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昨年は「総力を挙げて再生プロジェクトに取り組もう！」のスローガンのもと、全ての隊が標準
隊を目指すために知恵と意見を出し合おうと提案してきました。
４月から５月にかけて各地区を訪問し、現状と課題について地区役員、団委員長、隊長等のリー
ダーの皆さんと意見交換をさせていただきました。
大阪連盟の厳しい現状の中で運動の再生を賭けて如何になすべきか。ボーイスカウト運動の目的
に沿った説明責任がそれぞれの場で果たされているのか。地域社会に対してスカウティングの使命
が果たされているのか。ご意見の端々にスカウトを抱える団、隊としての工夫と努力、現実の厳し
さと先への思いなど鋭い指摘、温かい示唆等をいただきました。
それらを整理し再生プロジェクトを作り上げていきますが、２１年度は四つの質を大切にし、再
生への勢いをつけていきたいと考えます。
１ 運動の質
私たちは地域の青少年にスカウティングという青少年育成プログラムを提供するあるいは
そのプログラムによる活動を支援する運動を展開しています。従って必要とされるのはスカウ
ト運動の質の維持と向上です。
質の維持とは、ベーデン・パウエルが提唱したスカウト教育を実践しているか否かです。そ
の意味で２０年度の事業計画の中で原点に戻る、しっかりとした足元を築くことを提唱しまし
た。
２ 活動の質
活動は楽しくあるべきです。しかし、その中に活動の目標があることを忘れてはなりません。
私たちのプログラムは、それら活動の目標を達成するためのアクティビティで構成されていま
す。この仕組みを大切にしなければなりません。班制度は仲間と個人の共同体による成長を促
します。進級するということは活動の目標が達成されている証となるのです。したがってスカ
ウトはより上位のクラスに進級することにより、自信と誇りが持てるのです。
３ 組織の質
運動、活動を支えるのは組織です。その中においても根幹となるのは隊そして団の組織力で
す。昨年、標準隊を目指すことを打ち出しましたが、運動および活動の質を保つには標準隊の

確保が死活問題となります。さらに隊の活動を支援するものとして、団・地区・連盟の機能が
あります。従って運動・活動を保証するものとして組織の質が問われてきます。
４ 人の質
運動、活動、組織はすべて人により成り立っています。それらに関わる人々の運動への情熱
と活動への支援そして組織への献身があればこそ成り立つのです。幸いにして、私たちは多く
のボランティアに支えられています。今後も地域の人々の参画を募り、より多くの支援者を基
盤にして団組織を作り上げていかねばなりません。その一方で、スカウティングの原理に基づ
いた思考・行動が求められます。それを保証するために各トレーニングコースが用意されてお
り、特にリーダーのトレーニングコースへの参加が奨励されます。
以上四つの質の確保が、各地区そして大阪連盟が抱える課題への鍵と考えています。

１．事業計画の目標
平成２１年度の目標
『すべてのちからを団、隊に』
━ 団、隊の再生・活性が明日の運動を輝かせる ━
重点課題
１ 全ての隊が標準隊を目指す
２ 進級への挑戦
３ 指導者の発掘と育成
４ 団機能の充実
２．事業計画の骨子
①主要な活動
本年は、創立６０周年にあたる年で、
『再生プロジェクトの推進』を中心として、
『創立 60
周年記念式典』
『大阪ボーイスカウト運動史―第５巻― の発行』
『大阪連盟キャンポリー開
催準備』を主要な活動として取り組む。
殊に、事業計画の目標や重点課題を達成することに直結する『再生プロジェクトの推進』
は、全組織一体となって議論し・方向性を一致させ・実行計画を決定し、一丸となって足並
みをそろえ取り組んでいく。
― 再生プロジェクトの目標 ―
平成２４年「大阪連盟キャンポリー」開催時に、すべての団が標準隊で参加できることを
目指す。
※事業計画書最終ページに、推進計画を掲載。
②各委員会の取り組み
各委員会は、通年の活動・特別な活動全てがこの取り組みに貢献し、活動目標を達成す
るため計画・取り組みを行います。各委員会の今年度の目標・テーマは、以下の通りです。
組織委員会
目標：大阪連盟組織活性化と拡充するためのマネジメント
主活動
・組織拡充顕彰と団の活性化の推進
・ボーイスカウトの組織内広報と募集活動
・組織のコミュニケーション活動及び地区と協働して団の統合に取組む。
指導者委員会
目標：分母を大きく分子と共に育つ

