
 令和３年度県連盟開設指導者訓練　開設予定一覧
（令和4年1月11日現在）

１ ウッドバッジ研修所 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

スカウトコース

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 北海道 北海道 第4期 5/2～5/5 旭川地区野営場

2 岩　手 東北 第7期 5/1～5/4 国立岩手山青少年交流の家

3 福　島 東北 第6期 5/2～5/5 つつじが森野営場

4 茨城県 茨城 第5期 5/1～5/4 土浦市青少年の家

5 栃木県 栃木 第3期 11/20～11/23 栃木県連盟野営場

6 群馬県 群馬 第3期 5/1～5/4 赤城少年自然の家

7 千葉県 千葉 第10期 11/20～11/23 白井の森

8 千葉県 千葉 第11期 11/20～11/23 富津第１団野営場

9 神奈川 神奈川 第15期 5/2～5/5 富士吉田市立青少年センター

10 神奈川 神奈川 第16期 8/19～8/22 富士吉田市立青少年センター

11 神奈川 神奈川 第17期 9/23～9/26 富士吉田市立青少年センター

12 神奈川 神奈川 第18期 R4/3/19～3/22 未定

13 東　京 東京 第17期 4/29～5/2 日向野営場【中止】

14 東　京 東京 第18期 5/3～5/6 日向野営場【中止】

15 東　京 東京 第19期 9/17～9/20 日向野営場【中止】

16 東　京 東京 第20期 11/20～11/23 日向野営場

17 東　京 東京 第21期 10/8～10/11 日向野営場

18 富山県 富山 第3期 9/18～9/21 山川キャンプ場

19 石川県 石川 第4期 7/22～7/25 小松市西俣自然教室

20 長野県 長野 第3期 5/1～5/4 覗石キャンプ場

21 岐阜県 岐阜 第5期 5/2～5/5 富加の森野営場

22 静岡県 静岡 第9期 5/2～5/5 MOA大仁研修センター

23 静岡県 静岡 第10期 11/20～11/23 MOA大仁研修センター

24 愛　知 愛知 第16期 9/17～9/20 新城・吉川野営場

25 愛　知 愛知 第17期 10/8～10/11 新城・吉川野営場

26 三　重 三重 第2期 5/2～5/5 鈴鹿峠自然の家

27 滋　賀 滋賀 第3期 9/23～9/26 滋賀連盟浅柄野野営場【中止】

28 京　都 京都 第4期 7/22～7/25 静原キャンプ場

29 兵　庫 兵庫 第9期 7/22～7/25 神戸市立洞川教育キャンプ場

30 兵　庫 兵庫 第10期 9/23～9/26 姫路市牧野キャンプ場【中止】

31 奈良県 奈良 第3期 5/2～5/5 はやまの森野営場
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スカウトコース 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

32 和歌山 和歌山 第2期 5/1～5/4 和歌山県立紀北青少年の家【延期】

33 大　阪 大阪 第11期 7/22～7/25 キャンプおおさか

34 大　阪 大阪 第12期 8/7～8/10 キャンプおおさか【中止】

35 大　阪 大阪 第12期 11/20～11/23 キャンプおおさか

36 広島県 中国・四国 第5期 5/2～5/5 鷹ノ巣山キャンプ場

37 福岡県 九州・沖縄 第15期 5/2～5/5 脇山野営場

38 福岡県 九州・沖縄 第16期 11/20～11/23 脇山野営場

39 宮　崎 九州・沖縄 第17期 11/20～11/23 宮崎連盟野外活動センター

40 沖縄県 九州・沖縄 第18期 11/20～11/23 源河野営場【中止】

スカウトコース＋課程別研修（一括開設型） 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 埼玉県 埼玉 第9期 R4/3/18～3/21 那須野営場

2 埼玉県 埼玉 第10期 9/18～9/21 那須野営場【中止】

3 愛　知 愛知 第15期 5/2～5/5 新城・吉川野営場
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課程別研修

【ビーバースカウト課程】 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 北海道 北海道 第3回 9/5 北海道ボーイスカウト会館

