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はじめに 

 

このたびは、ボーイスカウト奈良県連盟「はやまの森野営場」についてお問

い合わせ、ご予約いただきありがとうございます。 

この冊子は、皆様が気持ち良く、野外での生活をお楽しみ頂くためのルール

についてご理解いただくためのものです。利用に際しては本冊子をよく読み、

ご利用ください。 

はやまの森野営場とは 

 

 はやまの森野営場は、ボーイスカウト日本連盟に加盟する県内外のスカウト、

指導者を対象とし、野外生活の体験活動を通して、チームワークやウッズクラ

フトマンシップと自然の驚異や感動を体感する教育活動や各種訓練を行うため

の野営場です。管理運営は、ボーイスカウト奈良県連盟が行っています。 

野営場は、ボーイスカウト加盟員の優先利用を基本に、加盟員の活動や各種

訓練、その他県連盟主催行事等が無い時や施設整備作業などで支障のない時に

は、一般の皆様にご利用いただいております。一般の皆様にとっては不自由な

点も多々あるかと思いますがご理解の上ご利用ください。 

 

利用期間 

 毎年 3 月の春分の日～11 月の最終週の土曜日まで。(冬季閉鎖) 

 ※利用期間中でも施設整備等で利用制限や、臨時休場する場合があります。 

 

利用申込 

 利用日の２カ月前～6 日前までに、はやまの森野営場ホームページの WEB 予

約フォームからで申込みください。 

 ※当日利用の申し込みは、お受けできませんので必ず 6 日前までの事前予約

をお願いします。 

 また、お問い合わせ等の回答にお時間をいただく場合がありますのでご了承く

ださい。 
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お問い合わせ・申込先 

  

 

 

 

 

 

  

なぜ当日の申し込みができないか? 

野営場は、完全予約制です。このため予約なしで当日来場されても利用はで

きませんので、あらかじめご了承願います。 

キャンセル  

 申込み後のキャンセルは、すみやかに予約センター(090-8203-3996)にご

連絡ください。ホームページの問い合わせメールでも結構です。 

スタッフを皆様のお越しを今か、今かと待たせることになります‼ 

   野営場には、電話はございません。 

利用料金 

 野営場の維持管理、整備費として「維持協力金」のご負担をお願いします。

維持協力金は、利用開始当日に現地でお支払いください。 

30 名以上の団体利用や 3 泊以上連泊される方、期間中に利用者の出入りが

ある場合は、最終日の精算、または後日の精算振り込みが可能です。 

 維持協力金の額(一般の方) 

大人 

(中学生以上) 

子ども 

(小学生) 
未就学児童 

1 日 1,000 円/人 1 日 500 円/人 無料 

(例 1 泊 2 日の大人の方の宿泊利用の場合 お一人 2,000 円となります。) 

 加盟員の方 

成人指導者・スカウト 1 日 200 円/人  

 

有料施設 

スズラン、大型テントロッジは有料施設となります。料金はホームページを

ご覧ください。2022 年度よりキャビン、ビジターハウス、森の学校は使用で

きません。 

日本ボーイスカウト奈良県連盟事務局  

は やま の森野 営場 予約 センタ ー  

受付時間 8:00～20:00 

Mail ：camp-hayama@nara-scout.org  

URL: https://hayama.8m10.com/  

090-8203-3996 

file:///C:/Users/yasuyoshi/Dropbox/BS奈良県連盟/7野営場/④はやまの森野営場/はやまの森利用の手引/2020年度版　利用ガイドブック/@nara-scout.org
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利用場所 

 予約サイトを利用していただきます。利用者が多いときは当日の利用状況を

見て、利用場所を指定させていただくことがあります。混雑時はサイト変更等

ご希望にそえないことがあります。 

チェックイン・チェックアウト 

チェックイン、チェックアウトとも 9:00～16:00 の間で、時間厳守で

お願いします。混雑時はチェックアウト時間をお守りください。 

   早立ちされる場合は、チェックイン時に申し出てください。 

チェックイン 

 ① 到着されたら、ビジターハウスで、チェックインをしてください。 

 ② 受付で利用者カードに必要事項を記入ください。(グループ利用は申込者

の方が必ず記入ください。) 

