
21CC確認項目と回答 2022/6/17

21CC実行委員会

カテゴリ Q-ID 確認したいこと ご回答

CMD 15
「安全管理マニュアル」は5月初旬と聞いていたが、いつ発行されるのか。

（保護者からコロナ対応について問われている）

6月中の発行を目指しています。

コロナの対応については県コミッショナー発信の第22報に従います。

CMD 59
カセットコンロの夏場管理（気温上昇）に不安がありますが、大量持ち込み

に伴うサイトでの安全管理は如何お考えでしょうか。
安全管理マニュアルに基本的なことを示します。

CSD 2 サイトの区割り 広さ、形など

区割りは、最終申込後に決定します。

参加者40人の時に、25x40mのサイトです。

参加隊・合同隊の人数に合わせて、広さを調整します。

合同隊の中の割り振りはお任せします。

CSD 3
前回トイレがマヒワサイトの近くにもありましたが、今回は中央に一括配置

ですか

中央以外に、周辺3ケ所にも配置します。

スカウトガイドP6に記載しています。

CSD 4
シャワーについて、指導者とスカウトは別々のシャワーとなりますか？利用

可能時間は24時間でしょうか？

スカウトと指導者の区分けはしておりません。

就寝時間は使用できません。使用時間は10:00-22:00です。

CSD 5
入場の時間は９：００～１２：００の中で、細かく指定されるのであれば、

いつ指示が来るのか？

確定申込みシートのキャンプサービス部からの調査シートに記載しています

のでご確認ください。

CSD 12

君津駅往復のシャトルバスは片道２００円の有料（前回無料？）との話を聞

く。借り上げバスで無料ではないのか。実施要領にも記載無く混乱を招くの

ではないか。（追加徴収が多いと保護者の意見）

受益者負担の考え方で200円／人・片道の負担をお願いします。

CSD 19 立かまど用の土は用意いただくことで変更ないと思ってよいですね。 参加各隊の持参に変更します。宜しくお願いします。

CSD 26
スカウトガイドP6 下段 施設配置が見づらい。 シャワーは男性４基，

女性２基だけなのか。

シャワー室：2間x3間のマーキーテントを男子4張り、女子2張り。

マーキー1張りに12個のシャワーヘッドを設ける予定です。

CSD 36 会場内にキャンプファイヤーができる場所はあるのか？

「タヒバリ、マヒワ、エナガ」の各エリアにある共通エリア、もしくは隊の

サイトで実施願います。

延焼に十分注意願います。直火は禁止します。強風時も禁止します。

消火バケツ、水を用意ください。

CSD 37
会場まで車で送迎の場合、一時的に留め置きできるスペースはあるのか？

（１~2時間程度）

送迎のみの車輛の駐車場はありません。

体育館・新富運動場は一般の方が来場されますので、所定場所以外に駐車は

しないでください。

車両の運用については後ほどご案内します。

駐車場入場車輛は、確定申込みのエクセルシートのキャンプサービス部調査

のシートをご覧頂き、事前登録をして下さい。

CSD 45
野外料理の所に、カマドや薪を用意しようとなっていますが、スカウトのカ

セットコンロは使用は推奨しないという事でしょうか？

スカウトハンドブック記載のスカウトキャンプを推奨しますが、隊の状況に

おいてカセットコンロを使用することは禁止としていません。隊の支援状況

などをふまえてご準備下さい。

CSD 46 ゴミの分別は富津市の分け方ですか？

富津市のごみ回収袋を使用し、富津市のルールに従います。

ただし、不燃ごみの回収は行わない方向です。

富津市ゴミ袋（可燃ごみ、資源ごみ、包装プラスティックゴミ）の販売準備

しています。

https://www.city.futtsu.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1885/guidebook

(3-6).pdf
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CSD 48
大会が用意してくれる君津駅からの運行バスの時刻表はいつ頃発表されます

