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コ ミ ッ シ ョ ナ ー グ ル ー プ 

Scouting Never Stops バッジ プロジェクト 
～いつの日も歩みを止めることなく、前に進む～ 

 

新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言を受け、スカウト活動が集合形態での集会実施ができない今、

自宅でもスカウト活動を行えるよう新潟連盟コミッショナーグループより Scouting Never Stops バッジ 

プロジェクトを発信する。 

 

目  標 

1. 新潟連盟全加盟員が政府の発表する「緊急事態宣言」を深く受け止め、良き社会人としてやるべきことを

理解して行動を起こす。 

2. 指導者は「緊急事態宣言」＝何もしないではなく、その環境下で自ら考え、自ら行動できる力をつける。 

3. 指導者はいかなる場所でも「スカウト教育法」が有効であることを知る。 

 

プロジェクトのねらい 

１． 団委員・隊指導者はこのプロジェクトを通じて「世界のボーイスカウトの一員」としてＢ-Ｐが残した「世の中

の役に立つ大人」を育てる一員として、自らが模範となる行動が行える。 

２． スカウトはこのプロジェクトを通じて「ちかい・おきて」の実践がより良き社会につながることを理解する。 

３． 事態が終息するまでは、通常時の集合型集会からスカウト個々への指導または通信機器を使用した活動や

集会にシフトチェンジする。 

４． 隊指導者は、様々な活動に役立つ情報を入手し、自隊で活用できる。 

５． 団委員・隊指導者は今できる活動を保護者に理解してもらい、協力してもらう。 

 

Scouting Never Stops バッジ概要 

1. バッジのデザインは新潟まんが事業協同組合プロデューサー伊藤正美氏に依頼中 

2. イメージは東日本大震災で多く使われた「がんばろう日本」的なイメージと新 潟（書体等こだわらず）を

入れてほしい旨伝えた。 

3. サイズや制服に着用する規定などは現在調整中。 

4. スカウト部門毎に「課題」を設定し保護者の協力を得て「課題」にチャレンジし隊長からバッジをもらう。 

5. 隊指導者も「課題」を設定し、団委員長からバッジをもらう。 

6. 「課題」の設定は難しくなく、スカウトの教育法の要素が取り入れられていることとする。 

7. 県連盟事務局より各団委員長に登録数のバッジを送付する。 

8. 団委員長は各隊隊長にスカウト分バッジを送付する。 

9. 各隊長は「課題」終了スカウトに速やかにバッジを送付する。（メッセージカードなど添付するなどの工夫） 

10. 個々の進展状況を確認し、すべてのスカウトが着用できるよう指導する。 

11. 「課題」の認証は隊長が行い、スカウト個別の状況やレベルを重視する。 
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各部門の課題 

 

ビーバースカウト 

１． 朝起きたら、お父さんかお母さんに「ビーバースカウトのきまり」を言う。 

２． 朝起きたら、お父さんかお母さんと一緒に体温計で、自分の体温を調べる。 

３． 外から帰ったらうがい・手洗いを、忘れずにする。 

４． おうちで「良いこと」を見つけて、自分で行う。 

５． 隊長と電話で話す。 

 

カブスカウト 

１． 朝起きたら「やくそく」と「さだめ」を声に出して言う。 

２． 自分の体温と体に異常があるか、表を作り１週間記入する。 

３． コロナウイルスについて、テレビやインターネットを家族と一緒に見て、自分でできる対策を考え、家族と

一緒に行う。 

４． 組のみんなが元気にしているか、調べる。 

５． １から４まで出来たら、隊長に電話等で報告する。 

 

ボーイスカウト 

１． 「ちかい」と「おきて」を思い出し、今日一日自分は何ができるか考える。 

２． 班員は、自分の状況を班長に伝え、班長は班員の状況を知る。 

３． コロナウイルスの感染対策をテレビやインターネットを見て自分でできる対策を考え、自分で行う。 

４． 自宅でできる「技能章」課目に取り組む。 

５． 隊長へ返信封筒を添えた手紙を出す。 

 

