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はじめに 

大会テーマ「エンジョイ・キャンポリー」のもと、第 21 回千葉県キャンポリーが開催され

ます。現在、参加隊指導者の皆様におかれましては大会に向けて、班長訓練や班集会、隊集

会を実施いただいていることと思います。 

キャンポリーは普段の活動や生活と異なる環境にあります。こうした環境になりますと、

安全対策や危機対応をより一層行うことが大切です。 

この安全管理マニュアルでは参加する全てのスカウト、指導者およびスタッフが安全を意

識し、期間中はもとより、準備段階から安全に活動に取り組んでエンジョイ・キャンポリー

を体現するための体制、安全対策、緊急時の対応について示しています。しかし、実際の活

動は想定されていないことも種々考えられます。ぜひ十分な安全対策の検討をいただき、活

動的で楽しい活動を行ってください。 

事件・事故は身近なものです。しかし十分な準備でリスクを最小化することができます。

皆様の協力で、事故のない安全なキャンポリーにしましょう。 

  

I. 安全・危機管理体制 

本大会の安全管理・危機管理に関することを掌握するため、安全・危機管理体制およ

び役割を、以下の通りに定めます。 

安全管理体制は大会通常時の体制で、大会参加者の安心安全のための情報収集、周知

を行います。 

危機管理対策本部は大会参加者の身に危機が迫っていることが明らかになった際に

意思決定をするための体制です。 

 

1. 安全管理体制 

本大会は以下のような安全管理体制を取ります。 

 



 

名称 担当者 役務 

統括安全責任者 野営長 大会期間中の全ての安全管理に関する事

項を統括する 

副統括安全責任者 指名された野営長付 統括安全責任者を補佐する 

安全管理者 運営本部長 各部の事業執行における安全管理に関す

る事項を指導監督する 

野営本部長 各参加隊のキャンプ生活およびプログラ

ムにおける安全に関する事項を指導監督

する 

安全係 部長 運営本部員の安全管理を担当する 

参加隊長 参加者の安全管理を担当する 

 

2. 危機管理対策本部 

危機発生時もしくは危機発生が緊迫した時点で、緊急時における大会全体の指揮管理、

その他危機管理に必要な事項を協議・決定するために、危機管理対策本部を設置します。 

危機管理本部は野営長を本部長とし、運営本部長、野営本部長、運営本部各部長によ

り構成されます。 

 

II. 安全管理 

本大会における安全管理について基本的な考え方ならびにポイントについて説明し

ます。 

1. 基本原則 

① 安全はすべてに優先します。自分の安全は自分で守り、また、定められたルールや注意

事項を守って、参加者一人ひとりが健康・安全と事故の発生防止に努め、楽しく快適な

統括安全責任者

（野営長）

安全管理者

（運営本部長）

安全係

（各部長）

安全管理者

（野営本部長）

安全係

（各参加隊長）

副統括安全責任者

（野営長付）



キャンポリー活動を送れるように心がけましょう。 

② スカウトは、他のスカウトと協力して、互いの安全を確認し助け合って活動するととも

に、所属隊長および関係指導者の指示に従って行動しましょう。 

③ 指導者は集散の移動および大会期間中を通じて、常に安全指導・安全管理について万全

の配慮をしてください。また、定められた注意義務を履行し、安全確保が習慣化される

ように指導してください。 

 

2. 野営生活おける安全管理 

(1) 基本事項 

① 安全で快適な野営生活をおくるには、指導者・スカウトともに予想される危機の予

防に努め、安全を先取りすることが重要です。 

② 参加者は野営日課を厳守し、食事・睡眠・排泄・更衣・清潔等の基本事項を身につ

け、健康に留意した快適な生活環境の保持と時間の管理により、節度ある野営生活

をおくるようにしましょう。 

③ 参加者は用具の正しい使用方法を理解し、使用するようにしましょう。 

④ 本大会は既設施設も利用します。定められたルールや注意事項を守りましょう。 

 

