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IBARAKI   CAMPOREE
19th,  YAMATO no MORI, TAKAHAGI SCOUT FIELD

 30 JULY 2016 - 2 AUG 2016

日本ボーイスカウト茨城県連盟

茨城県キャンポリー　参加の手引

県連HP：	 http://www.scout-ib.net
県連 Facebook:	https://www.facebook.com/scoutingIB/?ref=bookmarks
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１．団グループと原隊との関係、保護者への周知

今回のキャンポリーには、単独団以外に合同団で参
加する団があります。
合同団では、それぞれの団の指導者が協議しても合
同団の指導者を選任し、指導を依頼する形となります。
しかしながら、安全管理・危機管理とボーイスカウト
組織における責任管理体制においては、その基本は所
属団にあります。現場では、合同団の指導者が管理責
任を負いますが、それは参加者のそれぞれの所属団の
後ろ盾があることが大前提となります。
そのため、それぞれの団の責任者（もしくはその代
理者）が団グループ本部を組織し、協力して現地での
対応にあたります（安全・危機管理面と隊活動・運営
への支援の両面から）。
また、参加スカウトの保護者にとって「合同団」と
いう形式での参加について理解が不足していることが
考えられます。各団委員長及び原隊隊長におかれまし
ては、事前に十分な説明をお願いします。

● 周辺住民への配慮（路肩への駐車は禁止）
会場周辺の道路は幅員が狭く、また住民の生活道路
となっています。参加者はもちろんのこと、参加者で
ない各団関係者の訪問に際しては、周辺道路の路肩へ
の駐車は絶対にしないよう、各団において周知してく
ださい。

2．団グループで選任する担当者

今回のキャンポリーでは、指導者や班長等以外の役
務として、各団グループや参加隊、班から次の担当者
を選任します。

【団グループ本部】
　◦安全・危機管理責任者
　　　（指名された団グループ本部員）

キャンポリー期間中、団グループにおける
安全管理・危機管理に関する事項を統括する。
▶毎日「安全会議」（大会本部で17:00 から
開催）に出席する。

【参加隊】
　◦安全・危機管理責任者（指名された副長）

キャンポリー期間中、隊における全ての安
全管理・危機管理及び健康に関する事項を指
導監督し、現場の安全管理を担当する。

【班】
　◦安全係（通常は次長）

キャンポリー期間中、班内の安全管理・危
機管理及び健康に関する事項を担当する。

19IC 参加にあたっての事前確認事項

3．救急法関連の有資格者、修了者について

団グループ、参加隊それぞれに、次を修了した者を
置くこと。

・普通または上級救命講習
・日赤救急法講習
・県連救急安全講習会、救急法上級講習会
・県連スカウト救急法講習会

のいずれか。

4. 団グループ及び隊指導者が読んでおく書籍等

【団グループ本部員】
　◦「救急法〜野外活動のおける応急手当〜」（日本
　　連盟）
　◦「安全・危機管理ハンドブック」（茨城県連盟）

【参加隊指導者】
　◦「救急法〜野外活動のおける応急手当〜」（日本
　　連盟）
　◦「安全・危機管理ハンドブック」（茨城県連盟）
　◦「ボーイスカウト隊リーダーハンドブック」（日本
　　連盟）
　◦「指導者のためのスカウトキャンプ」（日本連盟）

5. 団グループ及び参加隊等で行う手続〆切日等
6月23日まで 参加団Ｇ、隊編成名簿提出 通知

高萩祭り参加申込み 通知
営火場使用申込書 通知

7月2日まで 大会本部奉仕者＆希望先調書 通知
7月9日正午まで 救護所奉仕VS申込書 P.35
7月10日
（会議場にて）

安全・危機管理者届 P.34
団Ｇ輸送車輌登録申請書 P.31

7月10日まで BVS,CS見学申込 通知
7月16日まで 団グループエリアの草刈届 電話
7月19日まで お祭り屋台の出店届 配付

ステージパフォーマンス出場
届 配付

立木伐採プログラム申込書 配付
パイオニアリング申込書 配付

7月30日当日 参加団グループ到着報告書 P.30
参加隊活動計画書 P.32

8月2日午前中 お祭り屋台会計報告書と精算 配付

※「通知」はメール等で送られた通知によります。
※「電話」は、電話にて、県連事務局に届出ください。
※「配付」は、7/10 の参加G長会議で配付します。
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第 19 回茨城県キャンポリー実施要項

１．大会主旨

茨城県キャンポリーは、昭和 28 年の第１回大会以
来、今回で19回目を迎えます。４年に一度、県内の
ボーイスカウト年代のスカウトが一堂に会し、多くの仲
間との友情を育みスカウト精神を高め合うことはもち
ろん、それまでの隊や班の普段の活動で地道に培って
きた数々の成果を、キャンプでの生活や各種のプログ
ラムで披露することで、互いに刺激しあい、高め合って
いく場であり、それをその後の自分の成長へと繋げて
いく、大切で最も効果的な機会です。
本県連盟では、スカウト活動の充実とともに加盟員
を増やし「標準団（隊）」を目指すことを重点目標とし
ています。この運動の主体は「スカウト」であり、その
スカウト達に本来のスカウティングをどこの団でも等し
く提供することが、私たち指導者に課せられた責務で
あることを踏まえ、今回のキャンポリーでは、スカウト
のみならず指導者も「標準団（隊）」の持つ意味と効果、
班活動の醍醐味を体験することを念頭に置いて実施し
ます。
そして、この大会は、小グループ活動を中心として、
明日への活動そしてスカウト自身の成長に大いに繋が
る大きな契機となるよう、同時にスカウトを支える指
導者・支援者のより高い意識の醸成に繋がるよう、明
日を担うより良き青少年の育成のために、本県連盟の
持てる力を発揮して開催するものです。

2. 大会基本事項

①大会名称
	 第19回茨城県キャンポリー
　（略称：「19IC」もしくは「キャンポリー」）

②開催期日：
	 平成２8 年 7月30日（土）〜	8月2日（火）
　　3泊 4日

③開催場所：
 「大和の森・高萩スカウトフィールド」
　　　　高萩市中戸川菖蒲沢412

④実施形態：
　ボーイスカウト以上のスカウトを対象とした合同
野営大会。

⑤主催・共催・後援：
　◦主催	
　　　日本ボーイスカウト茨城県連盟	

　◦共催	
　　　財団法人ボーイスカウト茨城県連盟維持財団
　　　公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
　◦後援	
　　　茨城県		 	 茨城県教育委員会	
　　　高萩市		 	 高萩市教育委員会	
　　　ボーイスカウト振興茨城議員連盟
　　　茨城新聞社		 茨城放送	

⑥参加対象スカウト：
　◦ボーイスカウト、ベンチャースカウト、ローバー
スカウト
　（ベンチャースカウトは参加隊の上級班長、隊付ま
たは大会本部奉仕員として、ローバースカウトは
参加隊の副長補または大会本部スタッフとして参
加します）

⑦参加形態：
　◦団グループ（団グループとは、単独の団、もしく
は複数の団で構成される合同団をいう）を参加単
位とする合同野営大会形式。

⑧参加単位：団グループ
参加する団グループは、本大会における「参加隊」
を組織して参加します。参加隊は、原則として教育
規程で規定される「標準隊」とします。

　◦本大会における参加隊（標準隊）の構成
　　　ボーイスカウト（18 名〜32名程度）
　　　　◦班数　：3班〜4班／隊
　　　　◦班員数：6人〜8人／班
　　　隊指導者
　　　　◦隊長　	：1名
　　　　◦副長　	：若干名
　　　　◦副長補：必要に応じて
　　　　◦隊付　：必要に応じて（ベンチャースカウ
　　　　　　　　　ト、ローバースカウトが望ましい）
　　　　◦上級班長	：1名（ベンチャースカウトが望
　　　　　　　　　ましい）

※一つの団で標準隊を組織できない場合には、
地区内の他の団と合同で標準隊をつくること
になります。その合同団と単位団で参加する
団を総称して「団グループ」と呼びます。合同
団は、原則として「同一地区内で」組織します。
隊長及び副長は、合同団を構成する各団の協
議により、適任者を、偏らないように選出し
ます。なるべく早い時期に組織して準備を進
めて下さい。
　　大会主旨にもあるように、本大会は複数
の班からなる参加隊の「班」の一員としての
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活動の醍醐味を体感することを大きな目標と
しています。事前訓練、隊プログラムの立案
実施等、ご協力をお願いいたします。

⑨参加費：
	 ボーイスカウト	 3,000 円
	 隊指導者、団グループ支援者	 3,000 円
	 大会本部スタッフ･奉仕員	 3,000 円
	 見学者（加盟員のみ）	 500 円
　※参加費の使途：
　　大会運営費、大会本部が行うプログラム費、施
　設整備費、環境整備費、大会参加章、資料、安
　全･危機管理対策費、傷害保険費用その他とし
　ます。
　　　この参加費には、団グループにかかる経費（交
　通費、輸送費、食費、野営資材、参加隊プログ
　ラム費用等）は含まれません。

⑩参加章と服装
　●参加章と入場

・参加申込者には、参加章（大会ワッペン）を
7月１０日の隊長会議等で配付します。
・会場への入場者は、参加章を着用することと
します。
・入場手続きは、総務部の受付にて行います。

　●服装
・参加者の服装は制服とし、制服の右ポケット
に参加章を着用します。
・制服は新・旧どちらも可としますが、日本連
盟の教育規程に従って、記章・標章を着用く
ださい。

・全体行事の開会式・閉会式、各隊で行われる
朝礼、スカウツ・オウン・サービス、その他
の公式の場は正装とします。
・隊サイト内での活動及び作業に従事するとき
は、それにふさわしい服装とします。

・隊プログラムで、会場外に出る場合は、原則
は制服とします。ただし、気象条件等により
柔軟に対応してください。その場合でも、ネッ
カチーフは着用ください。

⑪大会本部の組織と役務
●名誉大会長	 橋本　昌	 名誉連盟長
●大会長	 關　正夫	 連盟長
●大会長付	 竹本　俊一	 副連盟長
　　　　　	 山田　隆士	 副連盟長
●運営本部長	 八木　雄二	 理事長
●副運営本部長	 河合　敏行	 副理事長
	 宮田　俊晴	 副理事長
	 中島　清行	 県連盟コミッショナー
●大会事務局	 八城　貞子　事務局長

◦総務部　（部長：関原仁美）
○大会事務全般
　◦隊長会議･大会本部諸会議開催･運営

　◦参加の手引き作成、参加章作成配付
　◦広報･記録･大会報告書原稿作成その他
　◦参加人員把握（入退場、日報受付その他）
○会計業務
　　（各部予算･決算取り纏め、事務局と協働）
○大会本部奉仕ＶＳ･大会スタッフＲＳ配属
○見学者受入対応
○その他（他に属さない業務）
＊スカウト用品販売対応	

◦安全・輸送部　（部長：高橋輝明）
○安全対策、安全管理全般（場内外警備等含む）
　◦救護･危急時対応（消防･救急等）
　◦避難･撤退に関する事項全般	 	
　　　　　（避難場所、避難方法・誘導等）	
○駐車場管理全般（交通安全含む）	
○参加者人員輸送･装備輸送指示、支援

◦施設資材・配給部　（部長：若林正則）
○大会施設の設置･管理
　　（シャワー･掲示板･トイレ･井戸他）
○大会本部の設置全般（輸送を含む）
○大会ゲート
○大会本部担当プログラム用資材調達全般	
○参加隊用食材調達に関する支援
○大会本部スタッフ用食事配給（有償）

◦野営管理部　（部長：海老原	学）
○野営基準の維持	
	 ◦野営指導・生活指導・安全指導全般
	 ◦キャンプサイトの管理指導
	 ◦衛生及び廃棄物処理に関する事項	
	 ◦各施設の使用に関する事項
	 ◦基本日課、野営場のきまりに関する事項
○団グループ･参加隊に関する事項
　　　（参加隊奉仕活動窓口他）

班 班 班

【団グループ】（例）
　
　　　　　団グループ長

　 参加隊長  　　団グループ本部
　　　　　　副長	 	 　団本部員（総務）	
	 　　　副長補	 	 　団本部員（調達）
　　　　　　隊付	 	 　団本部員（安全）
	 	 	 	 	 　団本部員（輸送）
　　上級班長

　　班長
　　　　　　次長
　　　　　　班員1〜7
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	 ◦その他相談窓口	
○会場配置・団グループプサイト割り振り