か？

最終申込を頂いてから調整します。

7月上旬には開示できるようにします。

CSD 52
大会運営スタッフの駐車場は場外に設けるとなっていますが、大会駐車場以

外に設置するのでしょうか？
大会スタッフの駐車場は同一エリアで、参加隊とは別にカウントします。

CSD 57
停め置きできる隊ごとのクルマの台数の上限は決定しましたか？

当地区の合同隊は4団合同ですが、4台停め置けるのでしょうか？

キャンプサービス部からの調査シートに記載しています。

10人未満の隊は1台/隊です。

10人未満の隊が４隊の合同隊でしたら、4台まで可能です。

CSD 58 薪は持参で決定でしょうか？ 薪は持参願います。

FSD 1
・氷の販売について 大きさ、単価、購入方法など（北総）

・氷の配給は予定とおり20MCC同様と考えてよいか？

①配給：ほぼ1隊当り1日(5日間配給)で、単純平均値「かち割氷6～7袋約4

㎏」、「貫目氷1貫目約2㎏」を配給します。但し、隊のスカウト＋指導者

人数によりかち割氷の配給量は増減します。

②販売：1.7㎏の板氷のみ300円で売店にて販売予定です。但し、前日の申込

制で翌日引取りの販売方法になります。

FSD 25
スカウトガイドP5 （４）大会施設・・・8月6日（金）→6日（土） ミス

プリでしょうか
ご指摘のとおり8月6日（土）から10日（水）まで売店が開かれます。

FSD 28
スカウトガイドP8 メニュー（食材）はいつ確定するのか。 班集会でメ

ニュー議論できない。食材発注の締め切りが6月30日に間に合わない。

6月24日にフードサービス部から「食材配給マニュアル」を配信いたしま

す。そこに記載の配給食材が最終確定となります。スカウトガイドに掲載の

配給食材と一部変更がでておりますので、この食材で班集会でメニューを考

えてください。

食材発注の締め切り日は7月15日といたします。

FSD 29

配給食材について・基本的に少ない。食べ盛りの子ども達にしては少ないの

では？3人分を１セットで配給とのことで、隊⾧会議の時に4人班→3人分、

７人班→6人分とのことだったが、スカウト達には全く足りない。

また、塩分を摂取できる食材をもう少し増やしてほしい。

少ない量で塩分控えめでは熱中症になりそうです。

配給できる食材等に足りないものについては、お伝えしてあるとおり各隊で

メニューを決めたのちにご用意して頂く方法としていますので、材料の増

量、塩分摂取量などは班で考えて頂き、隊でご支援をお願い致します。

FSD 30
・9日の朝食：バターロール２個／人、11日の昼食：パン１個／人では不

足。指導者もスカウトと同量なのか。

スカウト・指導者は同量で配給致します。足りないと思われるものや追加食

材については、各隊でご用意ください。

FSD 41
・配給品は３人単位で配布されるのか

 ・配給メニュー以外に注文できるものは何か（氷、水等）

1セット3人分で、必要セット数を注文して頂く方法となります。6月末には

詳細を記した食材配給マニュアルを配信いたします。また、食材の配給以外

としては、氷を配給致します。

ほぼ1隊当り1日(5日間配給)で、単純平均値「かち割氷6～7袋約4㎏」、

「貫目氷1貫目約2㎏」を配給します。但し、隊のスカウト＋指導者人数に

よりかち割氷の配給量は増減致します。

FSD 43

・「調味料」の定義について、食用油などは調味料に含まれますか

例示としてガイドブックにある食材は、確定でしょうか？

・昼食のパスタや冷やし生ラーメンは、調理しないといけない麺ですか？

(流水麺？）

・全体的に野菜が少なく思えますが、補助的なものの追加は可能性あるので

すか？

・朝食も御飯メニュー的なものとパンメニュー的なものがありますが、一日

しかパンの支給がないのですが、パンも自隊で用意することは可能でしょう

か？

・食材発注業者が仕入れの関係で少しは食材の変更があると思います。食材

の最終確定は7月上旬です。しかし、現在発刊されているスカウトガイドに

掲載の食材から大きく乖離することはないようにしておりますので、今の食

材で班集会でメニューを考えて頂いて大丈夫です。

食材として記載以外のもの、米、食用油、塩、砂糖などの主食や調味料は各

隊でご用意ください。麺類は基本一次調理(茹でる等)して頂くものを配給し

ます。

・配給食材以外の食材についても追加は一向にかまいません。スカウト達が

考えたメニューに必要な追加の肉や野菜も、パンについても隊でご用意して

頂ければと思います。配給食材以外の物の提供はありません。

GAD 13
大会キャップが制帽になるのかハットを制帽とし大会キャップは副帽なの

か。
大会キャップを制帽とします。