(2) 野営管理 

野営における安全管理について、キャンポリーで特に注意すべき項目を示します。また

スカウトハンドブックベーシックなどの資料も参考に、十分な準備を行ってください。 

① 交通安全 

・ キャンポリー会場への集散、プログラムの移動や輸送の際の事故防止に努め

てください。 

・ 徒歩、自転車や自動車などの車両を使用しての移動に際しては、道路交通法を

遵守するとともに周囲の安全に最大限の注意を払ってください。 

② 備品・設備 

・ キャンポリーで使用する備品・装備は日頃から十分な整備を行ってください。 

・ 事前にその備品・設備の適切な使い方を教えてください。理解できていない人

の使用はさせないでください。 

③ 食中毒 

・ 食中毒には十分に注意してください。清潔に保つ、温度管理を適切に行う、迅

速に使用する３つの原則を守ってください。 

④ 害虫・毒草木の被害防止 

・ ブヨ、蚊、ハチ等による被害が考えられます。状況に適した服装（長袖、長ズ

ボン等）を用いること、初期治療によって被害の防止と症状の緩和に心がけて

ください。 



⑤ 火災 

・ 炊事用のかまどなど、火気の取り扱いおよび火災発生予防に万全の注意を払

ってください。 

・ 下記を使用する場合には必ず消火用の水または砂を備えてください。 

⑥ 刃物 

・ 刃物の使用にあたっては事前に適切な教育を行ってください。 

・ 使用の環境についても十分に注意を払うようにしてください。 

⑦ 衣服 

・ 生活や活動では、動植物や暑さ・寒さなどの環境から身を守るために適切な衣

服、帽子、靴を着用してください。 

・ 衛生上着替えは毎日行ってください。 

 

⑧ 熱中症 

・ 1 時間ごとに休憩をとり、一斉に水分補給をさせるなどのほかに個人が自由に

水分補給できるように隊で用意してください。 

⑨ 日焼け 

・ 日焼け予防のために帽子かぶり、必要に応じて長袖・長ズボンを着用してくだ

さい。また日焼け止めの利用も有効です。 

⑩ 落雷 

・ 平地にいるとき、木のすぐそばは落雷のショックを受けるので避けてくださ

い。 

・ 尾根や岸壁にいるときには、岩陰、洞くつなどへ逃げ込み、壁面に体を寄せて

ください。 

・ スカウトハンドブックベーシック P.78 を参考にしてください。 

・ 大会本部から避難の指示があった場合はそれに従ってください。 

⑪ 風雨 

・ 風に備え、キャンプサイトを設営する時から地形と水路をよく確認してくだ

さい。 

・ テントの張り綱は、気象の変化に対して絶えず張り具合を調整してください。 

・ 非常の場合に備えて個人装備を整理し、濡れないように配慮してください。 

・ 大会本部から避難の指示があった場合はそれに従ってください。 

 

3. プログラムにおける安全管理 

(1) 基本事項 

プログラム活動において事故を防止するには、関係者が方法、実施場所・施設、用具、

人員等について、常に安全管理に即した対応をすることが求められています。また、参



加者の安全管理に関わる注意義務を十分に尽くすことが必要であり、それぞれの立場

での事前の検討と実施にあたっての安全対策を講じなければなりません。 

 

(2) 安全管理の方法 

① 活動方法の安全管理 

プログラム活動の実施にあたっては、段階を追って、ゆとりを持って展開しましょ

う。技術の難易度、実施時間の長短、時期についても十分留意してください。 

② 場所の安全管理 

・ プログラム活動は、活動の目的に適合した場所（施設）で、周辺の状況を十分

理解した上で実施します。事前の下見など十分な調査を行い、緊急時に備えた

対応策も整えましょう。 

・ 場所の整備が不十分なために危険な状況が予測される場合には、一時活動を

中止して、ただちに修復します。 

・ 修復不可能な場合や気象条件などが著しく悪化して危険な状況が予測される

場合には、勇気を持ってプログラムを中止しましょう。 

③ 用具の安全管理 

・ プログラムに使用する用具は常に点検を行いましょう。破損した用具は絶対

に使用してはなりません。 

④ 人の安全管理 

・ 活動の主体は人です。身体の状況、心の状況等の複雑な要素を含みます。この

ため、健康観察による的確な指示と、参加スカウトからの自主的な健康申告を

行い、小さな異常や変化の有無に気を配りましょう。 

・ スカウトが孤立することがないようにバディシステムを励行してください。 

 

(3) 安全指導について 

参加者一人ひとりが安全について理解することが重要です。安全確保が習慣化するよ

うに指導してください。スカウトハンドブックベーシック P.70~安全（教育と対策）を

参考にしてください。 

また大会参加にあたっては次の項目についても十分に理解させてください。 

・ 基本実施要項に定められた各種事項（参加者 ID・保険証の携帯など） 

・ ルールを守る 

・ 安全はすべてに優先する 

・ 自分の活動に責任を持つ 

・ プログラムの正しい実施 

・ 用具の正しい利用 

・ 健康状態の把握 



・ 適正な服装と的確な行動 

 