2 山形県 山形 第1回 11/28 天童市南部公民館

3 茨城県 茨城 第5回 6/13 土浦市青少年の家

4 栃木県 栃木 第3回 R4/1/16 栃木県立美術館アートラウンジA

5 群馬県 群馬 第4回 6/20 群馬県青少年会館

6 埼玉県 埼玉 第3回 R4/3/27 未定

7 千葉県 千葉 第8回 6/27 千葉市中央コミュニティセンター【中止】

8 千葉県 千葉 第9回 12/19 東金青少年自然の家

9 神奈川 神奈川 第15回 5/23 神奈川スカウト会館

10 神奈川 神奈川 第16回 8/29 神奈川スカウト会館

11 神奈川 神奈川 第17回 10/24 神奈川スカウト会館

12 神奈川 神奈川 第18回 R4/3/27 神奈川スカウト会館

13 東　京 東京 第9回 6/6 国立オリンピック記念青少年総合センター

14 東　京 東京 第10回 10/24 国立オリンピック記念青少年総合センター

15 富山県 富山 第1回 11/28 呉羽青少年自然の家

16 福　井 福井 第2回 R4/3/13 福井県生活学習館

17 長野県 長野 第5回 6/20 未定

18 岐阜県 岐阜 第5回 5/23 各務原市勤労会館

19 静岡県 静岡 第9回 5/23 静岡県青少年会館

20 静岡県 静岡 第10回 12/5 静岡県青少年会館

21 愛　知 愛知 第11回 10/31 未定

22 兵　庫 兵庫 第3回 11/7 ガーデンシティ舞多聞

23 大　阪 大阪 第5回 12/12 大阪スカウト会館

24 広島県 広島 第3回 5/23 カトリック観音町教会

25 山口県 山口 第2回 6/27 秋穂地域交流センター

26 愛媛県 愛媛 第3回 6/27 愛媛県生涯学習センター

27 福岡県 福岡 第7回 5/15 そぴあしんぐう

28 福岡県 福岡 第8回 12/4 そぴあしんぐう

29 熊本県 熊本 第1回 12/19 熊本市託麻公民館

30 大分県 大分 第2回 11/28 未定

31 沖縄県 沖縄 第3回 12/19 沖縄県連盟事務局
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【カブスカウト課程】 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 北海道 北海道 第4回 7/18 北海道ボーイスカウト会館