ベンチャースカウト 

１． 「ちかい」と「おきて」を思い出し、今日一日自分は何ができるか考え行動する。 

２． インターネットやＳＮＳで、日本のベンチャースカウトが「この状況下で何をしているのか？」「自分も行える

のか？」を考え、隊長と相談して行動を開始する。 

３． 自分の進歩計画をもう一度見直し、隊長のアドバイスをもらう。 

 

ローバースカウト 

1. 「いまの社会に対して何ができるのか」をＷＥＢ会議で話しあい、行動を開始する。 

 

指 導 者 

1. 日本連盟のホームページや他県の活動参考にして、自隊で活用する。 

2. 各種連絡等に、積極的にＷＥＢ会議を活用する 

 スカウトや保護者との連絡調整はボーイスカウト日本連盟の Web 会議アプリケーション Google 

Meet の使用を推奨します。 

https://www.scout.or.jp/member/distribute_g_suite_account/ 
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認定までのプロセス 

ビーバースカウト 

1. ビーバースカウトでは事前に隊長から保護者への協力依頼をお願いする。 

1） 家庭でビーバースカウトであることを促してもらう。 

2） 「良いこと」を意識づけてもらう。 

2. 保護者の協力を受けてスカウト個々と電話等でのコミュニケーションを図り電話等での認証と激励を行う。 

3. 終了後速やかにバッジを送付する。 

カブスカウト 

1. カブスカウトでは事前に隊長から保護者への協力依頼をお願いする。 

1） 家庭でカブスカウトであることを促してもらう。 

2） 「やくそく・さだめ」を意識づけてもらう。 

2. 各組のデンリーダーにバッジプロジェクトの説明を十分に行い、保護者ネットワークを活用してスカウト間の

スムーズな電話連絡が行えるよう協力依頼する。 

1） 通信機器の使用を管理してもらう。 

3. 保護者の協力を受けてスカウト個々と電話でのコミュニケーションを図り電話での認証と激励を行う。 

4. 終了後速やかにバッジを送付する。 

ボーイスカウト 

1. ボーイカウトでは事前に隊長から保護者への協力依頼をお願いする。 

2. パトロールシステムの活用を重視して班長から班員への伝達を行うようにする 

3. 上記の伝達には電話やＳＮＳが有効であることから、十分に保護者からの理解と協力を得る。 

4. 終了後速やかにバッジを送付する。 

※この年代からは環境が整えばＷｅｂ会議の使用も検討する。 

ベンチャースカウト 

1. この部門ではスカウトに隊長が問いかけを行い、自らアクションを起こせるよう指導する。 

 

ローバースカウト 

1. 現在、新潟を離れているスカウトや大学ローバー等様々な形態であることから隊長と地区コミッショナーの

共同で地区内のローバーでのアクションや県連としてのアクションも含め各隊隊長との連絡を行う。 

指導者 

1. 団委員長と報告・相談・連絡を十分に行い、インターネット等の情報収集を行い、自隊で活用できる

プログラムを提案・実施する。 



Scouting Never Stops プロジェクトについて 
いつの日も歩みを止めることなく前に進むために～ 

 

新潟連盟県コミッショナー 平田 則行 

 

 

団関係者及び隊指導者のみなさまへ 

 

政府による緊急事態宣言を受け、現在スカウト活動が停滞せざるを得ない状況になっています。新潟連盟

では、このような状況においてもスカウト活動が持続できるように、新潟連盟独自のプロジェクトを開発致

しました。隊指導者とスカウトがこの課題に取り組み、加盟員全員がバッジを取得し、集合形態の活動がで

きる日まで、そのモチベーションが下がることがないようにお願い申し上げます。尚、この取り組みについ

ての相談先は、各地区コミッショナーです。団委員長及び隊長は、お気軽にご相談ください。 

 

 

Scouting Never Stops プロジェクトの取り組み方法 

１． 隊長は、隊指導者と相談の上、具体的な活動計画（日時、方法）を決める。 

２． 団委員長の承諾を得る。 

３． 保護者へ協力をお願いし、同意を得る。 

４． スカウトへ課題を提示し、具体的な指示を出す。 

５． スカウト及び隊指導者は、課題に取り組む。 

６． 隊長は、スカウトや隊指導者がすべての課題を終えたことを確認して、団委員長へ報告する。 

７． 団委員長の承認後、隊長はバッジを受け取り、スカウト及び隊指導者へ渡す。 

（バッジは、後日 団委員長へ送付します） 

留意点 

  ・隊や団の実情に合わせてアレンジしても構いませんが、スカウト教育法を取り入れた

活動になるように計画してください。 

  ・バッジは、新潟連盟加盟員全員が着用できます。 

  ・隊長がスカウトへバッジを渡す際は、メッセージーカードを添える等、工夫が必要です。 

  ・この取り組みは、加盟員のモチベーションを維持することが目的です。過度な負担に

ならないように計画してください。 

 



