別紙１

第 15 回日本ジャンボリー(１５ＮＪ)参加予定申込にあたって
１．参加予定申込について
１５ＮＪの参加にあたっては、予定申込と確定申込の２回に分けて、申込手続きを実施します。予定申
込後の参加者の変更もしくは、確定申込からの新規申込も可能ですが、予め参加人員の調整を行うため、
また、大会本部要員については部の配属を調整するために予定申込を行いますことをご理解ください。
参加確定申込をもって正式の参加申込といたしますので、今後の情報にご留意ください。
●予定申込期日：団から県連盟への申込 １０月末日
（県連盟から日本連盟への申込 １１月末日）
●確定申込期日：団から県連盟への申込 平成２２年３月末
（県連盟から日本連盟への申込 平成２２年４月末日）

２．参加申込の区分
大会の参加にあたっては、ボーイスカウト都道府県連盟（以下、県連盟と略す）
、各国連盟、関係諸団体
単位で派遣団を編成します。日本連盟は各派遣団を通じて大会の情報を提供し、派遣隊の編成、参加申込
等の諸手続きや輸送計画を調整していきます。
派遣団は、派遣隊（指導者、スカウト、音楽隊等）
、派遣団要員（団長、要員）
、大会本部要員で構成さ
れ、これらの区分で申し込むこととなります。基本実施要領「第７章 加盟員の参加」
「第８章 参加に要
する経費」「第９章 参加の申し込み」をご参照のうえ、お申し込みください。
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派遣隊は、次の基準により編成します。
隊
長
１人
副長および副長補
３人（ただし少なくとも１人は副長とする）
上級班長（ベンチャースカウト）
（１人）上級班長の人数はＶＳ班に含める
Ｖ Ｓ 班 ４〜８人×１こ班
４〜８人
Ｂ Ｓ 班 ７〜８人×４こ班 ２８〜３２人
計４０人
＜スカウト＞
８月１日から８月９日までの８泊９日のキャンプ生活に十分に耐えうる健康とキャンプ技能を有する下
記の対象スカウトの中から、各団に責任より選考され、派遣隊のスカウトとして派遣団を編成します。
（１）対象
①ボーイスカウト（ＢＳ）
・確定申し込み時までに２級以上に進級し、保護者の参加同意を得ている者。
・キャンプ技能と体力
今大会では参加者の年齢が広がり、小学校６年生から高校３年生までの体力や技能の異なるスカ
ウト同士が１週間以上のキャンプ生活を過ごすことになります。選考にあたっては、自然環境に富
んだ朝霧高原で、入場から退場までの全日程（８泊９日間）のキャンプ生活に十分に耐えうる健康
とキャンプ技能を有すること。
特に小学６年生をはじめとするキャンプ経験の少ないスカウトについては、大会参加時までに、
少なくとも３泊以上のキャンプ１回を含め、通算５泊以上のキャンプ経験を有することを基準とし

ます。
②ベンチャースカウト（ＶＳ）
・確定申し込み時までにベンチャー章以上に進級し、保護者の参加同意を得ている者。
・ただし、平成２２年４月２日から平成２３年４月１日の間に１９歳となる者は除く。
・大会参加時までに技能章「野営章」を取得しているか、取得に向けて努力している者。
・派遣隊指導者の指導のもと、隊の運営に協力し、ボーイスカウトのプログラム参加および生活面で
の支援を行うことができること。
・特に上級班長については、ベンチャースカウトの中から、指導力を有する１級以上の技能のある者
であり、班長・次長として６カ月以上の経験を有することが望ましい。
③心身に障がいのあるスカウト
・心身や発達に障がいのあるスカウトが参加する場合は、スカウトの備考欄に「必要な配慮」を、介
添えを担当する指導者は同様に「介添え」と明記ください。介添え指導者数は障がいのあるスカウ
ト数と同数かそれ以下とします。また、派遣隊１こ隊で４０人以内であれば、指導者数は４人を越
えることができます。
（２）参加者負担金
・参加者１人あたりの負担金は次のとおりとし、予納金と参加費に区別して納入します。
参加日程（泊数・食数）
予納金
参加費 参加者負担金計
８月１日（日）〜８月９日（月）・（
８泊９日・
２３食）10,000 円 27,000 円
37,000 円