◦行事部　（部長：杉浦一弘）
○全体プログラム企画・運営	
○常設プログラム企画・運営	
	 ◦地元児童向け･見学者用含む
○参加隊プログラムのための情報発信
○参加隊プログラム支援
	 　　（スカウツオウンを含む）

⑫キャンポリー会場の範囲（定義）
◦会場内：P.13 の会場図の赤の破線て囲った範囲
　　　　　を会場内とします。
◦会場外：高萩スカウトフィールドの外、また高萩
　　　　　スカウトフィールド内であっても「会場
　　　　　内」ではないところは、会場外とします。

3．キャンポリーの日程

本大会は、「合同野営大会」の意味合いを前回以
上に強く打ち出し、日程についても大会本部プロ部
ラム、会場の状況による入退場時間の設定等を除い
ては、各団グループの意向を重視しています。
大会日程は、前ページ下表のとおりです。

4．キャンポリーのプログラム

今回の県キャンポリーは、合同野営大会のため全
体行事（開会式、キャンポリーナイト、閉会式）以外
は各隊独自の任意のプログラムによって運営されま
す。
また食事、野営工作においても隊で行われるもの

であるため、材料の調達などは、団グループ（隊）
でおこなってください。

（1）隊で実施できるプログラム
　　会場及び周辺で実施可能なプログラム（例）

・立木伐採プログラム（要事前申請→行事部）
・ハイキング（土岳、石割山）
・サバイバルハイキング
・採集プログラム（草、魚、昆虫、岩石等）
・パイオニアリング（現地の丸太を使用する場
合は、要事前申請→行事部）
・シャワークライミング（滝あり）
・隊営火（申込みは総務部）

※プログラム実施にあたっては、隊活動実施計画
書、班活動実施計画書を作成した上でプログラ
ムを実施してください。（P.7、4.（3）参照）

（2）大会本部が実施・提供するプログラム
　①セレモニー

ⓐ開会式（7/30）　野外講堂
・集合完了：	15:45
・開式：	 16:00
・閉式：	 16:45
・服装：	 正装

ⓑ閉会式（8/2）　野外講堂
・集合完了：	08:50
・開式：	 09:00
・閉式：	 09:30
・服装：	 正装

　②常設プログラム（自由参加、何回でも参加可）
　　　開設時間 9:00-12:00, 14:00-17:00

ⓐスカウト技能系プログラム　（約 1時間）
   「Tea Time」　
・乾燥した丸太から、指定された長さを切り出

施設資材・配給部

安全・輸送部

総務部

副運営本部長 副運営本部長

野営管理部

行事部

運営本部長

副運営本部長

大会長

名誉大会長

大会長付

大会事務局

安全管理統括責任者
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し、細かく割って薪にする。
→割った薪を使って、1㍑の水を沸騰させるま
でのタイムを競う。
▪刃物の使い方が不適切な場合、1回の指摘
に対しペナルティとして1分加算される。

▶ CS、一般向け
・アルミ缶を利用した、サバメシコンロを作成、
100ccのお湯を沸かす。（燃料は牛乳パック）
　

ⓑ体力系プログラム　（約 1時間）
   「Scout Dash in 高萩 2016」
・大和の森のキャンポリーサイト外（会場外）
にコースを設定し、自然物、人工物を利用し
た障害物競走。
→タイムアタックにより順位を決定。
▶ CS、一般向け
・競技ではなく、コースを歩き、障害物をクリ
アしていく（競技中のBSが来たら道を空け、
応援してください。）

ⓒ観察・推理系プログラム　（約 1時間）
　「トレジャー班と？」
・用意されたカードを引き、書かれたものを採
取してくる。
　→上級編、中級編を用意。（中級編も用意）
▶ CS、一般向け
・指定されたエリア内で宝物をさがす。

ⓓ体験プログラム　（約 30 分）
　「Wood Job」
・チェーンソーの使い方を学び、実際に丸太を
切る体験をする。

▶ CS、一般向け
・輪切りにした木を紙やすりで表面をならし焼
き印を押して記念品にする。

　③キャンポリーナイト
8/1夜に全体行事として、（仮称）野外講堂でキャ
ンポリーナイトを実施します。次の内容で実施しま
す。

　ⓐ隊のお祭り屋台
　ⓑステージパフォーマンス
参加隊は次の準備と運営をお願いします。

ⓐ「屋台」の出店と運営
・飲食物の販売またはゲーム・クラフト等の実
施屋台（コーナープログラム）。
・隊で1台（複数出店可）は用意ください。
・飲食物を取り扱う場合は、衛生管理を徹底す
ること。場合によっては出店できません。
・内容の把握のため、事前申込をしてください。
※屋台での販売は、現金ではなくキャンポリー
通貨によります。価格設定は、¥0,	¥50 も
しくは¥100とします。
※材料（飲食物、クラフトの材料等。材料費、
光熱費、包装費含む）は、1食（回）あたり、
50 円または100 円未満の原価とし、その

月日 7/30（土） 7/31（日） 8/1（月） 8/2（火）

区分 大会プログラム 隊 大会プログラム 隊 大会プログラム 隊 大会プログラム 隊

6:00
起床、洗面、
清掃、

朝食、整頓

起床、洗面、
清掃、

朝食、整頓

起床、洗面、
清掃、

朝食、整頓

8:00 移動
朝礼、スカウ
ツオゥン、プ
ログラム準備

朝礼、スカウ
ツオゥン、プ
ログラム準備

朝礼、スカウ
ツオゥン、

9:00

受付
10:00-14:00

入場 ･受付･
設営

大会プログラ
ム（任意） 隊プロ 大会プログラ

ム（任意） 隊プロ 閉会式
9:00-9:30

閉会式後
撤収開始

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食

14:00 設営
隊プロ

大会プログラ
ム（任意） 隊プロ 大会プログラ

ム（任意） 隊プロ 撤退完了 撤退完了

16:00 開会式
16:00-16:30 開会式

17:00 夕食 連絡会議
17:00-17:30 夕食 連絡会議

17:00-17:30 夕食

19:00 連絡会議
19:00-20:00 隊プロ 隊プロ キャンポリー

ナイト
キャンポリー
ナイト

21:00 班会議
班長会議

班会議
班長会議

班会議
班長会議

22:00 スカウト消灯 スカウト消灯 スカウト消灯

23:00 全員消灯 指導者消灯 全員消灯 指導者消灯 全員消灯 指導者消灯
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数量は大会本部から指定されます（例えば
「100 食を用意」）。材料費は、単価×指定数
量＝最大10,000 円を支給します。（事後精
算で。会計報告書とレシートが必要です。）

ⓑステージ（野外講堂）でのパフォーマンス
　　踊り、劇、歌、ゲーム、競技等をステージで
発表します。（各隊で最低1班はエントリー）
　　・持ち時間は5〜10 分
　　・事前申込みが必要（当日エントリー可）
　　・参加単位：	BS→班、VS→個人、チーム
　　・小道具は、参加者が用意する。
　　・BGM 等が必要な場合は、USBメモリー
　　に必要なMP3形式の音楽ファイルのみを
　　記録したものを提出する（使用後返却）。
※ⓐⓑ共に申込みは7/19までに、所定の用紙に
必要事項を記入して、県連事務局へ。
※②③の詳細は、別途配付するプログラムガイド
を参照ください。

（3）隊・班活動プログラムの作成にあたって
隊長は、速やかに班編制を行います。
19IC では隊プログラムで何を行うのかを、班会議、

班長会議を実施して決定し、リーダー会議の協議を
経て隊長が「隊活動実施計画」を、班長が「班活動
計画書」を作成します。
また、大会前に隊長は、「班長訓練実施計画」を
作成し、班長訓練を1〜3	回行い、班集会を重ね
19IC	に臨みます。このように本来のプログラムプロ
セスにより計画し、実施してください。
それぞれの書式は、日本連盟発行の「ボーイスカ
ウト隊リーダーハンドブック」に準拠してください。

●参加隊活動計画書及び日報の提出
初日、受付時に、各隊の活動計画書（別途様式
あり）を提出してください。また、変更があった
場合には速やかに新たな計画書を提出してくださ
い。（P.32）

5．キャンポリーの生活

①基本日課：
　大会の基本日課の例を上表に示します。
　起床・消灯の時間はこの時間とします。

②キャンプサイト　
キャンプサイトは、団グループ単位で配分する予
定です。７／１０の団グループ長＆参加隊長会議頃
にはお知らせできる予定です。
なお、大会本部スタッフのローバースカウトおよ
び大会本部奉仕員のベンチャースカウトは、所属
する団グループのキャンプサイトで生活（食事、就
寝）となります。

それ以外の成人大会本部スタッフは、大会本部
サイトでの生活となります。

③食材・野営資材等
今回のキャンポリーでは、大会本部は団グループ
に対する食材および野営資材等の調達・配給は行
いません。
参加隊の班長会議等で献立を作り、その必要食
材を団グループで調達してください。食材、野営
資材等は極力事前に購入して持参して下さい。
期間中の買い出し（氷含む）は、高萩市内食品スー
パー地図（別紙）を参考に、各隊 ( 団グループ )に
おいて購入をお願いします。（団グループ用に場内
の駐車場に1台分のスペースを確保します。車両
の申請は別途指示します。）

④燃料・水等
使用する燃料については、薪を基本としますが、
制限はしません。ただし、直火は禁止とします。
ガス、ガソリン等を使用する場合には、冷暗所
での保管の徹底をしてください。
飲料水・生活用水のうち、飲み水、調理用水等の
上水については、ペットボトル等の水を持参くださ
い。食器洗い等の雑用水について、現地井戸の水
が使用できます。

⑤ゴミ処理・排水等
・発生したゴミは、すべて持ち帰りです。
　　燃えるごみや残飯や生ゴミは、極力乾燥のう
え焼却して下さい。焼却できなかった残飯や生
ゴミは、毎夕食後、団グループ名を明記したゴ
ミ袋に入れ、指定の保管場所に運び入れ、施錠
保管し、最終日退場時に全て持ち帰ります。
　　炭や燃え残り、使用済みの野営資材等もすべ
て持ち帰りとなります。決して野営場内に廃棄し
たり埋設しないように。持ち帰り用のゴミ袋も団

時間 項　　目

06:00 	起床は6:00 ★
洗面、清掃、朝食、後片付け

(08:00) 国旗掲揚（大会本部）
08:00 点検、朝礼、スカウツオウン
09:00 午前のプログラム
12:00 昼食準備、昼食、後片付け、休憩
14:00 午後のプログラム	
17:00 夕食準備、夕食、片付け
(18:00) 国旗降納（大会本部）
19:00 夜のプログラム
21:00 班会議、就寝準備
22:00 スカウト消灯★
23:00 指導者・成人消灯★
★21:00以降は静かな時間を。
　22:00以降は指導者も



−8−

グループで用意となります。
・生活で発生した雑排水を、地中に浸透処理する
ことは不可です。必ずゴミを取り除いた後に「汚
水捨て場」に捨ててください。「汚水捨て場」は
浄化槽につながっており、浄化されたきれいな
水が沢に排出されるようになっています。

⑤生活施設
・トイレ、シャワーは、既設のもの（会場配置図参照）
を使用してください。
・シャワーの割り振りと使用時間は、当日発表しま
す。

⑥高萩スカウトフィールド使用のきまり
自然豊かなキャンプ場に影響を与えないよう、
ローインパクトを心がけ、無洗米の使用、直火の
禁止、使用する洗剤・石鹸、ゴミ・廃水処理等に、
細心の注意と配慮をお願いします。
また、今回キャンプする地域は、下流の住民の

方々の生活用水ともなっており、その方々はキャン
プによる水の汚染をたいへん気にしておりました。
スカウト精神にかけて、自ら厳しく環境保全に取り
組みたいものです。
「高萩スカウトフィールド使用のきまり」を下記
に示します。遵守ください。

⑦安全用の照明（発電機使用）について
今回のキャンポリーでは、日没から夕食後の安
全を確保するために、照明用に発電機（4サイクル
の低騒音のもの）を持ち込み、使用することがで
きることとしました。
・使用できる時間帯：日没から　20:00まで。
　その後は、照度の低い照明器具により、目を馴
らし静かに落ち着いて過ごしましょう。
・発電機、照明器具、燃料等は団グループが用意
します。
・燃料については法規で定められた安全携行容器
を使用することします。