 ③ 利用カード裏面の誓約書にも署名をして提出ください。 

 ④ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スクリーニングシートの提出

をお願いしています。当日朝に自宅で検温の上、ひとり一人シートを提

出してください。 

⑤ 使用場所の指示と利用上の注意事項の説明を受けてください。 

⑥ 維持協力金、施設利用料等は、この時スタッフにお支払いください。 

⑦ 薪が必要な時はこの時に申し出てください。(1 束 500 円) 

 ⑧ 有料施設をご予約いただいた方は、鍵をお受け取りください。 

 ⑨ チェックアウト時間等に変更のある時は、この時に申し出ください。 

 ⑩ スタッフが不在の場合は、管理室前の封筒に、利用カード、スクリーニ

ングシートと現金を入れ、封筒の表面に利用者名(申込者名、人数、泊数、

料金)を記載の上、赤のポストに投函してください。 

チェックアウト 

 ① 使用場所(テントサイト、かまど、水場、トイレ等)の清掃、整理整頓をお

願いします。 

 ② 発生したゴミや燃えカス、灰などはガイドブック又はスタッフの指示に

基づき処理してください。 

 ③ 貸与品(リヤカー、灰取りバケツ、スコップ、火バサミ等、防火用シート

等)はビジターハウスに返却ください。 
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 ④ サイト、水場、かまどなどの忘れ物の有無を確認してください。 

 ⑤ 全ての作業完了後スタッフに声掛けいただき、退場してください。 

 ⑥ 薪等の追加購入の場合は、料金を上記⑧と同様に投函してください。 

車の乗り入れ 

 中央広場とサイト内(林道を除く)への車両(バイクを含む)の乗り入れはでき

ません。 

・中央広場ご利用の場合は、管理事務所下に車両を停め、リヤカー、一輪車で

サイトまで荷物を運んでください。使用したリヤカー等は、速やかに管理事

務所までお戻しください。他の利用者の方がお待ちです。 

・荷卸しの終わった車両は、駐車場に移動してください。(他の利用者の来場、

荷卸しの支障となります。) 

・バイクは、管理スタッフの指示に従ってください。 

ドローン (航空法第２条 22 項に規定する無人航空機) 

 許可なく場内でのドローンの飛行はできません。 

 火気の使用 

・火災予防の徹底をお願いします。 

・A、B、C、D サイトは常設かまど使用の場合は、直火での炊事ができます。

常設かまどを使用されない場合は、焚火台、防炎シート、コンロ等を使用し

てください。 

・中央広場は、全面直火は禁止です。焚火台等を使用してください。 

・焚火台の下に敷く防火シートをお貸ししますので、必ず敷いてください。 

・使用後は完全に燃焼、消火し、燃えカスや灰は、ビジターハウス裏手の残炭

入れに処理してください。 

・キャンプファイヤーは、常設のキャンプファイヤー場を利用してください。 

 防火用水等の準備をお願いします。 

・打ち上げ花火、爆竹等、森林火災等を誘因となる危険物の使用は禁止です。 

薪の販売 

 炊事用やキャンプファイヤー用の薪は 1 束 500 円で販売しています。 

当日管理スタッフに申し出ください。また不要の薪等は引取ります。 
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飲料水 