＜指導者（隊長・副長・副長補）＞
８月１日から８月９日までの８泊９日のキャンプ生活に十分に耐えうる健康とキャンプ技能を有する下記
の指導者の中から、各団の責任により選考され、派遣隊の指導者として派遣団を編成します。
（１）役割
・スカウトの学習・体験を支援し、個人の成長・発達を促します。
・所属する派遣団と連絡を取りながら隊編成ならびに参加に関する準備を進め、大会に関する情報を隊
内の参加者に提供します。
・期間中は派遣隊スカウトの指導・管理を行います。
・サブキャンプ要員の一員として、サブキャンプ本部および他の派遣隊指導者と協力して、参加者の健
康と安全に十分留意した快適なキャンプ生活と大会プログラムの円滑な実施を図ります。
・役務は、隊長、副長、副長補があります。
（２）資格
①隊 長：２５歳以上で、ウッドバッジ研修所のボーイスカウト課程修了者で全日程参加できること。
②副 長：２０歳以上で、ボーイスカウト講習会修了者。ウッドバッジ研修所修了者が望ましい。
③副長補：１８歳以上で、ボーイスカウト講習会を修了していること。ただし、高校生を除く。
（３）参加日程と交代参加
・基本実施要領３頁の日程表に示す入場日から退場日までの全日程に参加することを原則とします。
・やむを得ない事情がある場合に限り、県連盟派遣団および大会本部の承認を得て、大会の前半と後半
で交代参加できることとしましたが、あくまで全日程参加が原則であり、万々やむを得ない場合であ
ることをご理解くださいますようお願いいたします。また、重複期間の食材の配給や給食、生活サイ
トの利用を効率よく運営するため、交代参加者の入場・退場日を定め、大会中日の８月５日（木）に
業務を引き継ぎます（※隊長は交代参加できません）。
・交代参加は、派遣団の参加人員の割当や輸送計画等にも影響しますので、可否については所属の県連
盟にお問い合わせください。
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（４）参加費
・参加者１人あたりの負担金は次のとおりとし、予納金と参加費に区別して納入します。
参加日程（泊数・食数）
予納金
参加費 参加者負担金計
全日程参加

８月１日（日）〜８月９日（月）
（８泊９日・２３食）

10,000 円 27,000 円

37,000 円

前半：（５泊６日・１５食）
10,000 円 20,000 円
８月１日（
日）
夕食〜８月６日（
金）
昼食

30,000 円

交代参加
（隊長は除く） 後半：（５泊６日・１４食）
10,000 円 20,000 円
８月４日（
水）
夕食〜８月９日（
月）
朝食

30,000 円

＜演技グループ（音楽隊等）＞
・基本実施要領第７章 ２参加資格の（６）演技グループの参加については、別紙２「音楽隊等の参加に
ついて」をご参照ください。

※派遣隊のサブキャンプの配置
・参加スカウトがキャンプ生活をとおして友情と相互理解を深めるため、派遣隊は原則として分散してサ
ブキャンプへ配属します。１０こ隊を超える大きな派遣団は、複数のサブキャンプに配属されます。
・今後、派遣団を通じて配属するサブキャンプ、隊数等をお知らせします。

派遣団要員（団長・要員）
７月３０日から８月９日までの１０泊１１日のキャンプ生活に十分に耐えうる健康とキャンプ技能を有す
る県連盟役職員等から、各団の責任により選考され、派遣団要員として派遣団を編成します。
（１）役割
・参加申込等の諸手続きや輸送計画を調整するとともに、派遣団参加者に大会の情報を伝え、参加準備
を支援します。
・大会期間中の当該派遣団参加者に関する事件・事故等の問題解決を支援するとともに、各地域のスカ
ウト活動や関係諸団体の活動を紹介する等大会のプログラムにも協力します。
・派遣隊の入・退場について大会本部の業務にご協力いただきます。
・役務としては、派遣団長、派遣隊担当、大会本部要員担当、輸送担当、プログラム担当など県連盟派
遣団の必要に応じて役割が分担されます。派遣団長は必ず選任願います。
（２）対象者
・県連盟の役員および事務局職員等
（３）参加日程と交代参加
・基本実施要領３頁の日程表に示す入場日から退場日までの全日程に参加することを原則とします。
・やむを得ない事情がある場合に限り、県連盟派遣団および大会本部の承認を得て、大会の前半と後半
で交代参加が可能です。この場合の重複期間の食材の配給や給食、生活サイトの利用を効率よく運営
するため、交代参加者の入場・退場日を定め、大会中日の８月５日（木）に業務を引き継ぎます。
・交代参加は、派遣団の参加人員の割当や輸送計画等にも影響しますので、可否については所属の県連
盟にお問い合わせください。
（４）参加者負担金
・参加者１人あたりの負担金は次のとおりとし、予納金と参加費に区別して納入します。
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参加日程（泊数・食数）
７月３０日（金）〜８月９日（月）
全日程参加
（１０泊１１日・３０食）