1. あさおきたら、おとうさん か お
かあさんに「ビーバースカウト
のきまり」をいう

2. あさおきたら、おとうさん か お
かあさんと いっしょに たいおん
けいで じぶんのたいおんを し
らべる

3. そとからかえったら、 うがい ・
てあらいを わすれずにする

4. おうちで「よいこと」をみつけて、
じぶんで おこなう

5. たいちょうと でんわで
はなす

Scouting Never Stops バッジプロジェクト

ビーバースカウト

いつの日も歩みを止めることなく、前へ進んでいきましょう

1.朝起きたら「やくそく」と「さだ
め」を声に出して言う

2.自分の体温と体に異常がある
か、表を作り１週間記入する

3.コロナウイルスについてテレビ
やインターネットを家族と一緒
に見て、自分でできる対策を考
え、家族と一緒に行う

4.組のみんなが元気にしている
か、調べる

5.１から４まで出来たら
隊長に電話等で報告する

Scouting Never Stops バッジプロジェクト

カブスカウト

いつの日も歩みを止めることなく、前へ進んでいきましょう



1. 「ちかい」と「おきて」を思い出し、今
日一日自分は何ができるか考える

2. 班員は、自分の状況を班長に伝え、班
長は班員の状況を知る

3. コロナウイルスの感染対策をテレビや
インターネットを見て自分でできる対
策を考え、自分で行う

4. 自宅でできる「技能章」課目に
取り組む

5. 隊長へ返信封筒を添えた
手紙を出す

Scouting Never Stops バッジプロジェクト

ボーイスカウト

家でもできること・⼀⼈でもできることは、たくさんあります。
集会のときだけではなく、私達は、つねにスカウトです。
こんなときだからこそ、ひとりひとりがちかいやおきてを実践し、⾝近な「善⾏」を⾏
うことで、あなたの家族の明⽇と、社会の明⽇を守り・創ることに繋がります。
まずは⾃ら率先して考え、⾏動する。
さらには、家族など周囲の⼈を巻き込み、いまの社会をより良きものにしていく。
それが、スカウトらしい姿なのではないでしょうか。

―Scou ng Never Stops いつの⽇も歩みを⽌めることなく、前へ進んでいきましょう

1.「ちかい」と「おきて」を思い出し、今日
一日自分は何ができるか考え行動する

2.インターネットやＳＮＳで、日本のベン
チャースカウトが「この状況下で何をし
ているのか？」「自分も行えるのか？」を
考え、隊長と相談して行動を開始する

3.自分の進歩計画をもう一度見直し、隊
長のアドバイスをもらう

Scouting Never Stops バッジプロジェクト

ベンチャースカウト

家でもできること・⼀⼈でもできることは、たくさんあります。
集会のときだけではなく、私達は、つねにスカウトです。
こんなときだからこそ、ひとりひとりがちかいやおきてを実践し、⾝近な「善⾏」を⾏
うことで、あなたの家族の明⽇と、社会の明⽇を守り・創ることに繋がります。
まずは⾃ら率先して考え、⾏動する。
さらには、家族など周囲の⼈を巻き込み、いまの社会をより良きものにしていく。
それが、スカウトらしい姿なのではないでしょうか。

―Scou ng Never Stops いつの⽇も歩みを⽌めることなく、前へ進んでいきましょう



「いまの社会に対し
て何ができるのか」
WEB会議で話しあ
い、行動を開始する

Scouting Never Stops バッジプロジェクト

ローバースカウト

家でもできること・⼀⼈でもできることは、たくさんあります。
集会のときだけではなく、私達は、つねにスカウトです。
こんなときだからこそ、ひとりひとりがちかいやおきてを実践し、⾝近な「善⾏」を⾏
うことで、あなたの家族の明⽇と、社会の明⽇を守り・創ることに繋がります。
まずは⾃ら率先して考え、⾏動する。
さらには、家族など周囲の⼈を巻き込み、いまの社会をより良きものにしていく。
それが、スカウトらしい姿なのではないでしょうか。

