
1 

 

配信先: 地区事務長、地区コミッショナー 

令和 3年 12月 4日 

No2021-12 

 

令和 3年 12月（第 9回）理事会概要 

日本ボーイスカウト千葉県連盟 

事務局 

〔伝達〕 

1．団委員上級訓練課程修了証伝達（団委員実修所修了） 

   畑田 正則（富里第１団）、 宇治 隆雄（千葉第９団）、 石津 雅之（船橋第９団）、    

荻野 茂（我孫子第２団）、 福住 雅裕（流山第３団）、 佐藤 計廣（君津第２団）、 

小林 恒行（習志野第２団） 

 

〔審議事項・承認事項〕 

1．令和４年度指導者訓練開設計画について 《承認》 

○令和 4年度の指導者訓練開設予定について、次の通り日本連盟に申請することが承認された。 

(1) 日本連盟主催事業（実修所） 

・WB実修所 BS課程第 202期（2022/4/30-5/4） 

(2) 県連盟主催事業（研修所その他定型訓練） 

・WB研修所スカウトコース 千葉第 12期（2022/4/30-5/3） 

・WB研修所課程別研修 千葉第 10回（2022/6/19） 

・WB研修所スカウトコース 千葉第 13期（2022/9/16-19） 

・コミッショナーベーシックトレーニングコース千葉第 2期（2022/10/7-10） 

・団委員研修所千葉第 31期（2022/10/8-10） 

・WB研修所課程別研修 千葉第 11回（2022/11/13） 

・コミッショナー任務別研修 地区コミッショナー課程千葉第 2期（2022/11/19-20） 

・ボーイスカウト講習会 第 739回～第 749回 

 

2．第 21回千葉県カブラリー決算報告の承認を求める件 《承認》 

○第 21 回千葉県カブラリー決算報告案が承認された。この報告承認をもって 21CR 実行委員会は任務

終了となった。 

 

3．第 21回千葉県キャンポリー(21CC)実行委員会委員の追加承認について       《承認》 

○ 21CC実行委員会委員について、各地区から推薦に基づいて、以下、追加承認された。 

・船橋地区 境  真吾（船橋第 10団）  持木 達夫（船橋第 14団） 

 栗田 隆（船橋第 14団）   児島 伸一郎（船橋第 3団） 

 小川 信一（船橋第 3団） 

・東葛地区 馬渡 文子（柏第 6団） 諸岡正次郎（柏第 7団） 

 三井 孝利（我孫子第 2団） 

・北総地区 若林 宏和（野田第 1団） 塩崎 徳人（野田第 5団） 

 伊藤 芳治（流山第 3団） 小野寺克文（流山第 4団） 

 村上 敦紀（流山第 5団）   岩館孝人（流山第 4団） 

・松戸・鎌ケ谷地区  金谷紫之（松戸第 10団） 

・上総地区 花房 千嘉子（市原第 3団） 丹治 啓介（市原第 5団） 

 高村 修次（市原第 7団） 山本 裕子（東金第 1団） 

 宮本 修治（大網白里第１団） 

・市川・浦安地区 王 秀瑛（市川第 1団） 岡部 正和（市川第 3団） 

 森 善康（市川第 3団） 磯崎 誠也（市川第 6団） 

 岡島 美都里（浦安第 2団） 古越 日出登（浦安第 2団） 

※任期 実行委員会終了（令和 4年 12月頃予定）まで 
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4．地区副コミッショナーの辞任と新規推薦に関する件 《承認》 

・市川・浦安地区 副コミッショナーの辞任と新規推薦が提案され、それぞれ承認された。 

（１）地区 副コミッショナーの辞任  《承認》 

 小川 浩一 

（２）地区 副コミッショナーの推薦 《承認》 

小鷹 順一（市川第 6団）、大作 寛（市川第 1団）、小笹 彰夫（浦安第 1団） 

※任期：令和 3年 12月 4日〜令和 5年 6月 30日 

 

5．日本ボーイスカウト千葉県連盟県加盟規定第６条第２項の適用に関する件              

・千葉県連盟加盟規定第６条第２項について、前年度同様に適用しない（新規加盟登録申請について個

人分担金を免除しない）ことが理事会で決議された。 

 

〔報告事項〕 

 1．加盟登録について  

令和 3年 11月末登録状況 

・4,446人／88団、 前年同月比 △238人、 前年度末比 △292人 

 