　　◦高萩スカウトフィールド使用のきまり

フィールドの利用者は、事前に管理者に申込み、
使用許可を得ること。使用に当たっては、下記の
各項を遵守すること。
①フィールド内の動物や植物に悪い影響を与え
ないよう環境保全に努めること。
②下流に生活する人に配慮し、川、沢の汚染（生
活雑排水の廃棄、薬剤の使用）はもとより、
むやみに川や沢に入らないこと。
③指定された場所以外でのキャンプする場合
は、管理者の許可を得、また指示に従うこと。
④直火はしない。たき火をする場合は、火気に
は十分に注意し、地表に影響を与えないよう、
たき火台等を使用すること。
⑤フィールド内で、植物（樹、花、果実等）採
集・立木の伐採、自然薯掘り、昆虫採集、動
物の捕獲を行う場合は、管理者の許可を得、
また指示に従うこと。
⑥フィールド外の他の土地には入らないこと（人
の立ち入りを禁じている生育牧場等が隣接し
ています）。
⑦他の利用者の迷惑とならないよう、次の各
項を守ること。（必要な場合は許可を得る）
　　㋐起床は6:00、消灯は23:00
　　㋑広場を占拠しないこと。
　　㋒大きな音で音楽をかけたり、大声で騒
　　がないこと。
　　㋓花火、フリスビー、動力付の飛行装置の
　　	飛行等をしないこと
　　㋔穴や溝をむやみに掘らないこと。
　　㋕キックボード、スケートボード、自転車

　　は使用しないこと。
　　㋖その他、他の利用者の迷惑となる行為
　　をしないこと
⑧フィールドの利用で生じたゴミやたき火の燃
えさし等は、すべて持ち帰ること。
⑨フィールド内の施設（トイレ、シャワー、水道、
汚水処理場）等は、後から使う人が気持ちよ
く使えるよう、きれいに使うこと。また、汚
した場合は、清掃して元通りにすること。ま
た、コンセントから無断で電気を使用しない
こと。
⑩フィールドの整備用品（箒、熊手、刈り払い
機等）は許可を得てから使用し、使用後は汚
れを落として返却し、管理者の点検を受ける
こと。
⑪貸し出し用品については、使用申込書を記入
し管理者に提出した後、受け取り使用する。
使用後は汚れを落として返却し、管理者の点
検を受けること。破損した場合は、残存価格
分の弁償をすること。
⑫自動車は所定の駐車場に駐めること。
⑬ペットを持ち込む場合は、逃げ出したりしな
いよう厳に管理すること。また、犬、猫は必
ずリードで繋留しておくすること。糞は放置
せず回収し持ち帰ること。
⑭利用後は、テントサイトの原状復帰をするこ
と。
⑮フィールド内の安全の確保と危険への対応に
ついては、利用者の責任で行うこと。
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⑧安全・救護・衛生
◦指針の制定
今回のキャンポリーには、次の指針等を設けて
います。団グループの全ての指導者は、必ず読ん
でおいてください。
・安全･衛生管理・救護の指針
・危機管理の基本方針
・緊急避難･撤退にかかる指針
・雷にかかる指針

◦大会の安全体制：
ⓐ大会本部に安全管理統括責任者、各団グルー
プ・参加隊及び大会本部各部に安全・危機
管理者を決め、安全管理体制を明確にする。
（P.15	2(1) 参照）
ⓑプログラムの運営、野営にあたっては、事故
を起こさないように、安全管理を徹底する。
ⓒ団グループ及び参加隊には、普通救命講習、

日赤救急法講習、県連救急安全講習会、県連
上級救急法講習会等のいずれかの修了者を
それぞれ配置し、万が一の事故に対応できる
体制を確保する。
ⓓ隊長は、参加者に対し、自身の安全確保のた
めの注意喚起文書を作成し、事前訓練で周
知する。
　（カブ・ビーバー等の見学者はそれぞれの隊
長から周知）。
ⓔ一般参加・見学者に対しては、参加受付時に
注意喚起文書を配付すると同時に、また、各
プログラム実施時に毎回注意事項を示し説明
する。

◦健康調査書と健康保険証のコピー：
健康調査書（P.28）は、参加者（団グループ
のスカウト、指導者、団グループ本部員）に2
枚渡し、1枚は団グループで管理し、もう1枚
は個人で管理する。
個人で管理する健康調査書と健康保険証のコ
ピーは、防水の袋に入れ（折りたたんでチャッ
ク付ポリ袋等に入れ）常時携行する。

◦参加隊の安全対策：
団グループ本部は、安全・危機管理者（原則
として団グループ長）を置き、団グループ本部
に常駐させます。安全・危機管理者は、万一の
事故に備え、常に団参加者の参加状況・出退（プ
ログラムによる外出も含む）や活動状況を把握
し、大会本部総務部との連絡・報告を密にして
ください。
事故等発生時には、大会安全統括責任者と各
団グループ安全・危機管理者間で直ちに相互に
連絡を取ることとしますので、団としての安全
体制の構築、及び情報収集体制を整備を必ず
行ってください。詳しくは、巻末の「安全管理
ハンドブック」をご覧ください。

◦救護に関する考え方
ⓐ参加隊に、救護担当を置きます。各隊で対

応可能な怪我、傷病については、各隊で対応
してください。
ⓑ各隊での対応に不安がある場合は、救護所
で診察を受けてください。
　　その際は、原則として成人指導者と一緒に
来所してください。救護所医師の判断で、必
要時は場外の委託診療機関での診療を受け
ることになる場合があります。その際の必要
経費は、各自の負担になります。健康保険証
もしくはそれに代わるものを持参してくださ
い。（持参のない場合は、全額自己負担によ
る診療となります。）

ⓒ救護所の開設期間は、
　　　7 月 30 日 午後 0 時よ り
　　　8 月　2 日 の参加隊撤退完了 まで
　となります。
　　なお、通常業務は、
　　　午前 8 時から　午後 8 時まで
　としますが、緊急時はこの限りではありませ
ん。

ⓓＡＥＤを救護所に設置いたします。

⑨「救急章」挑戦スカウトへの対応について
技能章「救急章」に救急章に取り組んでいる
スカウトで、細目（3）の履修のため、救護所へ
の奉仕を希望するベンチャースカウトを受け入
れます。
奉仕条件等はP.35をご覧ください。
希望スカウトは、P.35用紙に必要事項を記
入し、所属隊長に提出し、隊長から県連事務局
に、7月9日正午までに申し込んでください。

⑩携帯電話の通話について
携帯電話については、電波の届く場所等が限ら
れます。下見等で確認して下さい。
Softbank はほぼOK。docomoは場所により
可（中戸川公民館付近は可）。auは不可（常磐道付
近まで行けば可）。

⑪団グループエリアの草刈りについて
実施日は7月23日（土）か24日（日）、もしく
は前日の29日（金）のいずれか。
草刈りを実施する場合は、7月16日までに県
連事務局に必ず電話にて届けてください。現地で
は、業者が19IC に向けて会場施設の仕上げ作業
を行っている可能性もあり、サイト及び駐車場に
入れないことかあります。県連事務局と調整の上、
実施してください。
大会当日の刈払機を使った草刈りは不可としま
す。（鎌による草刈りは可）
刈払機等の器具は各団グループもご用意くださ
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い。

⑫大会期間の成人の飲酒 ･ 喫煙について
◦大会期間は、会場内は全て禁酒です。
◦18IC でも飲酒をしない旨定めましたが、残
念ながらルールを守れなかった指導者が複数
出ました。そのため、残念ですが、今回も
　大会期間中は会場内及び周辺では全面禁酒
　とします。スカウトに誇れる指導者であるよ
うスカウト精神にかけて自律的実践をしてく
ださい。

◦喫煙は所定の場所のみ可とします。
◦喫煙については、大会本部が設けた喫煙所及
び団グループが設けた喫煙所（いずれもスカ
ウトの目に触れないところ）のみ可とします。
　　それ以外の、プログラムエリア、会場内、及
び周辺地域では禁煙とします。厳守ください。

6．会場への入場 ･ 退場、輸送等

①団グループ参加者輸送計画書
◦参加者輸送車両、団グループ＆参加隊装備輸送
車両については、「車両輸送計画書」を提出して
ください（7月10日に）。
　　詳細は、「車両輸送計画書」に記載します。
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②団グループ＆参加隊の人員輸送
◦人員（19IC 参加者等）の輸送
　　基本は、④の㋐㋑㋒各駐車場から、個人装
備を持って19IC 会場へ徒歩で移動します。

③団グループ＆参加隊の装備の輸送
◦装備の搬入・搬出
　　会場内には舗装路と、そのいちばん奥には転
回場があります。この道路を使用し、各サイト
へ装備資材等を搬入・搬出します。
　　団グループ毎に会場への入場、退場の時間
を別途通知しますので、担当係員の指示に従
い、速やかに参加隊装備等の積み下ろし、積
み上げを行い各サイト等への移動をお願いし
ます。
　　作業を終了した車両は、速やかに退場し
各駐車場へ移動してください。

④駐車場について
　　会場の駐車場は大変狭いため、大会運営等に
必要な車輌のみ駐車可とし、それ以外の車輌は、
次の3つの駐車場、それぞれ駐めることとします。
　　しかしながら、下記㋑㋒の駐車場は狭いため、
各団グループで利用する車輌は、最少の台数でお
願いします。

（1）駐車場は 3 箇所とします。（下図参照）
㋐花貫渓谷入口駐車場（会場まで約 4.5km）：

駐車場配置図
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日帰り、途中出入り車両対象。（CS、BVS 参
加者車両対象）
㋑ SF 第 5エリア駐車場（会場まで約 4.0km）：
留置き車両対象（期間中は門を施錠しますの
で出入りできません）
㋒中戸川公民館駐車場（会場まで約2.0km）：
留置き車両対象（期間中、出入りできません）
※これらの駐車場は、管理員が常駐しませんの
で、自己責任とします。

◦㋐、㋑、㋒各駐車場より、徒歩で「大和の森」
高萩スカウトフィールド入口より入場を行いま
す。退場、外出等についても、徒歩で同駐車場へ。
◦㋑日本連盟駐車場、㋒中戸川公民館駐車場は期
間中、途中の出し入れができません。
　　外出を予定している方は、㋐花貫渓谷入口駐
車場を使用して下さい。
◦会場内の駐車場に留置きが出来る車両
　　各団グループから1台、緊急車両1台、大会
本部各部1台、来賓車両のみとなります。

（2）通行証・駐車許可証の申請と交付
それぞれの駐車場に留置きする車輌、野営装
備搬入搬出のため会場通行する車両、会場駐車
場に駐車する車輌（1台）は、それぞれ事前に
登録ください。（用紙はP.31）
登録は、必要最小限の車輌とし、所定の「団
グループ輸送車輌登録申請書」に必要事項を記
入の上、7月10日の団グループ長＆隊長会議
に提出ください。
駐車スペースと登録台数とを調整の後、後日
団グループ長宛てに送付します。

⑤周辺住民への配慮（路肩への駐車は禁止）
◦会場周辺の道路は幅員が狭く、また住民の生
活道路となっています。参加者はもちろんのこ
と、参加者でない各団関係者の訪問に際しては、
周辺道路及び路肩等への駐車は絶対にしないよ
う、各団において周知してください。

⑥入場 ･ 退場、外出等等参加人員の把握
◦キャンポリー会場への入場・退場、外出等の大
会本部での把握は、日報をもって行います。

◦団グループ日報
　　また、団グループにおいては、日々日報を作
成し提出しください。（P.29 参照）
　　日報は、各種届に代わるもので、これをもっ
て大会本部は、大会参加者を把握し、警察、保
険等への対応をします。
　　日報の提出は、大会安全･危機管理者会議（連
絡会議）で。

⑦点検と退場
◦団グループサイトの撤収が完了し、団グループ
の点検を終えたら、野営管理部に申し出てくだ
さい。野営管理の最終点検（野管点検）を行い

ます。
◦野管点検を終えたら、退場可となります。

７．危急時の対応（避難と撤退）

台風が直撃する等、荒天が確実となる場合は、大
会期間の短縮、避難もしくは撤退となります。

①大会直前の台風への対応
　　7/29 〜30に台風が茨城県に接近・通過した
ならば、大会日程を1日遅らせる等、会期を短縮
して実施します（最終日は変更なし）。

②大会期間中の避難と撤退
　　「避難」は、天候が回復したらキャンプを続ける
ことを前提とした一時的なもの。
　　「撤退」は、キャンポリーの最終日もしくはその
前日の夜に台風が来る等、本来の撤収の時間帯に
撤収作業ができないと予想される時に、撤収の時
期を早め帰途につくものです。
※いずれの場合も、「参加団グループ長会議」におい
て協議し、決定します。合同野営大会ではあります
が、団独自の判断での個別行動は慎んでください。