(4) プログラム別安全管理 

21CC では多彩なプログラムを実施することになります。スカウトと指導者はスカウ

トハンドブックベーシックも参考にしながら、十分な安全対策を講じてください。また

大会プログラムごとに提供される情報も考慮してください。 

21CC は夏季に行われることもありますので、ログラム別の計画書を参照し安全管理に

努めてください。 

 

4. 救急体制 

(1) 救護所と近隣医療機関 

会場内の参加者の健康管理と傷病に対する初動対応に万全を期すために、救護所を設

置します。会場内で受診する場合、隊を通じて救護所を訪れてください。必要に応じて

医療機関を受診します。 

なお参考までに、近隣医療機関は以下の通りです。 

 

医療機関名 診療科目 所在地 診療時間 休診日 電話番号 

東病院 内科・外科・

小児科・整

形外科 

富津市大堀

2114 番地 

8:30~12:00 

16:00~18:00 

日曜祝日・

土曜午後 

0439-87-

0165 

竹内医院 内科・外科・

小児科 

富津市大堀

14 番 15 号 

9:00~12:00 

14:30~18:00 

木曜・日曜

祝日 

0439-87-

0012 

三枝病院 内科・外科・

整形外科 

富津市青木

1641 番地 

9:00~12:00 

15:00~18:00 

水曜 0439-87-

0650 

さくらクリ

ニック 

内科・整形

外科 

富津市下飯

野 1350 番

地 1 号 

9:00~12:00 

15:00~19:00 

土曜・日曜

祝日 

0439-80-

1110 

玄々堂君津

病院 

内科・外科 君津市東坂

田 4-7-20 

8:30~12:00 

14:00~16:00 

日曜祝日 0439-52-

2366 

 

(2) 対応 

① 傷病者は、まず隊指導者（または近くにいる指導者）による応急手当を受け、傷病

の程度により二次的対応が必要と判断された者は、隊長（または所属長）の許可を

得て救護所において診断を受けてください。ただし緊急を要する場合は、直ちに救

急車を要請してください。 

② 会場内で発生した患者のうち、救護所の判断によって場外の病院に搬送する場合



があります。その場合、所属隊の指導者が引率し、病院から会場へ戻る際の交通手

段は各自確保してください。 

③ 場外の委託病院での診察治療費は自己負担となるため、参加者は保険証を参加者

ID ケースに入れて、常に携帯してください。 

(3) 場外プログラム 

① 傷病者は、まず隊指導者（または近くにいる指導者）による応急手当を受けてくだ

さい。傷病の程度によっては、最寄りの医療機関を受診してください。 

② 場外プログラム事に事故が発生した場合は、必要な処置を講じ、必ず大会救護所に

状況を報告してください。 

 

 

 

5. 会場安全管理について 

(1) 入退場管理 

参加者は会場入退場時に別途定められた手続きを行ってください。会場内では ID を

常時携帯し求められた場合は提示してください。 

 

(2) 会場内の警備について 

21CC 会場内では ID チェックによる管理、誘導、会場全体の巡回警備などを中心に警

備を行います。 

① ポイント警備 

・ 事前に定めたポイントにおいて、不審者警戒、立ち入り禁止区域警備、交通整

理等に関する警備を行います。 

② 巡回警備 

・ 安全で安心な環境を維持できるように、不審者の会場内への刺入や参加者の

立ち入り禁止区域への侵入を発見・予防、事故・犯罪防止につながる巡回警備

を定期的に行います。 

 

III. セーフ・フロム・ハーム 

1. 基本事項 

21CC においてはすべての参加者が安全で安心な活動を行い、質の高い大会を目指す

ためセーフ・フロム・ハームに積極的に取り組む必要があります。 

2. 対応 

(1) 未然防止の重要性 

21CC は夏季に行われる長期の野営生活となることから、下記のような状況が予想さ



れます。 

・ 慣れない環境での長期野営生活により、参加者の身体的不調が発生することが予

想されます。参加者が不調を指導者やそのほかの大人に申告できない状況も考え

られます。 

・ 精神的・肉体的疲労の蓄積、ホームシック、参加者同士のいじめによる精神的不調

が発生することが予想されます。大会会場からの逃亡や参加者同士の喧嘩、暴力に

発展することも考えられます。 

 