 場内の水道は奈良市公営水道ですが、長期間利用が無いと受水タンクやパイ

プ内で滞留水となっています。このため必ず沸かしてから飲んでください。 

 また、水場での調理、食器洗い等はせず、ポリタンク等で汲み置き、サイト

での利用をお願いします。 

トイレ 

 2022 年度より、ビジターハウス、キャビン下のトイレが使えません。 

仮設トイレ(洋式)をご利用ください。仮設トイレは、A サイトと中央広場の分

岐点付近と C サイト入口付近にあります。 

・便器にはトイレットペーパー以外の物は流さないでください。 

・ペーパーの予備をトイレ付近に置いてあります。適時お使いください。 

 ・生理用品等はトイレ内の三角コーナーボックスに処理してください。 

・オムツについては処理できませんのでお持ち帰りください。 

シャワー 

 2022 年度よりビジターハウスのシャワーが使えなくなりました。近隣の民

間施設等をご利用ください。 

  近傍の入浴施設   ※営業時間等をお問合せ下さい。 

美榛苑 宇陀市榛原区福地 255 0745-82-1126 

大宇陀温泉あきののゆ 宇陀市大宇陀拾生 250-2 0745-83-4126 

福寿温泉 宇陀市榛原萩原 2662 0745-82-0575 

都祁福祉センター 奈良市藺生町 1922 番地の 8 0743-82-2624 

はり温泉ランド 奈良市針町 361 0743-82-2619 

ゴミ処理 

 ゴミはお持ち帰りが原則です。 

3 泊以上の団体利用は以下の通り処理してください。 

 ・ゴミは分別してゴミ集積所にお持ちください。 

 ・野犬、野良猫、カラス対策のため扉はきっちり締めてください。 

・空き缶、空き瓶等の不燃ゴミ、乾電池等の有害ゴミは回収されません。お持

ち帰りください。 
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ペット 

 ・場内ではゲージに入れるか必ずリードを付けてください。 

 ・糞尿は飼い主がきちっと処理してください。 

 ・普段から十分な躾をし、他の利用者の迷惑にならないようにしてください。 

 ・野生動物を追いかけさせないで下さい。 

飲酒・喫煙 

 スカウトや指導者は、人として日常的にしてはいけないことを学び、日常の

スカウト活動で実践しています。その一つに子ども達の前での喫煙やスカウト

活動中の飲酒の禁止も含まれています。 

 ・喫煙は決められた場所でお願いします。 

・度の過ぎた飲酒は控えていただきますようお願いします。 

ラジカセ・CD・楽器等 

静かなやまの森でキャンプを楽しみにされている利用者の迷惑となりますの

で、大音響での使用はご遠慮くださり、イヤフォン等でお楽しみください。ま

た、夜遅くまで大声での歌や談笑もおつつしみ下さい。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「野営場利用スクリーニングシー

ト」の提出をお願いしています。利用承諾書と一緒にメール配信されるシート

に必要事項を記載し、利用当日受付に提出してください。 

 利用当日、奈良県に緊急事態宣言が発出されている時は野営場を閉鎖します。 

また、自治体の感染症拡大防止策協力するため、利用当日のお住まいの自治

体に緊急事態宣言が発出された時は、その方の利用を制限させていただきます。 

まん延防止重点措置が発出された時は、各自治体の指示に従い利用の自粛を

お願いします。 

★野外での活動であっても気を許すことなく各自が、マスクの正しい着用、 

テント内の換気、手指の消毒、2m 以上の距離の確保し、感染経路を遮断し

て感染拡大防止にご協力ください。 

★飲食は、多人数、長時間、大声での会話を控えてください。 
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急病・ケガ 

 ・ファーストエイドキット(個人救急セット)、持薬、体温計等ご持参ください。 

 ・応急処置等で対処できない時は、管理事務所に近くの病院、消防署等の連

絡先を掲示していますので、各自で適切に対処してください。 

 ・対処法等が分からない時は、「奈良県救急安心センター相談ダイヤル」に、

こどもの急な発熱などの相談は「こども救急電話相談」にご相談ください。 

相談窓口 
携帯電話プ

ッシュ回線 
ダイヤル・IP 電話 備考 

奈良県救急安心セン

ター相談ダイヤル 
#7119 0744-20-0119 

24 時間受付 

(薬の相談を除く) 