―Scou ng Never Stops いつの⽇も歩みを⽌めることなく、前へ進んでいきましょう

日本連盟のホーム
ページや他県の
活動を参考にして、
自隊で活用する

各種連絡等に、積
極的にWeb会議
を活用する

Scouting Never Stops バッジプロジェクト

指導者

家でもできること・⼀⼈でもできることは、たくさんあります。
集会のときだけではなく、私達は、つねにスカウトです。
こんなときだからこそ、ひとりひとりがちかいやおきてを実践し、⾝近な「善⾏」を⾏
うことで、あなたの家族の明⽇と、社会の明⽇を守り・創ることに繋がります。
まずは⾃ら率先して考え、⾏動する。
さらには、家族など周囲の⼈を巻き込み、
いまの社会をより良きものにしていく。
それが、スカウトらしい姿なのではないでしょうか。
―Scou ng Never Stops

いつの⽇も歩みを⽌めることなく
前へ進んでいきましょう





サンプル 

ビーバースカウトへ 
ビーバースカウトのみんなは、まいにち どのようにすごしてしますか？ 

たいちょうは、みんなとあえなくて さみしいです。 

まだしばらくは、みんなであつまって あそぶことが できません。 

そこで たいちょうは、スカウトのみんなが それぞれのおうちでできる 

かつどうを かんがえました。 

おうちのひとといっしょに やってみてください。 

 

1. あさおきたら、おとうさん か おかあさんに「ビーバー

スカウトのきまり」をいう 

2. あさおきたら、おとうさん か おかあさんと いっしょに 

たいおんけいで じぶんのたいおんを しらべる 

3. そとからかえったら、 うがい ・ てあらいを わすれず

にする 

4. おうちで「よいこと」をみつけて、じぶんで おこなう 

5. たいちょうと でんわではなす 



サンプル 

カブスカウトへの手紙 

スカウト諸君
し ょ く ん

、休校
きゅうこう

だからといって、だらだら過
す

ごしていない

だろうか？ 

スカウトならば、いつも良
よ

い 行
おこな

いをしていなければいけな

い。 

いつも通
どお

りの活動
かつどう

ができない今
いま

、隊長
たいちょう

は、それぞれが家
いえ

で

できることを 考
かんが

えたので実行
じ っ こ う

してもらいたい。 

1. 朝起
あ さ お

きたら「やくそく」と「さだめ」を声
こ え

に出
だ

して言
い

う 

2. 自分
じ ぶ ん

の体温
たいおん

と 体
からだ

に異常
い じ ょ う

があるか、表
ひょう

を作
づ く

り１週間
しゅうかん

記入
き に ゅ う

する 

3. コロナウイルスについてテレビやインターネットを家族
か ぞ く

と

一緒
い っ し ょ

に見
み

て、自分
じ ぶ ん

でできる対策
た い さ く

を 考
かんが

え、家族
か ぞ く

と一緒
い っ し ょ

に

行
おこな

う 

4. 組
ぐみ

のみんなが元気
げ ん き

にしているか、調
し ら

べる 

5. １から４まで出来
で き

たら隊長
たいちょう

に電話
で ん わ

等
など

で報告
ほ う こ く

する 

 



サンプル 

ボーイスカウトへの手紙 

スカウト諸君、退屈な毎日を過ごしていないだろうか？ 

どのような状況であってもスカウトならば、今こそできること

を自ら考え行動するものである。 

そこで隊長からのミッションである。班や隊での集会ができ

ない間、以下のことに取り組んで報告してもらいたい。 

1. 「ちかい」と「おきて」を思い出し、今日一日自分は何

ができるか考える 

2. 班員は、自分の状況を班長に伝え、班長は班員の状況

を知る 

3. コロナウイルスに感染対策をテレビやインターネットを

見て自分でできる対策を考え、自分で行う 

4. 自宅でできる「技能章」課目に取り組む 

5. 隊長へ返信封筒を添えた手紙を出す 