③避難先
　　集中豪雨、激しい雷雨が予想されるときは、避
難となります。避難先は、中戸川公民館で、避難方
法は徒歩となります（状況により他の方法による
場合もあります）。
　　団グループサイトの対策を施し、必要最小限の
個人装備を持って、参加隊指導者（団グループ指
導者）の引率により避難します。

８．19IC の見学について

大会期間の中2日（7/31、8/1の 2日間カブ・ビー
バースカウト及び一般の児童の見学日とします。
見学には事前の申込みが必要となります。
①見学日
7/31、8/1の 2日間カブ・ビーバースカウト及
び一般の児童の見学ができます。（今回はカブ・ビー
バーDayという位置づけではありません。任意参
加となります）

②参加費
◦スカウト、指導者	‥‥	￥500
　（参加章、傷害保険、施設使用料として）
◦スカウトの保護者、兄弟姉妹	‥‥	無料

③参加できるプログラム
各団グループサイトの見学の他、P.5 〜 6 の

「4. ②常設プログラム」の「▶CS、一般向けプロ
グラム」に参加できます。

④輸送と入場、会場内の注意事項
ⓐ見学者の輸送と駐車場
会場との往復交通手段については、参加団に
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おいて手配ください。
会場の駐車場は使用できません。P.10 の

「6. ④駐車場について」の㋐の駐車場に車を駐
め、そこから徒歩で会場に向かいます。希望が
あれば、そこから会場までは大会本部が用意し
たマイクロバスでの輸送を検討しています。

ⓑ入場
スカウト及び指導者は、参加章を制服右ポケッ
ト（新制服のビーバースカウトは任意の場所）に
着用し、会場についたら総務部で受付をします。

ⓒ会場内で
会場内では、P.8にある「高萩スカウトフィー
ルド使用のきまり」を守るようスカウトに指導
ください。
また、会場内には、特に休憩する場所は設け
てありません。突然の雨等の場合は、団が所属
する団グループサイトや野外講堂、大会本部テ
ント等を利用ください。タープを張るスペース
はありません。
また、木立の中のキャンプサイトですが、熱
射病等への対策は忘れずにお願いします。

ⓓその他
◦会場内では、団・隊毎にまとまって行動して
ください。
◦ケガ等の場合、大会救護所が利用できます
が、初期治療は各隊で行ってください。
◦飲料水は持参ください。お手拭きタオルも。
◦昼食時に使用するレジャーシート、シーター
ポンは用意ください。
◦会場内は基本的に携帯電話の通話圏外です。
「5. ⑨携帯電話の使用について」を参照くだ
さい。

⑤見学申込
事前の申込みが必要となります。すでに各団宛
に案内が送付されています。
見学申込みは、7/10までに所定の用紙に必要
事項を記入して、県連事務局宛に電子メール添付
で送ってください。

　　→ ibaraki@scout-ib.net

9．その他

①団グループ、参加隊への連絡
◦大会期間前
内容に応じて申込書に記載された「各団の
連絡先」へ連絡します。

◦大会直前（前日夜〜当日朝）
県連 Facebookを通じて連絡します。
https://www.facebook.com/scoutingIB/?ref=bookmarks

若しくは団グループ長への電話連絡の場合
もあります。

◦大会期間中
原則として、会場内の本部前に「大会本部

掲示板」を設置して連絡します。参加隊への
依頼事項や要請事項が発生した場合も同様で
す（緊急の場合は伝令を出します）。

◦大会期間後
内容に応じて、参加隊隊長または「各団の
連絡先」へ連絡します。

②大会期間中の諸会議
◦参加団グループ長会議

特別な連絡事項、協議等が必要な事項が発
生した場合には、運営本部長が参加団グルー
プ長会議を招集します。

◦大会安全 ･ 危機管理者会議（連絡会議）
原則として、毎日17:00 から行います。各
部及び団グループの安全・危機管理者が出席
ください。この会議は連絡会議を兼ねますの
で、安全・危機管理者は、それぞれの連絡 ･
報告事項をまとめた上で出席してください。

③スカウト用品の販売
7/30 〜 8/1の３日間、ボーイスカウト日本連
盟エンタープライズの売店が、大会本部に出店し
ます。

④会場で撮影された写真の使用について
会場で撮影された写真は、大会記録及び県連の
各種広報に使用します。
使用にあたっては、茨城県連の「広報出版物」
に関する「画像データ」掲載ガイドラインによりま
す。
また、大会の様子を、県連 Facebook	にタイム
リーに掲載していきます。

10．連絡・問合せ先

　日本ボーイスカウト茨城県連盟	事務局
　　〒310−0034　水戸市緑町1-1-8
　　　茨城県立青少年会館内	 	 	
	 電話：	029-226-8482
　	 Fax	：	029-224-3773

県連 E-mail：ibaraki@scout-ib.net
県連 HP					：	http://www.scout-ib.net
県連 Facebook:	
	　　　　https://www.facebook.com/scoutingIB/?ref=bookmarks
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第１９回茨城県キャンポリー

　キャンプエリア
in 高萩スカウトフィールド

駐車場

道路

キャンプサイト

芝生広場

水路

水場

トイレ棟

シャワー棟

資材搬入車回転場

大会会場内

野外講堂

営火場
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高萩市内ショップリスト

【飲食スーパー】
①ベイシア高萩モール
②サンユーストアー新手綱店
③サンユーストアー秋山店
④カスミ高萩店
⑤イオン高萩店

【ホームセンター】
⑥カインズホーム高萩
⑦カンセキ高萩店

【ドラッグストアー】
⑧ツルハドラッグ
⑨マツモトキヨシ
⑩ウエルシア

【衣料品】
⑪スーパーモール高萩
⑫ユニクロ高萩店
⑬ワークマン高萩店

【家電】
⑭ケーズデンキ

【100 円ショップ】
⑮ダイソー高萩店

①⑥⑪

②⑧

③

⑦
④⑨
⑭
⑫

⑬

⑩
⑤⑮

扌大和の森
　高萩スカウトフィールド

①

⑥
⑪

⑧

⑦
④

⑨

⑭

⑫

⑩

⑤

⑮



−15−

　安全 ･ 衛生管理・救護の指針

Ⅰ　総則
１．第 19 回茨城県キャンポリーと安全
（1）	キャンポリー期間中、すべての参加者は、各自
の健康に留意して、快適な野外生活を過ごすとと
もに、キャンポリー活動が心に残る思い出にする
ため、事故の発生防止に努める。

（2）	参加スカウトは、一瞬の気のゆるみが事故に繋
がることを自覚し、参加隊隊長及び参加隊副長等
の指示にしたがい、定められたルールを厳守する。

（3）	隊指導者は、集散のための移動ならびにキャン
ポリー期間中をとおして安全の指導、安全対策に
ついて常に万全の配慮を払う。
　　隊指導者は、参加スカウトの安全を常に優先す
ることに心掛け、19IC 参加の手引き及び安全・
危機管理ハンドブック（平成28年版BS茨城県
連盟）を熟読し、安全の確保を習慣化させる。

（4）団グループにおいては、通常の団野営とは異な
ることから、団グループおよび参加隊内での緊急
連絡網を整えておかなければならない。	

２．安全組織と業務
（1）	キャンポリー期間中の安全管理に関し、統括安
全・危機管理者、団（団グループ）安全・危機管理者、
隊安全・危機管理者及び班安全係を置き、安全に
関する助言と指導・監督を行う。
①	統括安全・危機管理者

担当副運営本部長。キャンポリー期間中全
ての安全管理・危機管理に関する事項を統括
する。

②	団グループ「安全・危機管理者」
指名された団本部の代表。キャンポリー期
間中、団グループにおける安全管理・危機管
理に関する事項を統括する。

③	隊「安全・危機管理者」
指名された副長。キャンポリー期間中、隊
における全ての安全管理・危機管理及び健康
に関する事項を指導監督し、現場の安全管理
を担当する。

④	班安全係
指名された班員（通常は次長）。キャンポリー
期間中、班内の安全管理・危機管理及び健康
に関する事項を担当する。

3．大会安全 ･ 危機管理者会議（連絡会議）
(1)	大会安全･危機管理者会議（連絡会議）は、大
会運営の安全確保・参加者の安全確保等のため、
統括安全・危機管理者が召集して、毎日17:00
に大会本部において開催する。
(2)	大会安全･危機管理者会議（連絡会議）は、統

括安全・危機管理者が議長となり、安全と健康の
保持に関する全ての事項等を審議し決定する。
(3)	大会安全･危機管理者会議（連絡会議）の構成
　統括安全・危機管理者、団グループ安全・危機管
理者、各部の安全・危機管理者、その他統括安全・
危機管理者が必要と認めた者。

Ⅱ　野営生活
１．基　本
（1）	「高萩スカウトフィールド使用のきまり」（P.8）
を遵守すること。

（2）	正しい用具の知識と使用
①野営生活のための用具の使用は、平素の訓練
の成果を表わす良い機会であることを念頭に
おいて、正しい知識を持ち、常に正しく行う。
　設営と撤営に際しては、特別の配慮を行う。
②包丁・なた・のこぎり・斧・ナイフなど刃物
等の使い方や格納についてを事前に十分に指
導し安全管理を徹底する。刃物類による怪我
は楽しいキャンポリー活動の妨げになること
を銘記する。

（3）	樹木の伐採禁止
キャンポリーの会場内にある樹木は、一切伐採
する事はできない。（ただし、プログラムとして
行事部の許可を得たものについては除く）

（4）	水及び土壌の保全
①土壌の保護と水質保全のために、汚水などは
地中浸透や川沢への投棄は一切流さない。
　　如何なる廃棄物といえども、キャンポリー
の会場内に埋没して処分する事はできない。
②水質保全のために、大会本部や団グループ使
用できる洗剤を、石けん、無リン性洗剤 ･バ
イオ洗剤に限定する。
③会場内には、穴及び溝は掘ってはならない。
また、沢や川に立ち入ることは不可とする。

２．日常生活
（1）	原　則

キャンポリー生活の基本は、参加スカウトの健
康にある。
野営日課を尊守して、食事・睡眠・排泄・更衣・
清潔などの基本事項を身につけ、快適な生活環
境を保持すると共に、時間を厳守することによっ
て楽しい思い出を残すことができるように努め
る。

（2）	健　康
スカウトの傷病の最終的な責任は、隊長にある
ことを認識する。
また、十分な睡眠を確保するため、テントの寝床、
寝袋等の乾燥や睡眠環境の整備に努める。
隊及び班においては、参加期間中を通じて、定
時に健康調査を行う。
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（3）	生活習慣
洗顔、手洗い、身体の清浄、着替えを励行させ、
特に就寝時の衣類の着替えに留意する。
肌着の洗濯、衣類寝具の乾燥とテント内の乾燥
を奨励する。

（4）	食中毒の防止
①食材のうち、生肉、牛乳、鮮魚など腐敗しや
すい物は、その日のうちに調理し翌日に持ち
越さない。
②食材で、変色したり味の変わってしまった物
は、直ちに隊指導者に届け出るとともにその
指示によって廃棄等の対応をする。
③井戸水、生水を飲料水とするときは、煮沸さ
せてから飲用する。

（5）	害虫・害獣への注意
キャンプ地では、蜂・蚊・アブ・ブヨ、蛇等に
よる被害を防除する手段を講じ、刺されたり噛ま
れたりしたときには、各自で初期治療を行う。
（ポイズンリムーバーで毒等を吸い出し、石鹸と
　流水とで十分に洗浄し、冷湿布あるいは専用薬
　を塗布する）
また、団グループサイトにおいては、犬等の荒
らされないよう、ゴミ対策をする。

（６）	火　災
①火災にあっては、参加者の身体の安全が優先
することを認識する。
②全ての参加者は、火気の取り扱いと火災の防
止に万全の注意を払う。
③サイトの炊事場には、必ず消火用の水を備え
ておく。
④火災が発生したときは、直ちに周囲に伝え応
急消火に努め、野営管理部に急報する。

（7）	塵　芥
塵芥は、すべて持ち帰る。（ただし、生ゴミは、
グループ名を明記した袋に入れ、指定の保管場所
に保管し、最終日退場時にすべて持ち帰る。）

（8）	共同施設
キャンプ場内に設けられた給水施設、便所、シャ
ワー室、汚水捨て場などは共同使用施設であるこ
とを認識し、お互いに清潔に他の利用者への配慮
をして使うことに留意する。