こども救急電話相談 

(15歳未満の子ども) 
#8000 0742-20-8119 

平日１８時～翌朝 8 時 

土曜 13 時～翌朝８時 

日祝 ８時～翌朝８時 

救急 119 症状が重篤な場合、救急車が必要な場合 

  

救急車の要請と誘導 

 ①119 につながったら、「救急です」「携帯で救急車をお願いしています。」 

  (携帯電話の場合、携帯受信局を管轄する消防本部にかかります。このためはやまの森野営

場を管轄していない消防本部につながる可能性があります。 

  管轄の消防本部に転送されますのでそのままお待ちください。) 

 ②場所は「ボーイスカウトはやまの森野営場(旧奈良県野外活動センター第 2

センター)のどこそこ」と告げてください。 

住所は「奈良市都祁吐山町 3370 番地」です。救急隊員は細かい場所まで

不案内です。 

 ③「どうしましたか?」聞かれますので、事故、病気の状況、特に意識・呼吸・

嘔吐の有無、出血の状況、自力歩行の不可等簡潔に答えてください。また

救急隊員の質問に答えてください。 

 ④「おいくつの方ですか?」と聞かれますので、救助を要請する者の名前、性

別、年齢などわかる範囲で答えてください。 

⑤「あなたの名前と連絡先をおしえてください」と聞かれますので、救急要請

した者の名前、続柄、連絡先(携帯番号)等をお知らせください。 

 ⑤救急出動が告げられ、救急車のサイレンが近づいてきたら、野営場の看板

のある三差路まで、携帯電話を持って誘導に向かってください。夜間は懐

中電灯やライトが必要です。 
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 ⑥受傷者・病人が子供の場合やグループのメンバーの場合は、保護者又は代

表者の同乗が求められます。その際保健証と現金をお持ちください。 

⑦撤収のいとまがないときは、テントや荷物等はそのままで貴重品のみ持参 

して退場し、後日撤収においでください。その際予約センターにご一報くだ

さい。 

AED(自動体外式除細動器) 

  AED は事務所にあります。 

 災害時の一時避難場所 

 キャンプ中に天候の急変、台風の接近等で災害発生の恐れがある場合は、早

めに撤収、帰宅、避難されることをお勧めしています。 

・緊急避難を要する時は、雨具、防寒着、寝袋、懐中電灯、非常食料、飲み水、

携帯電話、ラジオ、貴重品等必要な物を持って、全員そろって近くの堅牢な

建物に避難してください。 

 

・最寄りの避難場所は次表のとおりです 

利用場所 避難場所 備考 

A サイト 

すずらん 

・下見と避難ルートの確

認をお勧めします 

・施設が施錠されている

場合、壊してお入りくだ

さい。 

B サイト 

C サイト 

D サイト オクタゴン(雨天ファイアー場) 

中央広場 オクタゴン 

  ※鍵等を壊して避難利用された場合は、後日予約センターに連絡ください。 

災害発生のおそれ 

 暴風雨、大雨、洪水等の予警報の発令時等の対応 

 

ア、台風の接近、直撃等により警報等の発令の予見、又は発令によりはやまの

森野営場周辺に災害のおそれがあると判断される時には、利用の停止、退

場の指示、若しくは閉場の措置をとることがあります。 

 イ、警報解除後にあっても、一定期間閉場する場合があります。 
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  野営場は、山間部にあり上流域には砂防ダムも建設されています。このた

め大雨による土石流やがけ崩れ、暴風による倒木などの発生が見込まれます。 

 

このような場合は、野営場の利用を控えて(自粛して)ください。無理をして

キャンプすることに何も得るものはありません。またの機会でのご利用をお待

ちしています。自粛される場合はインフォメーションセンターにご連絡くださ

い。 

 