GAD 23
スカウトガイドP3

ＩＤカードとケースはいつ配布されるのか？
7月中旬見通し

GAD 24
スカウトガイドP4 「健康調査票」の決まった書式はあるのか？あるなら

何時配信されるのか？
7月中旬見通し
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GAD 39

保護者の方にも薪を運んでもらったりなどの応援をお願いすることも必要か

と思います。途中出入りする関係者の扱いに関する情報は、まだ出ていない

かと思います。半日程の参加も難しいので、団関係者や保護者が途中出入り

についての情報が欲しいです。

途中出入りについてはビジターとしての対応をいたします。受付での対応と

なります。大会インフォメーションで発信します。

GAD 49

（大会奉仕参加希望者について）

・個別の募集要項は個別に作成・配信されないのですか？

前回までは、参加期間に加え奉仕箇所の希望を選択できる募集要項が配信さ

れたと思いますが。

今回は所属を選択できないとの解釈でよろしいですか？

運営委員としての希望者については、部署ごとに充足人数に偏りがあり、今

回の配属は実行委員会で決定させていただきます。

当日の奉仕員の募集は追って行う予定です。

GAD 54

設定の参加形態以外のイレギュラ−な参加の場合、全日程・半日程以外の参

加費設定は考えていないでしょうか？

・確定申し込み後あるいは直前などに参加が可能になった場合、柔軟な申し

込み対応は可能でしょうか？

参加隊指導者の参加費設定は、4日以上参加の「全日程」と３日以下の「半

日程」のみの設定です。

確定申込み後の参加は18NSJの参加申込みとなりません。

PSD 6
プログラムの事前申し込み必要について

締切日、当落はあるのか？など

事前申し込みが必要なプログラムがいくつかあります。

７月上旬の締め切りを目指して調整しています。

受け入れ人数に制限ががありますのでこちらで調整してご連絡します。

PSD 7

場外プログラムでの往復バスは無料か有料か？このほかに有料のプログラム

の案内はあるのか？（プール、マザー牧場など）（北総）

駅と会場間のバスについて、・予定している時間帯と運航頻度、・一人当た

りの乗車運賃を知りたい（八千代・習志野）

プログラムで利用する往復バスは有料です。料金はあらためてお知らせしま

す。

スカウトガイド掲載したプログラム以外の案内はありませんので、班や隊で

もプログラムを計画・実施することができます。

PSD 17

くまスカウトの１泊キャンプはどのように計画されているのか？（上総）

カブのくまキャンプをやる場合の参加費用、食材、交通手段など詳しい情報

をご連絡願います。（八千代・習志野）

・くまキャンプについては調整しております。後日、情報発信します。

PSD 18

くまキャンプはあくまでもボーイ隊のキャンプを体験するという風に前回の

月の輪キャンプで指摘されましたが、今回の21CCではカブ単独で実施でき

るのはどうしてなのでしょうか。これがOKなら月の輪キャンプのやり方が

今後変わることになると思っています。コミグループとして特例を認めるの

か。なぜ特例が許されるのかの理由を教えてください。

・くまキャンプについては調整しております。後日、情報発信します。

PSD 22
8/8~9に同時開催予定のくまキャンプがボーイ隊の活動とどう拘わってくる

のか？
・くまキャンプについては調整しております。後日、情報発信します。

PSD 51

（カブプログラム「はじめてのキャンポリー」について）

・募集案内等を配信されますか？

・どのように申しこむのですか？

・参加費は？

・提供プログラム以外の提供される生活支援（テント等資材は参加隊持込で

すね、食材提供は？）

・くまキャンプについては調整しております。後日、情報発信します。

PSD 21 プログラムシートはいつ県連ＨＰにアップされるのか？ 6月25日までにアップします。

PSD 31

スカウトガイドP11~ 場内・場外プログラム

   場内プログラムエリアだけで安全に全部できるのか

   事前申し込みは、いつ、どのような形で行うのか？

   「鋸山ハイクの往復バス」何人まで乗車可能？ バスは無料？

場内プログラムは安全に実施できるよう配置とタイムテーブルを調整しま

す。

鋸山プログラムのバスの運行は調整中です。

PSD 32 スカウトガイドP14 カブプログラムの対応は難しい。 各団・隊のご事情でご対応をお願いします。
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PSD 33