交代参加

予納金

参加費

参加者負担金計

10,000 円 27,000 円

37,000 円

前半：（７泊８日・２１食）
10,000 円 20,000 円
７月３０日（
金）
夕食〜８月６日（
金）
昼食

30,000 円

後半：（５泊６日・１５食）
10,000 円 20,000 円
８月４日（水）夕食〜８月９日（
月）
昼食

30,000 円

大会本部要員
７月３０日から８月９日までの１０泊１１日のキャンプ生活に十分に耐えうる健康とキャンプ技能を有す
る指導者の中から、各団の責任により選考され、大会本部要員として派遣団を編成します。
（１）役割
・大会本部は、１３の部署で構成され、いずれかの部署の一員として大会運営にあたります。
・本大会の目的が達成できるように、主役はスカウトであることを常に念頭に置き、彼らの成長に寄与
できる運営を心がけるとともに参加者に対してサービス精神を持って対応します。
・各部署の業務や編成等詳細は、別紙「大会本部要員 募集要項」をご参照ください。
（２）対象
・１８歳以上のベンチャースカウト（高校生は除く）
、ローバースカウト、準指導者、指導者、県連盟・
日本連盟の役員および事務局職員、スカウトクラブ会員等。
（３）参加日程と交代参加
・基本実施要領３頁の日程表に示す入場日から退場日までの全日程に参加することを原則とします。
・やむを得ない事情がある場合に限り、県連盟派遣団および大会本部の承認を得て、大会の前半と後半
で交代参加できることしましたが、あくまで全日程参加が原則であり、万々やむを得ない場合である
ことをご理解くださいますようお願いいたします。また、重複期間の食材の配給や給食、生活サイト
の利用を効率よく運営するため、交代参加者の入場・退場日を定め、大会中日の８月５日（木）に業
務を引き継ぎます。
・交代参加は、派遣団の参加人員の割当や輸送計画等にも影響しますので、可否については所属の県連
盟にお問い合わせください。
・交代参加を希望する方は、交代相手とともに申し込むことを原則とします。なお、奉仕部署によって
は交代参加者に対応できない部署もあります。
（４）参加者負担金
・参加者１人あたりの負担金は次のとおりとし、予納金と参加費に区別して納入します。
・世界スカウトジャンボリーの参加費形態を適用して、大会集合日の平成２２年７月３０日時点で２５
歳以下の大会本部要員の参加者負担金は減額します。
参加日程（泊数・食数）
予納金
参加費 参加者負担金計
全日程参加 ７月３０日（金）〜８月９日（月）
10,000 円 27,000 円
37,000 円
26 歳以上 （１０泊１１日・３０食）
全日程参加 ７月３０日（金）〜８月９日（月）
10,000 円 20,000 円
30,000 円
25 歳以下 （１０泊１１日・３０食）
前半：（７泊８日・２１食）
10,000 円 20,000 円
金）
夕食〜８月６日（
金）
昼食
(年齢区分によ ７月３０日（

30,000 円

る減額はありま 後半：
（５泊６日・１５食）
10,000 円 20,000 円
せん)
８月４日（水）夕食〜８月９日（
月）
昼食

30,000 円

交代参加
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３．予定申込手続き
・所属団を通じて県連盟に申し込みます。各団は、派遣隊と大会本部要員の参加希望者をとりまとめ、予
納金(1 人あたり 10,000 円)を添えて、平成２１年１０月末日までに所属県連盟に提出します。

４．確定申込手続き
・所属団を通じて県連盟に申し込みます。各団は、派遣隊と大会本部要員の参加者をとりまとめ、参加費
(１人あたり 27,000 円、２５歳以下の大会本部要員は 20,000 円)を添えて、平成２２年３月末日までに
県連盟に提出します。申込方法の詳細については、別途お知らせします。