上記のような状況を考慮し、大会期間中のハーム防止には参加前の十分な事前準備が

必要です。以下に一礼を示します。 

・ 指導者間でコミュニケーションを密にし、信頼関係を築きます。 

・ スカウトと指導者の間でコミュニケーションを密にし、スカウトの個性を把握す

るよう努めます。 

・ スカウト同士が互いを尊重し合いながらコミュニケーションを取れる場を設ける

ようにします。 

・ スカウトのご家族と密にコミュニケーションをとり、参加に対する不安や要望を

把握するようにします。 

 

(2) ハーム発生時の対応 

会期中に大会内でハームが発生した場合、日本連盟「セーフ・フロム・ハーム」対応

規定に従い対応します。特に飲酒、喫煙については以下の通り対応します。 

・ 大会期間中に決められた場所以外で喫煙を行ってはいけません。喫煙を行ったも

のに対しては、厳重注意を行います。 

・ 大会期間中はいかなる状況においても飲酒をしてはなりません。飲酒を行った者

に対しては大会会場からの退場ならびに残り期間の大会への参加資格を取り消し

ます。 

上記外のハームに対しても、日本連盟「セーフ・フロム・ハーム」対応規定に従い対

応しますので、参加者はセーフ・フロム・ハームの順守をお願いします。 

 

3. 相談窓口の設置 

大会期間中に発生したセーフ・フロム・ハームについては、大会会場内に相談窓口を

設置します。 

 

IV. 危機管理 

1. 危機管理の基本方針 



(1) 危機管理の目的 

21CC における危機管理は、参加者、大会運営スタッフ、来賓、見学者等の来場者（大

会関係者）の生命を守ること、キャンポリーに対する保護者や社会からの信用と信頼を

守ることを目的として行われます。 

 

(2) 危機管理の定義 

 危機管理には次の各項を含みます。 

① 危機未然防止活動 

② 緊急対応の事前準備 

③ 緊急事態発生時の対応 

④ 危機収束後の対応 

⑤ 安全管理 

⑥ セーフ・フロム・ハーム 

 

 本マニュアルでは、危機が発生した場合に、被害や損害を最小限に留め、大会関係者

を守るため、迅速に適切な対応を漏れや抜けなく実施できるように、想定される危機を

明らかにし、不足の事態が発生した場合の行動を定めます。 

 本マニュアルは危機発生時に参照するのではなく、通常事から関係者全員で共通理

解し、いざという時に落ち着いて組織だった行動が取れるよう準備するため活用して

ください。 

 

2. 危機発生時における対応の原則 

(1) 初動対応 

危機の発生時には、自身と周囲の人の生命・安全および財産の保護を最優先にしてくだ

さい。 

 

(2) 危機状況の情報確認と収集 

危機の発生時には、適宜、大会本部より情報を提供します。 

 

(3) 緊急避難 

台風等による暴風雨、地震などの自然災害、テロなどの人為災害により、緊急避難の必

要が生じた場合は、危機管理対策本部の決定により実行します。 

 

(4) 安否確認 

緊急避難事における大会関係者の安否確認は、参加隊、各部などの最小単位で実施し、

その結果を大会本部まで報告してください。 



 

3. 危機事態発生時の対応 

(1) 大規模災害発生時の避難 

大規模災害発生時もしくは発生が差し迫っている時、以下の避難を実施します。 

 

① 第 1 段階避難 

各参加隊キャンプサイトにて避難を行います。 

② 第 2 段階 

大会本部の指示により、大会避難場所へ避難を行ってください。大会避難場所は以

下の通り「社会総合体育館」となります。避難は各参加隊単位で行い、参加者の安

否確認を実施してください。 

③ 第 3 段階 

自治体等からの避難指示に従い、指定の避難場所に退避します。大会本部から避難

指示を行います。 

 

(2) 避難のフロー 

危機の発生時もしくは発生が差し迫っている場合、以下のフローに従い 3(1)項の避難

指示を大会本部が行います。 

 



 

 

V. COVID-19 に対する対応 

COVID-19 に対する対応は、県コミッショナーより発信させる「新型コロナウイルス

感染症への対応について（最新報）」に従い対応します。参加各隊においても、日頃の

感染予防対策を講じて参加するようにお願いします。 
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