、お友達、保護者などの見学は、大いに歓迎しま

す。 

(1) 各隊の輸送及びプログラムは、それぞれ各隊において計画実施してください。 

(2) 見学者には、見学章として缶バッジを 200 円で販売し、指定部位に着装をお願いしま

す。 

(3) 見学者は、大会駐車場を利用します。 

 

１８－２ 参観者の歓迎 

地元の方々の見学を歓迎します。 

 

１８－３ 入場時間と手続き 

(1) 原則午前 9時より午後 5時までとします。（開閉式・大集会は別途設定します） 

(2) 入場者は、大会受付にて見学入場手続を行ってください。 
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【改訂履歴】 

改訂日 改訂内容 

2022/1/13 

 

富津版初版 

2022/02/25 

 

2022 年度開催実施要項として改版、理事会承認 

2022/03/10 21CC 実行委員会配布に向けて版数管理から v01 と改正 
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