　　特に女子スカウトの長時間のシャワーは不可と
する（男女ともに5分以内とする）。これは、待っ
ている者への配慮と同時に浄化槽の処理能力を考
慮した措置。隊長は班長会議を通じてその旨を周
知する。
　　シャンプー、リンス等については、環境に優し
いものを最小限使用すること。（1.（4）参照）

３．天候対策
（1）	風雨に対する対策

①風雨に備え、設営前にサイトレイアウトする
ときから、流水に留意し、地形と水路を確認
する。

②張り綱は気象の変化につれて、絶えず張り具
合を考え、調整し補強する。
③個人装備品は常に整理し、濡れないように配
慮する。
④台風・豪雨あるいは地震等などによって野営
生活が困難になったとき、又は危険が予測さ
れるときは、別に定める「緊急避難 ･撤退に
かかる指針」によって行動する。
⑤大会において使用するテントは、特に種類を
問わないが、ドームテントであっても、ペグ
（ピン）や張り綱により必ず本体を地面に固
定すること。

（2）	雷から身を守る
　　　　別紙「雷にかかる指針」を熟読すること。
　　　　高萩スカウトフィールドは、雷多発地帯です。

４．指導者の飲酒と喫煙
参加の手引き5- ⑪「大会期間の成人の飲酒 ･喫煙
について」にも明記されている通り、期間中の飲酒
は不可である。また、喫煙は、スカウトの目に留ま
らない場所に喫煙所を設けて、そこのみで喫煙する
こととする。

Ⅲ　救急・救助活動
キャンポリー参加者の万全を期し、救急及び救助
体制を整え傷病者の応急手当を行うとともに、緊急
時対応が速やかに行えるよう必要な体制を確立する。

1. 健康状態の把握
（1）	団グループにおいては、隊及び班の安全・危機
管理者が参加者の健康を管理する。その指導・指
示の下で、疾病予防のための健康チェックを毎日
行う。各個人単位、班単位、隊単位の3つのレベ
ルでおこなう。
①個人単位では、参加者ひとりひとりが、睡眠・
食事・排泄・その他の体調・気力・楽しんで
いるか等、毎日自己診断して記録するように
スカウトに指導する。
②班単位では、班長あるいは班の健康担当が班
員の健康状態の把握に努めるようにスカウト
に指導する。班員の健康チェック表を毎日作
成し、食欲や顔色なども観察、記載するよう
にさせる。
③隊単位においては、隊の健康担当指導者は、
個人・班単位のチェック表を見るだけではな
く、五感をフル動員して、スカウト達の顔色、
表情、言動、楽しんでいるか等を観察する。

２. 各種疾病予防対策
（1）	指導者はスカウト書籍「救急法〜野外活動のお
ける応急手当〜」及び「安全・危機管理ハンドブッ
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ク（平成28年版BS茨城県連盟）」を必ず読んで
十分な知識を得、万一に備える。以下に予想され
る疾病の対策の一部を記す。
ⓐ日射病・熱中症

特に水分補給は、個人で随時飲むことと、
休憩時に全員に一斉に飲ませることを併用す
る。塩分も積極的にとる。スポーツドリンク
の塩分は意外と少ない。経口補液療法（ORT）	
として、水1リットルに食塩小さじ1/2	と
砂糖大さじ3	を混ぜてドリンクを作り飲む方
法もある。

ⓑ皮膚疾患
日焼け、靴擦れ、あせも、湿疹等の皮膚
疾患は発生しやすい。日焼けは特に予防が肝
心。日焼け止めを使用し、炎天下では肌の露
出に注意させる。帽子はハットがベストだが、
キャップであればタオルで耳・項（うなじ）
を保護させるよう徹底する。水抱・痛み・発
赤がひどい場合は救護所に受診すること。

ⓒ食中毒
食中毒予防の三原則は、食中毒原因菌を「付
けない、増やさない、生かさない」。トイレ後、
調理前、食事前の手洗いは徹底させる。また、
食材は使い切り、持ち越さないこと。高熱に
耐える芽胞を作る菌もあるので、加熱したか
らといって、長時間おいてから食べるのは厳
禁とする。食器・まな板・布巾の日光消毒は
有効。

ⓓ害虫（蚊）対策について
会場には「蚊」、「蜂」、「アブ」や「ブヨ」
がいる。
各自で、虫さされ薬や虫よけ薬を用意する
等の対策をすること。

３．外傷処置
傷口はきれいな水（水道水でよい）で十分に洗
うこと。消毒液を使う必要はない。
傷を洗うときはビニール手袋をして、砂やトゲ
などの目に見える異物は爪楊枝などを使っててい
ねいに取り除く。
最近の創傷治癒の傾向は、創部の消毒・乾燥は
治癒をむしろ遅らせるといわれている。創部の保
護は、傷より広周り大きな白色ワセリンを塗った
ラップ等を当てる湿潤療法（ラップ療法）が用い
られる。浸出液吸収型の紳創膏（FC	ワンタッチ
パッドとかバンドエイドキズパワーパッド等）を
使うのも良い。

4. 薬の投与について
内服薬、外用薬ともに指導者の判断での投薬は原
則として行わない。参加者は各自、持病の治療薬、
風邪薬、虫除け薬、虫刺され薬、生理用品等を持参し、
自己判断で使用できるようにしておく。

5. 救護所への受診について
スカウティングの現場では、必要最小限の応急処
置は各隊において行う必要がある。
「最小限」の範囲を定義することは難しいが、症状・
既往歴・内服薬・アレノレギーなどの情報の整理、
体温を測る、傷口を洗って清潔なものをあてがって
おく・・・などの初歩的なことは団グループ内で行う。
救護所には丸投げしない。
ふつう野外活動では「救護所」はない。指導者で
あれば、最小限の救急技能は持たなければならない。
応急処置の目安としては、ボーイスカウト救急法講
習会で指導しているレベルまでは各自で行えるよう
にしておく。
そのために5. ⑧安全と救護、◦大会の安全体制ⓒ
に「団グループ及び参加隊には、普通救命講習、日
赤救急法講習、県連救急安全講習会、県連上級救急
法講習会のいずれかの修了者をそれぞれ配置し、万
が一の事故に対応できる体制を確保する。」という指
示をしている。
また、休養が必要な時には、軽症であれば必要に
応じて自隊もどって休養すること、付き添いを確保
する・・・などの基本的な対応をすること。

6. 各隊で用意すべき救急用品
団グループ、隊、及び班の安全・危機管理者は、
それぞれに救急セットを用意することとする。
救急セットで揃えておくものの例を以下に挙げる。
医薬品は、原則として各個人が自分に合ったもの
を用意し、救急箱に入れないこととする。
ⓐ応急粋創膏（キズパワーパッドなど）《大小各種》
ⓑラップまたは創部用ドレッシングテープ
ⓒ滅菌ガーゼ《大小各種》
ⓓ包帯（伸縮性のものがベター）《大小各種》
ⓔ包帯止めまたは固定用テープ
ⓕテーピング用テープ
ⓖ三角巾《2枚以上》
ⓗ綿棒
ⓘペットボトル水500ml	1	本以上（洗浄・飲用）
ⓙ体温計（水銀式体温計不可。必要なものは電池
交換しておくこと）
ⓚピンセット、毛抜き
ⓛ爪切り
ⓜハサミ
ⓝビニール袋
ⓞプラスティック手袋
ⓟ手指消毒用アルコール
ⓠ懐中電灯（ベンライト）および予備電池
ⓡ使用記録ノート・筆記具
ⓢポイズンリムーバー
他

6．救護所の設置
参加者の健康管理、傷病者の手当てを行うために
大会本部に救護所を設置する。
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救護所は、団グループで対応しきれない傷病に対
し、必要な対応を行う。また、対応不能の傷病に対
して、適切な医療施設に連絡搬送する。
●救護所の開設期間
　　7/30	12:00　〜　8/2	撤退完了
●救護所の対応時間
　　8:00　〜　20:00
　　※緊急時は、時間を問わない。
　

7．救護所における対応
（1）怪我をした者は、その程度にもよるが、まず団・
隊において対応し、手当を行う。	

（2）団・隊で対応が難しい傷病者は、団・隊の成人
指導者が付き添って、救護所にて手当てを受ける。

（3）傷病者の加療のために、近くの病院・医院と連
携し、緊急加療体制を整える。

（4）	会場内（場外プログラム含む）で発生した傷病
者で、担当医の判断によっては、場外の委託医院
に搬送して手当てをする場合がある。場外の委託
医院における診療と治療費用は、自己負担となる。
　　そのため、参加者は、健康保険証又はこれに代
わるものを持参することとする。

8．指導者の受傷予防・疾病管理について
野外活動では、指導者のケガも多く発生している。
過去数年間の傷害共済保険の事故データの分析によ
ると、全事故件数の2割以上を指導者の事故が占め、
その6割が運動器系のケガ（骨折、捻挫、肉離れ、
じん帯損傷、など整形外科にかかるようなケガ）と
なっている。
また、長期間の野営となることから、高血圧や糖
尿病などの持病のある人は症状が悪化する可能性が
ある。
指導者、特年配者は、体調を整えた上で参加し、
会期中も自己管理を徹底するなど、指導者自身の健
康安全管理についても各自で十分注意すること。

Ⅳ　プログラム活動
１．安全管理・危機管理と指導
（1）	原則と対策

プログラム活動において、事故を生じさせない
ためには、全ての大会参加者が安全管理・危機管
理に係わる注意義務を十分に尽くすことが必要で
ある。

（2）	指導者の注意義務
①プログラム運営に係わる指導者は、指導上の
注意義務を十分に果たすことが必要であり、
施設と用具について事前の点検を行う。
②隊指導者は、参加者の健康状態の把握と行動
に関する適切な助言・指導を行う。
③プログラム実施者は、見学者が事故を起こさ
ないよう十分な指導を行う。

２．安全指導の方法
キャンポリーに参加する全ての者に「安全は全
てに優先する」「自分の安全は自分で守る」の意
味について理解をさせ、安全の確保を習慣化する
よう指導し、次の事項について十分理解させる。
①	ルールを守る。
②	自分の行動に責任を持つ。
③	プログラムの正しい実施。
④	用具の正しい利用。
⑤	健康状態の把握。
⑥	適切な服装と的確な行動。

Ⅴ　事故対策
	１．事故発生時の一般原則
（1）	事故者に対する処置は受傷の程度に応じて、人
命救助、健康保全のための必要適切な処置をとる。

（2）	救護所、消防署、警察等への連絡は、「いつ、ど
こで、だれが、どうした」を報告し、「いま、しな
ければならない事は何か」の指示を受ける。

（3）	現場の保全と記録を確実にとる。
現場写真の撮影、事情聴取、図面の作成、証拠
の保全に努めるとともに目撃者の所属・氏名の確
認に留意する。

（4）	報　告
報告は、事故・災害の状況を上位の管理者へ順
を追って行う。

２．団グループ長の確認事項
事故者の所属する隊の団グループ長は、次の事項
を確認する。

①保護者（近親者）に、所属団委員長（所属隊
長）を通して連絡しているか。
②帰宅を必要とするときは、その手配が行われ
ているか。
③重大事故に際しては、その保護者（近親者）
を現地に向かわせる様手配が行われている
か。

３．事故の処理
（1）	事故の報告

事故は、人身・対物の如何を問わず、事故の当
事者もしくは事故の発見者が、直ちに、事故者の
所属する隊（もしくは団グループ、最寄りの大会
各部）の安全・危機管理者に報告する。
この場合、規定の条文にとらわれる事なく、人
命救助を優先させるなど臨機応変の処置をとるこ
とが大切である。
例えば、事故の軽重により緊急性を判断し、大
会本部に勤務する担当者に報告し、その後の処置
を依頼する等の臨機の処置が必要であり、又は場
内連絡用の車輌を借用するなどである。
報告は、隊	→	団グループ	→	大会本部	の順。
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（2）	人身事故
事故が人身に係わる場合は、その事故の軽重を
問わず、事故の発生場所で業務に係わる指導者又
は安全・危機管理者は、救護の処置を施した後、
前項の処置をとる。

（3）	安全・危機管理者の対応
事故の報告を受けた団グループ安全・危機管理
者は、直ちに大会本部（救護所）に事故状況を通
報する。
救護所は、直ちに総務部及び統括安全・危機管
理者を呼び寄せる。また、総務部は時系列に記録
をとる。

（4）	重症・死亡
発生した事故が重症又は死亡に係わるとき、統
括安全・危機管理者は、運営本部長の命によって
「対策本部」（P.23）を設置し、必要な処理を行う。