2．委員会報告 

（１）スカウト支援委員会  

①スカウト活動発表会（2022年 3月 21日、幕張勤労市民プラザ、対面・リモート併用で開催予

定） 

②第 25回世界スカウトジャンボリー（25WSJ；2023年 8月、韓国）派遣員募集について 

・25WSJ派遣員募集要項が開示されたことを受け、次の予定で募集を進める。 

・第 25回 世界スカウトジャンボリー派遣員募集案内配信：2022年 1月 

・県連盟応募締切：隊指導者 4月末日、スカウト・IST・本部スタッフ 5月初旬 

・派遣員選考会 ：2022年 5月中旬 

・派遣員内定  ：2022年 6月中旬 

     ・スカウト派遣には派遣隊指導者の選出が必要なため、スカウト推薦地区に指導者の推薦を依

頼する。 

③技能章考査員の推薦依頼について 

・現在の技能章考査員は来年（2022年）3月で任期満了となることから、来年 4月以降の 3年

間を任期として、現行考査員の継続確認および新たな考査員の推薦を依頼する。 

 

（２）指導者支援委員会 

①令和 3年度指導者養成訓練開設状況について 

・第 128回団委員研修会（12月 12日、北総地区） 中止 

②令和 4年度継続登録時・指導者研修歴調査依頼について 

・令和 4年度継続登録時に指導者研修履歴調査を例年通り実施する。 

 

（３）運動拡充委員会 

①防災キャラバン 2021 について 

・イオンモール八千代緑ヶ丘店で実施（11月 7日） 

②2021(令和 3)年度 第 2回 全国組織拡充担当委員長会合（11月 7日）出席報告 

・理事長の基調講演、事例発表、他県連盟との情報交換、等 

③わくわく自然体験事業推進状況 

・現在、9個団から日本連盟に申請（事業登録）されている。 

④次年度事業 

・子どもゆめ基金を活用した普及事業を計画している。 

 

（４）総務委員会 

○「公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 維持会員」および「公益財団法人ボーイスカウト千葉

県連盟維持財団会員」について 
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・入金状況が報告された。令和 3年度維持会費・寄附金へ協力をお願いする。 

 

（５）千葉県ローバース会議 

①オンライン会議を 11月 12日に開催。 

 

（６）第 21回千葉県カブラリー（21CR）実行委員会 

・報告書が完成し各団に配付する。 

 

（７）第 21回千葉県キャンポリー（21CC）実行委員会 

・富津市長へ協力を要請。緊急避難場所として大会期間中の富津社会体育館借用が了承された。 

・予算化に向けた参加状況のアンケート発出 

・大会シンボルの募集案内発出 

・大会期間中、カブスカウトを対象としたプログラムを提供する。 

 

（８）組織評価特別委員会 

・地区再編について、地区代表理事会議での議論をふまえスケジュールに沿って進めていく。 

 

3．県連盟コミッショナー報告  

（１）令和 3年度団委員長集会について 

・2022年 2月 27日（日）、幕張勤労市民プラザで開催予定 

（２）CONEリスクマネジメント基礎講座（令和 3年 10月 31日）開催報告 

・講師：ＮＰＯ法人大自然のひろば 理事長 高森 茂範様 ・参加者：46名 

（３）「スカウトハンドブック」活用講座 参加者アンケート結果について（報告） 

（４）Earth Tribe 導入説明会・参加者アンケート結果について（報告） 

（５）「たのしいスカウト活動への勉強会」（令和 3年 11月 14日、Web開催）報告 

・講師：ボーイスカウト静岡県連盟 顧問 鈴木 節子様  ・参加者：130名 

・どういう姿勢で教育するか、プログラムはどうあるべきか、スカウト達に何をどの様に伝え

るべきかと云うことを、歴史をふまえて、考えさせられた。 

・「歌で育てる」という講師の持論と自作の歌のご披露に、集会で歌を歌っていきたいと決意を

新たにした指導者も多くいた。 

（６）令和４年度の継続登録審査について（ポイント） 

・全団調査を活用し、団委員長、隊長と対話をとおして審査を行う。  

（７）全団調査 2021の実施について 

・2021年 12月 19日（日）締切りで実施中。 

・団の健康診断としてご記入いただきたい。 

 

4．事務局報告、その他  

（１）2021年度全国事務局長会議（11月 21日） 出席報告 

・日本連盟から、18NSJ 準備状況、100 周年記念事業準備状況、第 25 回世界スカウトジャンボ

リー、2022年事業計画の策定、等について説明がなされた。 

（２）県連盟事務局の年末年始休日 

22021年 12月 26日（日）から 2022年 1月 4日（火）まで 

以上 