2 福島 福島 第1回 6/20 国立磐梯青少年交流の家

3 茨城県 茨城 第5回 6/13 土浦市青少年の家

4 群馬県 群馬 第4回 6/20 群馬県青少年会館

5 埼玉県 埼玉 第3回 R4/3/27 未定

6 千葉県 千葉 第8回 6/27 千葉市中央コミュニティセンター

7 千葉県 千葉 第9回 12/19 東金青少年自然の家

8 神奈川 神奈川 第15回 5/23 神奈川スカウト会館

9 神奈川 神奈川 第16回 8/29 神奈川スカウト会館

10 神奈川 神奈川 第17回 10/24 神奈川スカウト会館

11 神奈川 神奈川 第18回 R4/3/27 神奈川スカウト会館

12 東　京 東京 第9回 6/6 国立オリンピック記念青少年総合センター

13 東　京 東京 第10回 10/24 国立オリンピック記念青少年総合センター

14 富山県 富山 第3回 11/28 呉羽青少年自然の家

15 石川県 石川 第2回 8/29 野々市市富奥コミュニティセンター

16 福　井 福井 第2回 R4/3/13 福井県生活学習館

17 長野県 長野 第4回 6/27 未定

18 岐阜県 岐阜 第5回 5/23 各務原市勤労会館

19 静岡県 静岡 第9回 5/23 静岡県青少年会館

20 静岡県 静岡 第10回 12/5 静岡県青少年会館

21 愛　知 愛知 第12回 10/31 未定

22 三　重 三重 第2回 6/20 鈴鹿第１団ハウス

23 京　都 京都 第4回 6/27 京都テルサ

24 奈良県 奈良 第3回 10/3 大和郡山市立三の丸会館

25 和歌山 和歌山 第2回 6/20 和歌山市河南コミュニティセンター

26 大　阪 大阪 第5回 10/24 大阪スカウト会館

27 岡　山 岡山 第2回 R4/3/6 岡山市津高公民館

28 広島県 広島 第3回 5/29 カトリック観音町教会

29 香　川 香川 第1回 10/24 香川県青年センター

30 愛媛県 愛媛 第1回 6/13 愛媛県生涯学習センター

31 福岡県 福岡 第7回 5/16 そぴあしんぐう

32 福岡県 福岡 第8回 12/5 そぴあしんぐう

33 長崎県 長崎 第1回 12/11 大村市中央公民館

34 熊本県 熊本 第1回 R4/2/6 熊本市花園公民館

35 宮　崎 宮崎 第2回 12/19 宮崎連盟野外活動センター

36 沖縄県 沖縄 第3回 1/23 沖縄県連盟事務局



 令和３年度県連盟開設指導者訓練　開設予定一覧
（令和4年1月11日現在）

【ボーイスカウト課程】 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 北海道 北海道 第4回 9/5 北海道ボーイスカウト会館

2 福　島 福島 第1回 6/20 国立磐梯青少年交流の家

3 茨城県 茨城 第5回 6/13 土浦市青少年の家

4 群馬県 群馬 第4回 10/17 高崎市民活動センターソシアス

5 埼玉県 埼玉 第3回 R4/3/27 未定

6 千葉県 千葉 第8回 6/27 千葉市中央コミュニティセンター

7 千葉県 千葉 第9回 12/19 東金青少年自然の家

8 神奈川 神奈川 第15回 5/23 神奈川スカウト会館

9 神奈川 神奈川 第16回 8/29 神奈川スカウト会館

10 神奈川 神奈川 第17回 10/24 神奈川スカウト会館

11 神奈川 神奈川 第18回 R4/3/27 神奈川スカウト会館

12 東　京 東京 第9回 6/13 国立オリンピック記念青少年総合センター

13 東　京 東京 第10回 10/31 国立オリンピック記念青少年総合センター

14 福　井 福井 第2回 R4/3/13 福井県生活学習館

15 長野県 長野 第3回 6/20 未定

16 岐阜県 岐阜 第5回 5/23 各務原市勤労会館

17 静岡県 静岡 第9回 5/23 静岡県青少年会館

18 静岡県 静岡 第10回 12/5 静岡県青少年会館

19 愛　知 愛知 第13回 10/31 未定

20 三　重 三重 第4回 6/27 鈴鹿第１団ハウス

21 滋　賀 滋賀 第3回 6/20 草津市市民総合交流センター【中止】

22 京　都 京都 第2回 10/24 京都テルサ

23 兵　庫 兵庫 第5回 11/7 こうべ市民福祉交流センター

24 和歌山 和歌山 第2回 10/31 和歌山市河南コミュニティセンター

25 大　阪 大阪 第7回 12/5 大阪スカウト会館

26 岡　山 岡山 第2回 R4/3/6 岡山市津高公民館

27 広島県 広島 第4回 5/22 カトリック観音町教会

28 山口県 山口 第4回 6/27 秋穂地域交流センター

29 香　川 香川 第1回 10/31 香川県青年センター

30 愛媛県 愛媛 第2回 6/20 愛媛県生涯学習センター

31 福岡県 福岡 第7回 5/15 そぴあしんぐう

32 福岡県 福岡 第8回 12/4 そぴあしんぐう

33 長崎県 長崎 第1回 12/12 大村市中央公民館

34 鹿児島県 鹿児島 第1回 12/12 鹿児島県連盟野営場

35 沖縄県 沖縄 第3回 R4/2/27 沖縄県連盟事務局
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【ベンチャースカウト課程】 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 北海道 北海道 第4回 7/18 北海道ボーイスカウト会館