（5）	事故報告書
総務部は、団グループ及び救護所の協力を得て、

事故の内容とその処理、その他事故に関して援助
を受けた状況等の具体的な事項を記載した報告書
を作成し、大会安全会議の席で伝達して、事故の
再発の防止に努める。

４．外部への情報の提供
事故に関する部外への発表（警察・行政への連絡、
記者会見含む）は、すべて大会本部の統括安全・危
機管理者がスポークスマンとなって行う。
この処置は、誤った情報又は不確実な情報の外部
への提供・流出を防止するためものである事を理解
し、参加者全員はその言動を厳に慎まなければなら
ない。
重大事故が発生した場合、マスコミが取材に来る
が、取材の内容如何に関わらず、参加者は（スカウ
トであっても）個別に対応（取材を受けること）し
てはならない。取材者に対応を求められたら、大会
本部に誘導する。

事故発生
①指導者自身がまず落ち着くこと。

②指導者を含めて、傷病者と他のスカウトの安全を確保する
③事故者の確認

①傷病者への応急処置（次ページ）
②団グループ本部への連絡

③事故発生時からの記録をとる

重大な事故 軽度の事故

救命手当 応急手当

団グループ本部
↓　

大会本部に通報

団グループ本部
↓

各団本部への連絡

傷病者以外の
スカウトへの対応

団グループ本部
↓

各団本部への連絡

傷病者の経過観察
プログラムの中止、
変更、続行の判断

搬送・付き添い
医療機関への
事故発生時の説明

事故の記録から、事故の状況を確認し
団本部へ速報する

家族への連絡、家族への誠実な対応

搬送・付き添い
医療機関への
事故発生時の説明

プログラム終了時
に傷病者の家族に

連絡

診断結果の確認
保険会社（日連）
への事故連絡

傷病者の家族への正式な報告
（保険については保険会社が対応）
関係者（地区コミッショナー含む）への
事故報告と関係者への正式なお礼

診断結果の確認
保険会社（日連）
への事故連絡
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必要ならば医師の
診療を受けさせる

救

急

隊

に

引

き

継

ぐ

傷病者の発生

意識はあるか
（反応はあるか）

協力者を求める
（協力者はいるか）

119番通報とAEDの依頼

呼吸をみる
（普段通りの呼吸はあるか）

胸骨圧迫30回

気道確保

人工呼吸2回

胸骨圧迫30回と
人工呼吸2回を繰り返す

AED装着

心電図解析
（ショックは必要か）

電気ショック1回

胸骨圧迫30回と
人工呼吸2回を繰り返す

詳しい観察

救助者が119番通報し
AEDを準備する

気道を確保し回復体位
にして観察を続ける

普段通りの
呼吸が回復した

救急隊が
到着したか

あり

あり

なし

なし

いいえ

いいえ

いない
いる

はい

はい

不要 必要

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
到
着

処置／対応　　　　　判断一次救命処置（BLS）
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			19IC における
   危機管理の基本方針

１．大会危機管理の目的

19IC における危機管理は、「参加者、大会運営ス
タッフ、来賓、見学者等来場者の生命を守るとともに、
様々な危機から守ること」、「スカウトと指導者の信
頼関係を維持し、日常の組織・運営を守ること」、「ジャ
ンボリーに対する保護者や地域社会からの信用や信
頼を守ること」を目的とする。

２．大会危機管理の定義

キャンポリーは、参加者が安心して活動でき、来
場者にとって安全な場所でなければならない。
ここでは、危機が起こらないように対処する活動、
また、大地震、津波、異常気象、不測の天変地異等
による未然に防ぐことが出来ない災害への様々な備
えを「リスク･マネージメント」と呼ぶ。
危機発生時の対応、そして、既に発生した危機に
対して、ダメージを出来るだけ減らし、再発防止に
向けた対策等を行う活動を「クライシス･マネージメ
ント」と呼ぶ。
この「リスクマネージメント」と「クライシスマネー
ジメント」を合わせて、大会危機管理とする。
危機管理には、平常時に行う「危機の未然防止活
動」、「緊急対応の事前準備」、そして「緊急事態発生
時の対応」、「危機終息後の対応」等がある。安全管理、
セーフ・フロム・ハーム等は危機管理に包括される。

３．危機管理のプロセス

大会の危機管理のプロセスは、次の段階的な対応とす
る。（下図参照）

４．危機の分類・レベル

（１）危機の分類
様々な危機に対して、次の分類を行い、分類別に
対応を定める。

危機分類 危機の
レベル 危機の事例（主会場・場外の会場）

Ａ 自然災害 ３ 大地震、津波、大規模風水害、異常
気象、不測の天変地異等

Ｂ 特殊災害 ３
大規模火災・爆発、危険物事故、放
射性物質事故、ライフラインの事故
等

Ｃ 緊急対処
事態 ３ 銃乱射、緊急対処事態（テロ）等

Ｄ 健康 １〜３ 感染症、食中毒、医療事故、環境汚染（大気・土壌・水質）等

Ｅ 事故 １〜２
主会場・場外会場での事故、火災、
交通事故、設備・危機の故障・誤動作、
不慮の出来事等

Ｆ 事件 １〜２ 業務妨害、威圧行為、盗難、傷害、放火、誘拐、窃盗、詐欺、不審者の侵入等

Ｇ 不祥事 １〜２ 虐待、セクハラ、差別、いじめ、過失・不適切な行為等

Ｈ 情報 １〜２

個人情報の漏洩、文書紛失、システ
ム障害、コンピューターウイルス、サ
イバーテロ、不正アクセス、改ざん・
消失等

（２）危機レベルと対応
様々な危機に対し、被害または社会的影響（程度・
範囲）の大きさによりレベルを設定し、前項に
危機の分類別にレベルに応じた対応を行う。

未然防止 ( 平常時 ) の対応
◆危機の未然防止
◆危機に備えた事前準備
　（発生時の対応整備確認）
◆日常の安全確保
◆危機管理体制確認

緊急時の初動・初期対応
◆緊急時の安全確保
◆被害を最小限に抑止
◆広報対応（一元化）

緊急時の中・長期対応
◆復旧対策・再発防止
◆通常生活の再開
◆心のケア
◆危機終息時の広報

平常時の体制
安全･救護部、野営管理部
大会本部対策会議

緊急時の体制
大会危機管理本部
（大会長、副大会長、各部
部長等により編成）
→対策本部
（大会危機管理本部の構
成員を中心に緊急事態発
生時に設置）

リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

ク
ラ
イ
シ
ス
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

事前の危機管理

緊急事態発生時
　の危機管理

事後の危機管理
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レベル 対処体制

レベル１

被害または社会的影響の程度
が軽微であり、大会で対処でき
ると判断される場合

危機管理者→安
全 ･救護部危機
管理室→大会危
機管理本部

レベル２

被害または社会的影響が大き
いが、大会で対応できると判断
される場合

大会危機管理本
部で必要に応じ
て対策本部を設
置

レベル３
被害または社会的影響が極め
て大きく、社会全体での対処
が必要と判断される場合

大会危機管理本
部で大会対策本
部を設置

　※また、分類ごとに対応（フローチャートまたはマニュ
　　アル）を定める。

５．危機管理体制

（１）大会危機管理本部
大会危機管理本部長（運営本部長）副本部長（安
全管理統括責任者）、副運営本部長、各部長、安全･
輸送部安全・危機管理担当により構成する。
大会危機管理本部長は、必要に応じて構成員によ
り「大会危機管理本部会議」を開催する。また、必
要に応じて関係する団グループ長を加えて招集する。
（P.23 囲み参照）

（２）対策本部（危機発生時）
大会危機管理本部は、緊急事態が発生または発生
が見込まれる場合、対策本部を設置する。（構成員は
P.23 囲み参照）

（３）安全・危機管理担当
大会本部に安全管理統括責任者を置き、大会全体
の安全及び危機管理への対応を行う。

（４）安全・危機管理者
各部、各団グループ、各隊に安全・危機管理者を
置き、平常時は安全管理統括責任者と連携して対応
を行う。参加隊各班には「安全係」を置く。
また平常時、「大会安全・危機管理者会議」を開催
し情報の共有を行う。会議の時間は大会日程表にし
めしてある。（P.6）
会期中は、緊急事態の危機レベルに応じ対策本部
が召集され設置される。
（従来のキャンポリーでは安全管理者を置いたが、
　今回のキャンポリーでは、範囲を広げ安全・危機管
　理者とする）

５．外部組織への協力要請

外部組織へ協力を必要とする場合は、次の手順を
踏むことを原則とする。

災害時の自衛隊等の要請：
　　大会危機管理本部	→	県
救急車の要請：
　　関係者	→	安全･救護部	→	救急

消防車の要請：
　　関係者	→	安全･救護部	→	消防
警察の要請：
　　関係者	→	安全･救護部	→	警察

6．その他の危機管理要素

（１）大会中止
　①事前の大会中止

事前に大会を中止する必要が生じた場合、大会
長と運営本部長で決定する。中止に伴うリスクは、
返金規程等の諸条件の設定をし対応する

　②大会期間中の大会中止 ･ 中断
運営本部長は、次の場合は「大会危機管理本部
会議」を設置し、大会の中断・中止を決定する。
㋐	天災等により避難を余儀なくされ、大会本部
会議において、参加者の安全確保が困難であり、
キャンプ生活を継続することが危険であると判
断された場合。
㋑その他、大会危機管理本部会議において、参
加者の安全確保が困難であり、キャンプ生活を
継続することが危険であると判断された場合。

（２）プログラムの中止
悪天候・災害等によりプログラムを中止する必要
がある場合、運営本部長と安全管理統括責任者、行
事部長が協議の上決定する。

（３）緊急退避（避難）
台風による暴風雨、地震、津波等の自然災害により、
緊急退避を必要とする場合、危機レベルに応じ対策
本部で協議のうえ決定する。

（４）安全対策
「安全･衛生管理・救護の指針」「緊急避難･撤退
にかかる指針」「雷にかかる指針」を作成し示す。

（５）キャンポリー参加者の対応例
各団グループにおいては、キャンポリー参加者の
出発から帰宅まで、それぞれの場面を想定した危機
管理を行う。
◦出発から帰宅までの移動：交通事故、急病等
◦設営・撤営時：事故
◦期間中：	 健康管理（感染症、アレルギー、食中		
	 毒等）、事故、事件（不審者侵入、器物	
	 破損、喫煙、飲酒、薬物乱用、深夜徘	
	 徊、無断帰宅等）他

以上
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　緊急避難 ･ 撤退にかかる指針

１．緊急避難・撤退の方針
台風・豪雨・地震等の天災によって、キャンプ生活が
困難となり、参加者の安全を図る必要が生じたときは、
大会本部長は緊急避難を発動し、運営本部長は、この
方針に従って、手配済みの場外施設等への避難、もし
くは撤退を実施する。

２．大会中止の方針（大会期間）
運営本部長は、次の場合は「大会危機管理本部会議」
を設置し、大会の中断・中止を決定する。
㋐	天災等により避難を余儀なくされ、大会本部会議
において、参加者の安全確保が困難であり、キャ
ンプ生活を継続することが危険であると判断され
た場合。
㋑その他、大会危機管理本部会議において、参加者
の安全確保が困難であり、キャンプ生活を継続す
ることが危険であると判断された場合。

３．情報収集
運営本部長は、安全管理統括責任者と協働して常時
気象全般に関する情報を収集し、台風・豪雨・地震等
の襲来を早期に予知することに努め、必要に応じて参
加者（スカウト・奉仕者とも）に注意報、警報を発する。
自然災害の襲来に際しては、野営管理部長はキャン
プ生活状況の把握に努め、運営本部長の決定を助ける。
その他の危険に関して、運営本部長は、安全管理統
括責任者と協働して、情報を収集し、参加者の安全確
保に努める。

４．緊急措置の発動
緊急措置の発動は、大会危機管理本部会議を経て
運営本部長が決定する。
緊急措置が発動された場合は、決定に基づき、
▶河合副運営本部長が速やかに指示・誘導を行う。
　▶中島副運営本部長は、運営本部長の決定に必要と
　　なる情報を提供する。
大会危機管理本部は、緊急措置に伴う諸般の事項を
一元的に処理する。