  また、台風通過後も大雨や暴風雨のため野営場施設の損傷や道路の通行止

めのため利用できない場合があります。野営場の利用が確認されるまで利用

を停止しますので、インフォメーションセンターに確認してください。 

自己責任・自己解決 

 はやまの森野営場は、自然に満ち溢れた環境にあります。 

時として台風や天候の急変に伴い暴雨風、落雷、河川の増水・氾濫、土砂崩れ

などの自然の脅威に満ちています。また、蜂や蛇、イノシシ、野犬、カラスな

ど人に害を及ぼす恐れのある鳥獣の良い住処となっています。山にはウルシ、

火炎茸などの有害植物もあります。 

スカウト達には、常日頃「自分で考え」、「自分で行動し」、「自らその結果に

責任を持つ」という教育をしています。一般利用者様にもこの考え方を理解し

ていただき、ご自身やメンバーの行動について『自己責任、自己解決』を実践

していただくことを一般利用の前提としています。 

禁止行為 

野営場においては、次の各号に掲げる行為は禁止します。 

① 野営場施設を損傷し、又は汚損すること。 

② ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 

③ 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

④ 土地の形質を変更すること。 

⑤ 鳥獣類、魚類、指定された昆こん虫類等を捕獲し、又は殺傷すること。 

⑥ 立入禁止区域に立ち入ること。 

⑦ 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。 

⑧ 指定された場所以外の場所で焚火をすること。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvn66p9N_gAhVO6bwKHY7dA_8QjRx6BAgBEAU&url=https://photosku.com/photo/5910/&psig=AOvVaw3xsHS8i7YLG9daE8tiG9Ot&ust=1551494160320796


10 

 

利用の制限と取消 

野営場(附属設備を含む。) の利用が次のいずれかに該当すると認めるときは、

その利用承諾の取消し、又は利用の制限し、停止をすることがあります。 

① 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき 

② 野営場を汚損する恐れがあるとき 

④ 他の利用者に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者 

⑤ 他人に迷惑となる行為をするおそれがある者 

⑥ 使用上、管理上支障があるとき。 

⑦ その他スタッフが不適当と認めるとき。 

 空間・時の共有 

利用者同士が同じ環境、時間を共有し、互いに気持ち良く、有意義な野外生

活を過ごしていただけることが良い野営場の条件であると我々は考えています。

この点についてもご理解、ご配慮、ご協力をお願いします。 

他のキャンプ場では、心無い利用者の行動により利用者間や隣接土地所有者、

地元のお住まいの方とのトラブルが発生し、その対応に苦慮し、規制が厳しく

なっています。また、言い争い、喧嘩、大声や奇声を発するなど他の利用者や

青少年に不安や嫌悪、危害を及ぼす恐れがある時は厳重に注意をさせていただ

きます。 

再三の注意にも改善されない場合は、退場措置を取るとともに、今後の利用

を断りさせていただきますのでご了承ください。 

こうしたことから、利用にあたっては巻末の利用誓約書をご確認の上、ご署

名の上、管理スタッフに提出ください。 

 

おわりに 

この素晴らしい環境を、次世代を担う青少年達の教場として大切にしていた

だき、家族とのふれあいや疲れた時の心の拠り所としていただくとともに、た

まにはひとりじっくりと自分と向き合うことのできる場として繰り返しご利用

いただければと思います。はやまの森はいつでも皆様を歓迎いたします。 

皆様のキャンプの一日、一日が、有意義で、素晴らしいものとなることをお

祈りします。 

  



 

 

 

 

  公共交通機関利用者の方は、榛原駅北口から奈良交通バス「国道針行き」   

に乗車、「第 2 センター前」で下車してください。(自由乗降区間ですので乗

車時に運転手に告げていただくと止まってくれます。) 

  タクシー乗り場は南口にあります。 

はやまの森野営場 案内図 

 