主活動
・トレーニングカレンダーの発行（定型外訓練の共有化［地区合同開催］の開始）
・ＷＢ研修所受け入れ可能定員の検討
・研修所資材管理システムの検討
・ＷＢ実修所ＣＳ課程開設
・野外活動と安全Ⅲ発行
・
（仮称）ゲームヒント集の発行と研究会の開催
スカウト委員会
目標：スカウト教育法に基づくプログラム展開と各部門におけるスカウトの進歩の促
進を支援する
主活動
・スカウト教育の目標像である富士章スカウト育成の支援
・信仰奨励章取得促進のための支援
・スカウトの進歩に対する意識強化とその促進を図るため、活用資料として進歩状
況をまとめ、報告する
行事委員会
目標：組織の活性化に直結した行事・奉仕活動の展開
主活動
・新たな「スカウトの日」の活動支援
・第 7 回ベンチャースカウト大会大阪活動基地の運営協力
・各種行事における加盟員増員活動
国際委員会
目標：国際プログラムの推進による世界に通用するスカウトの育成
主活動
・前年度の海外派遣事業を紹介する
・第５回ハワイ・レインボー・キャンプの支援
・海外派遣の支援と国際プログラム参加への支援
財政委員会
目標：大阪連盟財政基盤の確立
主活動
・協賛・協力金の新たな方法の立案
・
「大阪連盟キャンポリー援助金」実現に向けての検討

・各団の財務についてアンケート作成
広報
目標：ホームページの更なる充実と明確な情報発信
主活動
・団の所在地マップの掲載と更なる充実と活用
・地区行事等の活動ページの作成
・保護者、指導者等からのスカウト活動への要望等のページの作成
トレーニングチーム
目標：理事会・指導者委員会の付託に応え、質の高い指導者研修を提供する
主活動
・新たなリーダートレーナー・副リーダートレーナーの養成
・チームの資質向上のため、全体集会（研修）及び役務別研修を実施する
・新任チーム員のための研修会の実施
・チーム員のための野営法研修会の実施
7ＮＶ委員会
目標：大阪基地の運営と参加者の拡大
主活動
・参加者の拡大
・より良いプログラムの提供
１５-ＮＪ準備室
目標：第１５回日本ジャンボリーを一人でも多くのスカウトに体験させる
主活動
・派遣団の編成と参加のための準備
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6月7日

大阪連盟年次表彰 (ＯＢＰパナソニックタワー 会議室)

6月14日

第２回国際活動セミナー（常翔学園大阪センター）

4月1日～22年3月31日

大阪連盟創立60周年記念事業

8月23日

大阪連盟創立60周年記念式典（大阪市中央公会堂）

8月23日

大阪連盟創立60周年記念レセプション（大阪新阪急ホテル）
大阪連盟創立60周年記念大阪運動史第５巻編纂・発行
〈7月発刊予定〉

8月30日

ペーロン大会

9月21日

スカウトの日

9月21日

世界スカウト平和の日

10月17日～18日

第52回ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ･ｵﾝ･ｼﾞ･ｴｱｰ､ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ･ｵﾝ･ｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

10月24日～25日

大阪連盟スカウトフォーラム

11月14日～ 15日

おおさかローバームート’09

平成22年2月7日

プロジェクト発表会

22年1月9日～18日

日韓スカウト交歓計画

22年1月9日～11日

日韓スカウトフォーラム

22年2月5日～14日

日米スカウト交歓計画

22年2月6日～７日

日米スカウトフォーラム

22年1月 日

「組織拡充」団役員の集い

年６回
22年 3月

日～

富士章面接会
日

22年 3月 日
22年 3月

日～

大阪連盟スカウト基金活用海外派遣（第５回ハワイレインボーキャンプ）

平成21年度富士章受章スカウト激励会
日

平成21年度富士章受章スカウト代表表敬

指 導 者 養 成 大阪連盟主催
5月 ３日～ 5月 ６日 ＷＢ研修所ＢＶ課程大阪第36期（箕面市立教学の森
野外活動センター）
5月 3日～ 5月 6日 ＷＢ研修所ＣＳ課程大阪第143期(大阪市立信太山青少年
野外活動センター）
5月 3日～ 5月 6日 ＷＢ研修所ＢＳ課程大阪第149期（豊中市立自然の家「わっぱる」）
9月20日～9月23日 ＷＢ研修所ＣＳ課程大阪第144期（箕面市立教学の森
野外活動センター）
9月20日～ 9月 23日 ＷＢ研修所ＢＳ課程大阪第150期（豊中市立自然の家「わっぱる」）
9月20日～ 9月 23日 ＷＢ研修所ＶＳ課程大阪第21期（キャンプおおさか)
10月10日～ 10月12日 団運営研修所大阪第27期（豊中市立自然の家「わっぱる」）
日本連盟主催
4月24日～ 4月 29日 ＷＢ実修所ＢＶ課程第３２期（那須野営場）
4月30日～ 5月 5日 ＷＢ実修所CS課程第１４７期（キャンプおおさか）