５．予納金について
・参加者は１人あたり 10,000円を予納金として、参加予定申し込みと同時に所属県連盟をとおして日本連
盟に納入します。
・予納金は、他の参加者の予納金として振り替えることはできますが、払い戻しはしません。また、予納
金は参加確定申し込みの際に納入する他の参加者の参加費の一部として振り替えることもできません。

６．個人情報と写真・映像の取り扱いについて
・大会の参加申し込み等によって得た個人情報ならびに健康状態等は、参加者管理のための参加者名簿・
参加者データを作成し、大会運営に使用します。
・運営業務によって、外部委託先に個人情報を提供することがあります。
・個人情報の保全・安全管理については、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱い、大会業
務終了後には速やかに廃棄します。
・大会の記録用として撮影した画像、映像はすべて財団法人ボーイスカウト日本連盟に帰属することとし
ます。
・参加者の写真や映像は、ジャンボリー新聞、記録映像、ホームページ、報告書等の大会の記録に使用す
る他、スカウティング誌、各種パンフレット等のボーイスカウト運動普及・振興のために使用する場合
があります。
・参加者の写真や映像の使用に際しては、できる限り、個人の特定ができないように配慮します。
・参加者の個人情報の収集・利用、写真・映像の使用については、参加申し込みをもって承諾を得たもの
とし、見学者や協力者等もこれに準じます。
以上

この後、音楽隊等の参加に関する説明が1枚続きます

この件についての連絡・お問い合わせ先：
財団法人ボーイスカウト日本連盟 教育部 ジャンボリー準備室
〒181‑0015 東京都三鷹市大沢４−１１−１０
℡0422‑31‑5168 FAX0422‑31‑5162 E‑mail 15nj@scout.or.jp
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別紙２

第１５回日本ジャンボリー（１５ＮＪ）における音楽隊等の参加について
平成２１年９月１３日
１５ＮＪ実行委員会
１５ＮＪにおける音楽隊等の参加については、下記のように取り扱うこととします。
１．団・地区・県連盟などの単位にかかわらず、音楽隊等として１５ＮＪに参加を希望する場合は、
派遣隊として編成し、派遣団（県連盟）を通じて参加申し込みを行う。
２．音楽隊等の編成が、派遣隊の編成の基準に合わない場合は、派遣団を通じて、特別編成等の申
請を行い実行委員会の事前承認を得る。
３．音楽隊等については、派遣団の参加割り当て隊数の外数とすることができる。
４．音楽隊等は、配属されたサブキャンプにおいて、他の派遣隊と同様の野営生活を行い、サブキ
ャンプの運営に協力するとともに、食材の配給を受けて自炊する。
５．キャンプ生活に必要な装備及び隊の活動（パフォーマンス）に必要な機材等の運搬等に係る経
費は、全て派遣隊の負担とする。
６．音楽隊等は、大会期間中を通じて、隊の活動（パフォーマンス）を披露する機会が与えられる。
時刻・場所等の詳細については、プログラム部及び全体行事部が調整する。
７．隊の活動（パフォーマンス）に際しては、演奏時の服装に特別の色彩の布地を用い、また、特
殊の装飾をつけることができるが、この承認は、すべて事前に所属県連盟を経由して文書をもっ
て申請する（教育規定８−３）。
８．音楽隊等に所属し、通常の大会参加資格を満たすボーイスカウトおよびベンチャースカウトは、
大会参加スカウトの一員として、隊独自の活動と併せ、設定されるプログラム等のジャンボリー
活動に積極的に参加することを奨励される。また音楽隊等の指導者はそのことを十分配慮した隊
の活動を計画する。
９．開閉会式、Ｊ大集会、諸旗掲揚パレード等の演出上、ジャンボリーに参加を希望する音楽隊等
の中から必要に応じて出演を依頼することがある。詳細は、全体行事部において計画し、派遣団
及び派遣隊と調整する。
10．参加者１人あたりの負担金は次のとおりとし、予納金と参加費に区別して納入する。
参加日程（泊数・食数）

予納金

参加費

８月１日（日）〜８月９日（月）・（８泊９日・２３食） 10,000 円 27,000 円

参加者負担金計
37,000 円
以上