５．緊急避難の場所
避難場所は、
　中戸川公民館　とする。

６．避難経路の安全確保
避難経路の安全に関しては、予め安全管理統括責任
者と安全・輸送部が協働して確認しておく。避難誘導
は安全・輸送部が統括する。

７．退避に際しての行動指針
①	避難の指示が出たら、参加者（スカウト・奉仕

者とも）は時間の許す限りキャンプサイトを整理
し、寝具・食料・個人携行品を取り纏め、指示さ
れた避難経路により徒歩で速やかに移動する（約
2km）。
　　隊指導者は、これらの装備に加えて、用意した「非
常食」を持って移動する。
②	大会本部、及び団グルーブでは必要最小限の成
人が残留し、資材等の監視を行う。
③	移動に際しては、安全・輸送部の指示に従う。避
難先では、担当副野営本部長の指示に従う。
④	避難先では、担当副野営本部長の指示に従う。
⑤	避難先における食料は、配給部が担当するが、そ
の準備が整うまでは、団グループでは持参した非
常食を活用する。

８．避難時の安全管理
①	基本的に運営本部の指示によるが、自分の安全
は自分で確保することを原則とすることは変わら
ない。
②	団グループ、大会本部各部署の安全・危機管理者
は、対策本部との連絡を密にし、担当する団グルー
プ、各部署における危険の排除に努める。
③	大会本部は、「対策本部」を設置し、引き続き危
険の度合いを評価し、大会の安全な継続あるいは
縮小・中止の情報を収集する。

●大会危機管理本部
①本部長（運営本部長）
②副本部長（安全統括）
③副運営本部長
④大会事務局長
⑤各部長
⑥安全･輸送部の安全・
　危機管理担当

●対策本部
①正副危機管理本部長
②副運営本部長
③大会事務局長
④総務部長
⑤野営管理部長
④安全・輸送部長
⑤事故者の属する安全・
　危機管理者

●安全・危機管理会議
①安全管理統括責任者
②各部安全 ·危機管理者
③各団安全 ·危機管理者
④大会事務局長

●大会本部会議
①運営本部長
②副運営本部長
③大会事務局長
④各部部長

●避難所までの誘導
○安全輸送部が統括し、大会
　本部各部がそれを支援

●避難所の運営
副運営本部長（指揮：河合）
　→事務局長（資金措置）　
　→総務（避難所運営）
　→配給（非常食確保）
　→安全（救護所設置）
　→輸送（引率統括）

●会場対応（残留）チーム
◎中島副運営本部長、
○海老原野営管理部長、
○杉浦行事部長
　野営管理部（一部）
　行事部（一部）
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　雷にかかる指針

1. 雷の性質

ⓐ大気が不安定の時に、上昇気流によって積乱雲が
発生する。
ⓑ積乱雲がもくもくと成長するのが見える場合は、
まもなく落雷の危険が生ずる。
ⓒ雷鳴が、かすかにでも聞こえ始めたら、既に落雷
の危険がある。
ⓓ雷は雨の降り出す前に発生し、同時に落雷も始ま
る。
ⓔ落雷の危険は、雷雲が消滅するまで継続する。

2.予報・注意報の利用

ⓐテレビなど天気予報で「大気が不安定」との言葉
が出れば、雷の発生が予測される。
ⓑスマートホン等で、ネット上から気象庁の雷予報・
注意報や東京電力の「雨量・雷観測情報」をチェッ
クし、雷雲の進行方向を予測する。
ⓒ雷注意報が出発前から出ているときは、逃げ場の
ほととんど無い山行やハイキング、森林内のキャ
ンプ、川釣りなどは中止するか、安全なコースに
変更する。

3. 雷接近の事前避難

雷鳴が聞こえたときは、すでに落雷の危険域に入っ
ている。厚い雲で暗くなったり、積乱雲の成長を見
つけたときは、既に逃げ遅れてしまった可能性が大
きい。
激しい降雨が始まってからの退避は、完全な逃げ
遅れである。（人間の感覚では、雷の危険域は認識
できない）。

4. 雷遭遇時の緊急避難

緊急避難時に知っておくことは・・・
ⓐ樹木（小枝や葉先を含め）の 4m以内に近づかな
い。「木のそばへの避難は自殺行為」である。
ⓑ絶対に傘を差さない。(20cmの高さの差が生死
を分ける場合がある）
ⓒストック・ポールなどの長いものは、素材に関わら
ず、体から離して地面に寝かせる。
ⓓゴム長靴、ビニールレインコートなどは身に着け
ても落雷に対して全く無効。
ⓔ金属類は、そのまま身に着けておいても雷を引き
寄せない。
　　身に着けた金属類（へアピン、アクセサリ、金
具つきの服、カメラ、水筒、カラピナ、ハンマ一等 )
を気にする前に安全度の高いところに1秒でも早

く逃げる。
※従来、金属が雷を引き寄せるので、体から外すと
言われていたが、これは全くの誤り。落雷時に、
人体より電流の流れやすい金属周辺の皮膚に軽度
のやけどは負うが、雷電流の多くが金属内を流れ
るだけ人体内の流れが減り、生存確率が高くなる。
ⓕ低い姿勢を取るときは、図3のように寝そべらず、	
「雷しゃがみ」の姿勢をとる（足を広げておくと、
落雷時に地面を流れる誘導電流が体内を流れ、負
傷する）	。決して手を突いてはならない	。
ⓖ落雷の後、次の落雷までの「安全時間」はない。
ⓗ落雷の起きる直前
　地電位変化で、「口中に異常な味」	がしたり、髪の
毛の逆立ち、皮膚のぴりぴりを感じることがある。

5. 落雷に対して安全・危険な場所

ⓐ十分に安全な場所	（ここに避難する）
◦鉄筋コンクリート、戸建の本格的木造建造物の
内部では、壁面から1ｍ以上は	なれる。
◦アンテナ、テレビ、無線機等からも2m以上の
距離を置く。
◦電灯線、電話線とこれに繋がる電子機器類、ガ
ス栓、水道蛇口、柱、天井、壁からも	1m以上
の距離を置く。
　携帯電話、電池で駆動する電子機器はそのまま
使用できる　。
◦山では、十分張り出た岩陰、洞穴の奥などが安全、
ただし酸欠に注意。

ⓑ比較的安全な場所		（５%以内の危険性がある）。
◦高さ	5 〜30	m	の樹木の保護範囲（図1）。
　◦張り出している葉や小枝の先から必ず	4	m	
　以上離れる。	
　◦樹木の頂上を見上げる角度が	45度以上の場
　所。
◦高さ30m	以上の樹木の保護範囲（図2）。
　◦葉や小枝の先端から必ず	4m以上離れる。　
　（送電鉄塔では2mでよい）	
　◦樹木から	30m以内の位置	（仰角は関係な　
　い）	。
◦橋の下、乾いた窪地や溝
　　姿勢は「雷しゃがみ」。伏せてはいけない	。

ⓒ安全性の低い場所
林や森の中で木がまばらな場所、湿った窪地
や溝、避雷針設備のない山小屋、トタン屋根の
仮小屋、あずまや、何れも柱や壁から出来るだ
け離れる	。姿勢は前述のとおり。

ⓓ危険な場所（即座に離れ、腰をかがめて出来るだ
け低い姿勢で移動する。）
◦高さ5m未満の樹木、岩の範囲は、、保護範囲
が無く、側撃雷による死亡事故が多い。
◦林や森の中は保護範囲の目測が不可能のため、
4m離れる余地が無い時は、少なくとも2m離
れる。テントの中はポールに落雷し、側撃電流
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が襲う。
◦樹木の間に張ったビニールシートの下で雨宿り
は、厳禁。
◦屋根が布またはビニール製ほろで出来ている自
動車・列車	オープンカー、ゴルフ場のカート、
ほろで覆ったトラックの荷台は危険。
◦山頂、尾根上は特に危険なので、これより低い
側壁の岩棚上や岩の庇の下に隠れ、側壁からで
きるだけ離れ、図3の「雷しゃがみ」姿勢をとる。
◦落雷が多発して逃げられない場合や、側壁が急
峻で岩棚等も無く降りられない場合、堤防の上、
河川敷、田畑、海岸・海上・湖上（水泳・サーフィ
ン・ボート・水上オートバイ、避雷針のないヨット・
漁船）、グラウンド、テニスコート、ゴルフ場、屋
外プール、屋根のない観客席には、図3の「雷しゃ
がみ」姿勢をとる。地上に伏せると身体内を誘
導電流が分流し、死亡事故に繋がる。

6. 避難の解除

雷警報器がない場合は、雷鳴が聞こえなくなり、
雷光が見えなくなってから、３０分以上経過してから、
避難場所からの移動を開始する。

7. 雷被害者の救助

落雷の被害者は電気をためておらず、救護者が手
を触れても感電しない。

8. 落雷で動けなくなった人が出たら、

ⓐ真っ先に、脈拍と呼吸を調べる。
ⓑ脈拍と呼吸が止まっている場合
絶対、諦めてはいけない。直ちに心肺蘇生法（日
本赤十字社冊子）を実施する。（救急車の到着を
待つ余裕はない。）
（心臓マッサージと人工呼吸を交互に繰り返す。）
心肺蘇生で一番蘇生しやすいのが、雷に撃たれ
た時であることを憶えておく。
ⓒ脈拍と呼吸があっても意識を失っている場合
肩の下に高さ１０ｃｍくらいのものを当てて頭を
下げて気道を確保した上で救急車の到着を待つ。

ⓓ意識がある場合	
鼓膜が破けて耳が聞こえない場合がある。
被害者がパニックに陥らないよう落ち着かせて、
救急車の到着を待つ。

「山で雷にあったら」http://jac.or.jp/images/yama-
dekaminari.pdfより引用

■雷しゃがみの姿勢

①頭を下にかがめる（できるだけ姿勢を低くする）
②両手で耳をふさぐ
③足の両かかと同士を合わせる
④つま先で立つ（かかとを地面から浮かせる）

※③＆④が重要なポイント
両足のかかとを合わせる（付ける）理由は、万が一、
雷の電気が足から進入しても上半身まで流れないよ
うに、片足から反対側の片足へ、Ｕターンさせて流
し返すため。
また、つま先で立つ理由は、地面との接点を可能
な限り小さくして、電気の侵入を最小にするため。

●リュックサックなどの荷物は、地面に下ろす。できる
だけ姿勢を低くすることが大切だが、腹ばいになる
のは地面との接地面積が大きくなるのでNG。また、
数人でいる場合は、お互いが 30mは離れた方が良
いとされている。

●アメリカでは、学校や家庭で「雷しゃがみ」を子供に
教える際に、この体勢を誰が一番保てるのかゲーム
をして学ぶそう。

●「髪の毛の根元が立ってくる」「肌の表面がチクチク
してくる」などは、落雷の兆候。すぐ「雷しゃがみ」
の姿勢をとるように心がける。

図1 図 2

図 3
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医療機関に引き継ぐまで

傷病者の観察

　・全身の観察（大出血などの有無）
　・意識の確認（反応の有無）

傷病者の発見

周囲の観察

　・二次事故（災害）の危険の有無
　・緊急避難の必要の有無
　・傷病の原因

危険の排除

　・専門機関（119 番等）への通報
　・二次事故（災害）の防止
　・緊急避難、救助

直ちに手当が必要な場合

・意識障害
・気道閉塞
・呼吸停止
・心停止
・大出血
・ひどい熱傷
・中毒

左の場合の
他に生命の
危機に陥る
危険がある、
または専門
の資機材を
要する場合

傷病者に聞く
・名前や住所を
　言えるか
・傷病の原因
・痛みの場所や
　程度

見る
・顔色、唇、皮膚の
　色
･外傷、出血
・意識の状態
・胸の動き、呼吸
・腫れ、変形
・嘔吐
・手足を動かせるか

触れる
・熱
・脈

聴く
・呼吸音

大出血などなく、反応があった場合　詳しい観察

協力者を求める
  ・連絡・119 番通報
  ・AED の手配
  ・傷病者の記録

救急のための手当
  ・一次救命措置
  ・傷病に対する応急手当

状態の悪化を防止するための応急手当
  ・傷病に対する応急手当

体位・保温 体位・保温

一般車両での搬送が困難な場合
救急車の手配（119 番通報）

一般車両での搬送が可能な場合
搬送の準備

救急隊への引き継ぎ 搬送

医　療　機　関
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事故の

概　要

団グループ名 所属
団名 第　　団 隊

プログラム名 責任者名

事故者 氏名　　　　　　　　　　年齢　　　　歳、　男・女、　スカウト・指導者

発生日時 平成28年　　月　　　日　　　曜日　　　時　　分頃　天候

発生場所

場所の詳細な状況

発生状況

時間を折って詳細に

発生後の

経　過

応急処置と連絡（いつ、誰が、誰に）

病院 警察

保護者 団本部

地区 県連盟

事前調査

の状況

下見の有無、回数、利用回数

事故による問題点

保険手続 　　　　月　　　日に報告、　　　　　月　　　日に請求、　　　　　月　　　日受領

緊急対策本部

の対応

隊の安全・危機管理者 統括安全・危機管理者

事故報告書
報告者：団グループ名　　　　　　　役務　　　　　氏名
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　　健康調査書・個人情報に関する同意書　　　　　　　　　　　　　　記入日　H28 年　　月　　日