2 茨城県 茨城 第5回 6/13 土浦市青少年の家

3 栃木県 栃木 第3回 R4/2/6 栃木県立美術館アートラウンジA

4 群馬県 群馬 第3回 10/17 高崎市民活動センターソシアス

5 埼玉県 埼玉 第3回 R4/3/27 未定

6 千葉県 千葉 第8回 6/27 千葉市中央コミュニティセンター

7 千葉県 千葉 第9回 12/19 東金青少年自然の家

8 神奈川 神奈川 第15回 5/23 神奈川スカウト会館

9 神奈川 神奈川 第16回 8/29 神奈川スカウト会館

10 神奈川 神奈川 第17回 10/24 神奈川スカウト会館

11 神奈川 神奈川 第18回 R4/3/27 神奈川スカウト会館

12 東　京 東京 第9回 6/13 国立オリンピック記念青少年総合センター

13 東　京 東京 第10回 10/31 国立オリンピック記念青少年総合センター

14 福　井 福井 第2回 R4/3/27 福井県生活学習館

15 長野県 長野 第4回 6/27 未定

16 岐阜県 岐阜 第4回 5/23 那加福祉センター

17 静岡県 静岡 第8回 5/23 静岡県青少年会館

18 静岡県 静岡 第9回 12/5 静岡県青少年会館

19 愛　知 愛知 第11回 10/31 未定

20 滋　賀 滋賀 第2回 10/31 大津市ふれあいプラザ

21 奈良県 奈良 第2回 6/6 大和郡山市立三の丸会館

22 大　阪 大阪 第5回 10/3 大阪スカウト会館

23 広島県 広島 第3回 5/30 カトリック観音町教会

24 福岡県 福岡 第7回 5/16 そぴあしんぐう

25 福岡県 福岡 第8回 12/5 そぴあしんぐう

26 沖縄県 沖縄 第3回 R4/3/13 沖縄県連盟事務局
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２ 団委員研修所 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 群馬県 関東 第24期 11/26～11/28 群馬県青少年会館

2 千葉県 千葉 第31期 10/8～10/10 【中止】

3 神奈川 神奈川 第36期 R4/2/11～13 川崎市青少年の家

4 東　京 東京 第34期 5/3～5/5 国立オリンピック記念青少年総合センター【中止】

5 長野県 長野 第30回 10/9～10/11 安藤百福センター

6 静岡県 静岡 第29期 5/2～5/4 静岡県立焼津少年の家

7 愛　知 愛知 第42期 10/9～10/11 未定

8 兵　庫 兵庫 第29期 11/21～11/23 【中止】

9 大　阪 大阪 第7期 7/23～7/25 大阪コロナホテル

10 香　川 中国・四国 第16回 9/18～9/20 香川県青年センター

３ コミッショナー訓練（試行） 灰色のセル…終了したコース　　赤字…更新された箇所

コミッショナーベーシックトレーニング

№ 開設県 名　称 期　数 期　 　　 間 場                所

1 宮城県 東北 第1期 9/23～9/26 松島自然の家【中止】

2 茨城県 茨城 第1期 9/23～9/26 土浦市青少年の家【中止】

3 千葉県 千葉 第1期 7/22～7/25 那須野営場

4 神奈川 神奈川 第1期 9/18～9/21 富士吉田市立青少年センター【中止】

5 新　潟 新潟 第1期 9/23～9/26 五頭連峰少年自然の家【中止】

6 愛　知 愛知 第1期 9/23～9/26 新城・吉川野営場【中止】

7 滋　賀 滋賀 第1期 11/20～11/23 淡海湖西生涯学習センター

8 福岡県 九州・沖縄 第1期 10/8～10/11 脇山野営場

コミッショナー任務別研修　地区コミッショナー課程

№ 場                所

1 宮城県 東北 第1期 10/9～10/10 宮城県連盟事務所【中止】

2 茨城県 茨城 第1期 12/4～12/5 土浦市青少年の家【中止】

3 千葉県 千葉 第1期 10/9～10/10 千葉市美術館

4 神奈川 神奈川 第1期 12/11～12/12 神奈川スカウト会館【中止】

5 新　潟 新潟 第1期 11/20～11/21 長岡市四郎丸コミュニティーセンター【中止】

6 愛　知 愛知 第1期 10/23～10/24 新城・吉川野営場

7 滋　賀 滋賀 第1期 R4/2/12～2/13 淡海湖西生涯学習センター

8 福岡県 九州・沖縄 第1期 11/6～11/7 県立社会教育総合センター

開設県 期　 　　 間