５月１日～ 5月 6日

〃

第１４８期（石川県小松市立少年自然の家）

５月１日～５月６日 ＷＢ実修所BS課程第１６９期（那須野営場）
５月１日～５月６日

〃

第１７０期（奈良県立野外活動第２センター）

９月１７日～９月２２日

〃

第１７１期（那須野営場）

１０月７日～ １０月１２日 ＷＢ実修所ＶＳ課程第１８期 （那須野営場）
１１月２１日～２３日 コミッショナー実修所第２０期
（兵庫県立高等学校野外活動センターあさぎり寮）
７月18日～７月22日 副リーダートレーナーコース第54期（那須野営場）
９月２３日～９月２７日 リーダートレーナーコース２９期（那須野営場）
再生プロジェクト
研究、調査、講習会

地区訪問(4月～5月）〈再生プロジェクト案作成と案に対する意見聴取
4月～平成22年 3月
（平成２４年まで継続事業） 再生プロジェクト策定発表〉
22年2月 日

日本連盟トレーナー研究集会

4月～平成22年 3月
月

日～日

4月～平成22年 3月
4月～平成22年3月
月

日

研修所研修会
ボーイスカウト講習会各地区担当 30回
プログラム研究･開発プロジェクト
組織拡充大阪連盟顕彰

4月～３月
22年3月

大阪連盟トレーニングチーム研究会

モデル地区活動

日～日

毎月第３木曜日

大阪連盟スカウト展
コミッショナー集会

4月～平成22年 3月

コミッショナー研究会

4月～平成22年 3月

コミッショナー部門別研究会

月

日

訓練及びプログラム資料･発行

7月5日

日本赤十字水上安全法講習会

11月29日
月

安全フォーラム
日

大阪連盟野営場設置に関する調査・研究

4月～平成22年 3月 ＳＷＯ運用（インターネットホームページ）
4月～平成22年3月 ユース活性化プログラム
平成22年 １月17日
国際関係海外派遣

技能章講習会・考査会大阪連盟開催

6月～ 8月

国際キャンプスタッフ計画派遣

6月～ 9月

カンデルスティッヒ夏季野営スタッフ派遣

7月～８月
8月5日～11日
10月20日～25日

スカウト・オーストラリア短期留学派遣
韓日スカウトフォーラム派遣
第6回ＡＰＲスカウトﾕｰｽフォーラム派遣

12月25日～22年1月5日 第26回ＡＰＲスカウトジャンボリーＩＳＴ派遣
12月27日～22年1月4日 第26回ＡＰＲスカウトジャンボリー派遣
国際関係国際参加
会 議 ・ 委 員 会
大阪連盟関係

4月～平成22年 3月

海外スカウト受入れ

4月～平成22年 3月

姉妹都市協会事業参加

6月7日
毎月第２木曜日

大阪連盟年次総会
理事会（８月を除く）

4月～平成22年3月 正･副コミッショナー会議
4月･平成22年 2月

名誉会議

4月～平成22年 3月 各種常設委員会・特別委員会
4月～平成22年3月
広報・奉仕・協賛

常設委員長・特別委員長会同

7月・平成22年2月

ブロック関係会議

4月～平成22年 3月

ボーイスカウト啓発行事

4月～平成22年 3月

スカウト展・１日体験入隊

4月・平成22年 3月

選抜高校野球大会開・閉会式奉仕（甲子園）

4月 1日～ 4月30日

緑の募金

4月26日

平成２１年度大阪市こどもカーニバル奉仕

4月・ 9月

全国交通安全運動参加

6月 日

環境月間行事環境美化行事

月

ハート大阪秋まつり

日

11月 日
22年 １月

大和川クリーンキャンペーン
日

大阪国際女子マラソン奉仕

4月～平成２２年 3月 大阪21世紀計画に関する行事
4月～平成２２年 3月 広報紙発行
そ

の

他

4月～平成２２年 3月 国、府、市教委関係機関及び団体、近府県ＢＳ連盟、ＧＳ
支部、新生活運動協議会、青少年育成府民会議、国際交流
団体協議会、及び青少年の健全育成に関して本連盟と目的
を同じくする機関団体の行事、会議への参加、共催、後援

日 本 連 盟 関 係

5月30日～31日
年６回

平成21年度全国大会（横浜市）
教育本部会議

5月31日

第1回県連盟コミッショナー会議

10月17日～18日

第2回県連盟コミッショナー会議

平成22年１月16日～17日 第3回県連盟コミッショナー会議
11月28日～29日

全国事務局長会議

年４回

各種委員会

月 日

各種全国委員長会同

6月･3月

中央名誉会議

5月･10月・21年 1月・3月 理事会・評議員会
11月14～15、12月5～6

コミッショナ―研究集会

12月5日～6日

指導者訓練改定説明会

・この外臨時、緊急の事業については、関係委員会または事務局において立案の上、
理事会の承認を得るものとする。
は新規事業
日本ボーイスカウト大阪連盟