ふりがな
所属

団 生年月日 性　別

氏　名 隊 年　　月　　日 男	・	女

住　所

〒

電話 （　　　）

保護者
の承認

私は医療行為に生ずる個人情報を同行
の指導者へ伝えるコトを同意します。
（保護者署名）

緊　急
連絡先

氏名 参加者との続柄
電話

携帯等緊急

身長 cm 体重 kg コンタクトレンズの使用 有	・	無

	Ⅰ　この１ヶ月の健康状態（該当の項目の番号を囲み、　　　部分には所要事項を記入する。）
　1．健康である。
　2．病気をしたが（学校、仕事）を休む程ではなかった
　3．病気のため休んだことがある。　病名　　　　　　　　　　　　いつ頃　　　　　　　　　　　日数　　　日

Ⅱ.１. 該当する症状（□にチェックをしてださい）
	 ①　□　便秘しやすい	 ②　□　下痢をしやすい	 ③　□　胃痛や腹痛をおこしやすい
	 ④　□　風邪をひかやすい	 ⑤　□　熱がでやすい	 ⑥　□　扁桃腺が腫れやすい
	 ⑦　□　目が充血しやすい	 ⑧　□　鼻血が出やすい	 ⑨　□　出血すると止まりにくい
	 ⑩　□　疲れやすい	 ⑪　□　貧血を起こしやすい	 ⑫　□　ときどき頭痛がする
	 ⑬　□　皮膚が弱い（太陽、虫、他）	⑭　□　喘息発作を起こすことがある

　	２. 該当項目を○で囲み、所要事項を記入してください
	 ①薬品アレルギー　　　（　ある　・　ない　）
	 　　　発症薬品名	〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
	 　　　症状	 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
	 ②その他のアレルギー（食べ物･花粉等）　　　（　ある　・　ない　）
	 　　　発症原因	 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
	 　　　症状	 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
	 ③常時服用している薬　　　（　ある　・　ない　）
	 　　　病名	 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
	 　　　薬品名	 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Ⅲ．その他、生活･身体上のことで留意することがありましたら記入ください。

Ⅳ．今期のインフルエンザ等について
	 ①今期インフルエンザにかかったことが　（　ある　・　ない　）
	 ②今期インフルエンザ予防ワクチンを　　（　受けた　・　受けていない　）
　　　　　　②で受けたと答えた人は、受けた時期を記入してください。　（　　　）年（　　　）月頃
	 ③麻疹の予防ワクチンを　　（　受けた　・　受けていない　）
　　　　　　③で受けたと答えた人は、受けた時期を記入してください。　（　　　）年（　　　）月頃

※１　この調査書は２枚作成（コピー可）。大会出発集合時に参加隊長に１枚提出。❖１枚は本人が持参。
※２　健康保険証のコピーを作成し、❖と一緒に携行してください。
※３　健康状態に不安がある場合は、予め医師の診察を受け、参加できることを確認してください。
※４　キャンポリー出発前、１週間前から健康状態を確認してください。
※５　この調査書に記入いただいた個人情報は、キャンポリー参加者の大会期間中の健康管理を目的に使用し、目的以
　　　外には一切使用しません。大会期間後は速やかに適切な方法で廃棄します。

※消毒薬（ヨード剤、アル
コール、プール消毒剤など）
による、発赤、皮膚炎等
の既往のある方は、記入
してください。

※服用中の薬がある場合は、
各局でもらう薬剤情報の
紙を持参してください。
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参加団グループ 日報 （　　月　　日）

第　　地区　団グループ名　　　　　　　　　　　　

報告者　役務　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

人　
　

員

項　　目 スカウト 指導者 合　　計

昨日末の人員 名 名 名

本日到着した人員 名 名 名

本日退場した人員 名 名 名

計

外出した人員 名 名 名

安
全
・
救
護

※団サイト、プログラム等で、安全上注意が必要な点、救護を要した者（氏名・学年・状況・処置）等

事　
　

故

※事故の有無と概要。詳細は「事故報告書」（P.27）を作成し提出すること。

主
要
行
事

※団グループが実施したプログラム、及びスカウトが参加したプログラムとそれぞれの参加人数を記入。

意　

見

※運営上気づいた点を記入。

備　

考
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参加団グループ到着報告書

大会長　殿

	 	 	 	 	 	 	 団グループ名	 	 	 　　　　　　　

	 	 	 	 	 	 	 報告者　　	　　　　　　　　　　　　　　　　

　第19回茨城県キャンポリーに下記人員等が到着しましたので報告します。

1. 到着日時	 	 平成 28 年　7月　30日（土）　　　　時　　　分

2. 到着人員	 スカウト	 	 　　　　　	 名

	 隊指導者	 	 	 	 名

	 団グループ本部員	 	 	 	 名　　計	 	 名

3.参加者名簿の添付
	 ◦参加申し込み時に提出した「参加団グループ・隊編成名簿」と「2. 到着人員」が異なる場合は、　
　　　　　次の通りに修正をして提出ください。

	 ①参加者名簿に載っていない者が参加する場合・・・・・	 余白に必要事項を朱書で追記。
	 ②参加者名簿に載っている者が参加しない場合・・・・・	 朱書削除線で見え消し。
	 ③名前以外の記載事項の修正・・・・・・・・・・・・・	 朱書で見え消し修正。
	 ④その他の修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 分かるように修正
	 ⑤追記（遅参、中抜け、早退）等は、参加者名簿の「備考」欄にその旨を記入。
	 　　　（例：8/10　8:00 到着、　8/11　8:00-17:30　外出、　8/12	14:00	退出）

	 ◦ポイントは、事前に把握している大会期間中の人の出入りをすべて「参加者名簿」に書いておくこ
	 　とです。

　　※受付前に記入しておいてください。
　　　団グループで写しを１部取っておいてください。
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団グループ輸送車輌登録申請書

大会運営本部長　殿

	 	 	 	 	 	 	 団グループ長名		 	 　　　　　　　

1. 物品買出し用車輌登録（団グループ 1台）

車　　種 ナンバー

車輌所有者
団名・役務・氏名

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

備　　考

2. 人員輸送等留置き車輌登録（駐車証が必要な車輌）

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

鍵保持者
団名・役務・氏名

3. 野営装備輸送車輌登録（会場通行証が必要な車輌）
（搬入時）

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

輸送日時 月　　日　　時　　分頃到着予定

（搬出時）

車　　種 ナンバー

車輌運転者
団名・役務・氏名

輸送日時 月　　日　　時　　分頃到着予定

※会場に入らない車輌、留め置きしない車輌は登録不要です。



−32−

第
１９

回茨城県キャンポリ
ー

大
和

の
森・高萩スカウトフィー

ル
ド

2016.7.30-8.2

19th  IBARAKI  CAMPOREE   30 JUL - 02 AUG 2016 YAMATO  no  MORI,   TAKAHAGI  SCOUT  FIELD

参加隊活動計画書

	 	 	 	 	 	 	 団グループ名	 	 	 　　　　　　　

●	全体計画（概要）
7 月 30 日 7 月 31日 8 月1日 8 月 2 日

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

　※次ページ記入例を参照して記入ください。
　※隊プログラムについては「隊活動（隊集会）実施計画書」を、班プログラムについては「班活動（班
　　集会）実施計画書」を添付してください。
　※提出は、大会初日の受付時に総務部に。
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参加隊活動計画書

	 	 	 	 	 	 団グループ名　　○○　第　○　団	

1. 全体計画（概要）
7 月 30 日 7 月 31日 8 月1日 8 月 2 日

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

集合、点呼、出発

到着
受付
設営開始

　　（昼食）

班長会議、班集会

開会式準備
開会式

夕食

隊営火

班長会議

就寝

起床、洗面、清掃
朝食準備
朝食

点検、朝礼、スカウツオゥン

隊プログラム

帰着
昼食
休憩

隊プログラム

帰着

配給・夕食

班活動

班長会議

就寝

起床、洗面、清掃
朝食準備
朝食

点検、朝礼、スカウツオゥン

隊プログラム

帰着
昼食
休憩

班プログラム

帰着

配給・夕食

班活動

班長会議

起床、洗面、清掃
朝食準備
朝食

点検、朝礼、スカウツオゥン
閉会式準備
閉会式
撤営開始

撤営完了　本部点検
退出報告、

集合地到着・解散

参加隊活動計画書（記入例）
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団グループ「安全・危機管理責任者」届

大会運営本部長　殿

	 	 	 	 	 	 	 団グループ長名		 	 　　　　　　　

1. 団グループ安全危機管理責任者
（正）

氏　　名 携帯電話番号

所属団名 団隊役務

備　　考

（副）

氏　　名 携帯電話番号

所属団名 団隊役務

備　　考

2. 参加隊　安全・危機管理責任者
（正）

氏　　名 携帯電話番号

所属団名 団隊役務

備　　考

（副）

氏　　名 携帯電話番号

所属団名 団隊役務

備　　考

　※各班「安全係」は、班会議で決め、参加隊及び団グループにて把握してください。
　　報告は必要ありません。

　※団グループ安全・危機管理責任者は、団グループ内で、安全危機管理会議を実施し、団グループ内の安全管理と危
　　機管理を行うとともに、周知・指導をお願いします。

　※また、団グループ安全・危機管理者は、毎日午後5時に大会本部会議場で開催される「大会安全 ･危機管理者会議（連
　　絡会議）」に出席してください。団グループ安全・危機管理者（正）が出られない場合は、団グループ安全・危機
　　管理者（副）が参加してください。2人とも欠席するようなことがないようよろしくお願いします。
　※出席の際には、事前に記入した「参加団グループ・日報」（P.29）を提出ください。
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救護所奉仕 VS 申込書（救急章履修）

大会運営本部長　殿

	 	 	 	 	 	 	 所属団	 	 　　　　　　第　　　　　団

	 	 	 	 	 	 	 ベンチャー隊長名	　　　　　　　　　　　印　

　　下記のスカウトは、現在技能章「救急章」を取得するべく、課目に取り組んでおります。
　　技能章「救急法」課目（3）「県連盟、地区単位で設置される救護所の奉仕や対活動、キャンプでの救護係を通算
　　5日以上担当指導者、その報告書を提出する。」の履修のため、今大会の救護所への奉仕を申請します。

1. 希望ベンチャースカウト名

氏　　名 学　年 進　級

所属団名 隊・役務 VS隊　役務：

奉仕日希望日 　7月30日（土）、　　7月31日（日）、　　8月1日（月）、　　8月2日（火）

救急章細目
履修状況

□	（1）ボーイスカウト救急法講習会を修了する。　
□（2）隊の救急箱ほ整理し、そのチェックリストを提出する。
□（3）※これまでの通算奉仕日数（　　　日）
□	※履修済み細目はありません。

参加申込
の状況

○	大会への参加申込は　　　　　　　　　　		（　◦済んでいる　　◦これから　）
○	団グループで生活する旨を、団グループに　（　◦届けてある　　◦これから　）

その他
連絡事項

＊□にはチェックを入れ（　）に必要事項を記入する。　選択肢は○で囲む。

　○奉仕条件
※	奉仕単位は『連続する2日以上』とします。
※	初日は正午までに、また、2日目以降は午前8時までに救護所に集合です。
　	毎日の奉仕終了時間は、午後5時までとします。（午後0時から1時までは休憩・昼食時間）

　○奉仕にあたって
※	大会への参加申込が「済んでいない」救護所奉仕希望ベンチャースカウトは、すでに各団に配付してある参加
申し込み書（平成２８年５月１０日発ＢＳ茨発第１６−０３３号）に記入して、この申込書に添付して提出いま
す。参加費は、大会当日総務部にて納入ください。
※	大会本部奉仕ベンチャースカウト、及びローバースカウトについては、キャンポリーでの生活は、原団が所属
する団グループとなります（宿泊、3食の食事）。所属隊長は団グループとの連絡を必ずとっておいてください。

　○申込〆切日
※	7月9日（土）正午まで。　　県連事務局にメール添付かFAXで送付。