スカウトガイドP15 （６）ジャンボリー日本一プログラム

備考に「制服」とある。制服で火起こしなどの作業を行うのか。熱中症の要

因。

「NSJ―２ 火を絶やすな・火起こし」の内容に「持参した薪等をセットし

て」とあるが、薪持参だと割りやすさや着火しやすさの差が出て公平ではな

い。

制服ではなく活動着です。失礼しました。

火おこしの薪はこちらで準備する方向で調整しています。

PSD 34

スカウトガイドP16 キャンポリーアワードは「すべての項目にサインを得

て隊⾧の承認」とあるが、すべての項目にサインが無いと達成・授与になら

ないのか。

項目８のウエルカムプログラム（カブ、ビーバー）など実施できないものも

ありえる。

キャンポリーを楽しんでこれからのボーイスカウトの活動につなげてほしい

との思いですので、隊⾧、または隊⾧に代わる方が柔軟に対応してスカウト

の頑張りを讃えていただきますようお願いします。

PSD 38 プログラムにプールがなかったのですが行っても良いでしょうか。
提示したプログラムだけでなく、隊⾧のご指導の下、スカウトたちのニーズ

を大切にして独自のプログラムも計画・実施してください。

PSD 40
提供プログラムについて

 ・申し込めば必ず参加できるか、・バス利用の場合の乗車賃

受け入れ人数に制限ががありますので申し込み後こちらで調整してご連絡し

ます。

PSD 44

工場見学/防災センターなど、事前申込期間を決めてくれるのでしょうか？

早いもの勝ちの様に見えますのと、見学可能工場のリストはいつ、発行され

るのですか？

受け入れ人数に制限ががありますので申し込み後こちらで調整してご連絡し

ます。

早い者勝ちのないように配慮します。

PSD 47

エンジョイ・キャンポリーアワードの細目に「ウェルカムプログラムを実施

して～」は、参加ボーイスカウト全員が本プログラムに携われるわけではな

いので、アワードの細目から削除すべきではないでしょうか？

キャンポリーを楽しんでこれからのボーイスカウトの活動につなげてほしい

との思いですので、隊⾧、または隊⾧に代わる方が柔軟に対応してスカウト

の頑張りを讃えていただきますようお願いします。

PSD 53

カブスカウトの見学を予定していますが、申込については当日の申込でよい

のか、事前申し込みもあるのかカブスカウトが参加できるプログラムは、ス

カウトガイドの（5）カブプログラムとなるのか、その他のプログラムにも

参加できるのか？

自団のボーイ隊の参加が無いので、カブスカウトが参加できる提供プログラ

ムがあると良いのですが。

カブスカウトだけでなく、ビーバースカウトの見学も歓迎します。

参加についての事前申し込みはありません。

当日来場した際に参加したり、見学できるプログラムがあります。

PSD 56 場外提供プログラムの事前申し込み締め切りを教えてください。
７月上旬の申し込み締め切りを目指して調整しています。

受け入れ人数に制限ががありますのでこちらで調整してご連絡します。

PSD 55

・提供プログラムとしての信仰奨励プログラムが、毎日9:00-12:00で実施さ

れますが、時間内であれば、いつ参加してもよいのでしょうか？

・開催される宗教・宗派はどうなりますか？

信仰奨励プログラムは教導職の方のご都合も加味して日にち・時間を調整し

て７月上旬にホームページでお知らせします。

大会 8
２回目の隊⾧集会の予定は？

オンライン参加も可能にしてほしい
7月3日（日）20時～、7月4日（月）20時～にＷeb会議で開催します。

大会 20
次回隊⾧集会は7月の第１週と前回集会で説明を受けているが、いつ行うの

か。
7月3日（日）20時～、7月4日（月）20時～にＷeb会議で開催します。
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大会 9
次に配信される参加隊への情報は、いつ、何が頂けるのか？ 今後の見通し

が知りたい。

・フードサービス部より配給食材の注文の仕方などが記載された、食材配給

マニュアルを6月24日に配信します。

・安全管理マニュアルは6月23日情報発信します。

・プログラムシートは6月25日までにホームページにアップします。

・キャンプサービス部からも6月30日までに隊⾧向けに情報発信予定です。

・くまキャンプについては6月末までに情報発信します。

大会 10

実施要項の確定申込み振込期限が（７/15）、今回（７/１）に何故なった

のか？困惑している。情報を頂けない中、期限だけの前倒しは如何なもの

か。

６月１７日付けで入金日は基本実施要項に記載しております７月１５日に訂

正いたしました。

大会 42

・確定金額の納入締め切りが早まっている、無理がないか、理事会では７月

１５日と報告された

・スカウトの参加を増やすために半日程の参加も認めたのか、３日までを半

日程としてよいのか。

６月１７日付けで入金日は基本実施要項に記載しております７月１５日に訂

正いたしました。

大会 50

残額（全額）振込期限が７月1日（金）に前倒しになったのですか？

４月21日付貴委員会配信資料には、残額振込期限について７月１５日

（金）と記載されており、

その期限にあわせ、スカウト保護者等に残額納入を依頼しています。

納入期限が７月1日になるのであれば、保護者等に納入期限を早める連絡を

６月１７日付けで入金日は基本実施要項に記載しております７月１５日に訂

正いたしました。

大会 11
参加費21000円（NSJ（\2,000）、21CC（\19,000-））の内訳を明確に

し、透明性をもって会計報告する必要があるとの保護者の強い声がある。

現時点では参加費21,000円のうち、18NSJ参加費（参加証など）が2,000

円、残りの19,000円のなかでインフラ整備費（上下水道、シャワー、電気な

ど）が49％、食料費が26％、プログラム関係費が11％、大会運営費（大会

キャップ、記念バッジ、救護所運営、庶務全般など）が14％と算出してい

ます。

大会 14

制服につけるワッペンは18NSJのものか21CCのものか。

２１CC参加費に18NSJのワッペン費用等の参加費（２千円）が含まれてい

ることも公開されていない。

制服右胸には１８NSJ大会参加章。キャンポリーのシンボルマークは記念

バッジとします。（6月県連盟理事会で承認）

21CCニュースでお知らせします。

18NSJの公開サイトからジャンボリーサマー2022としての情報も参照下さ

い。

大会 16 21CCニュースが月1回発行と聞いていたがどうなっているのか？ 5月は発行情報がなく、次回は6月30日を予定しています。

大会 27 スカウトガイドP8 （５）国旗はどこに配置されるのか。 場内プログラムエリアに配置する予定です。

大会 35
スカウトガイドに中１スカウトが読めない漢字が多い。愉しむ（中学３年生

で習う漢字）
ぜひ、班集会・班会議で先輩と一緒に読んでもらえるようご指導ください。

GAD ゼネラルサービス部

CMD セーフティサービス部

CSD キャンプサービス部

FSD フードサービス部

PSD プログラムサービス部

大会 大会全般
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