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第 18 回日本スカウトジャンボリー

関東ブロック千葉県連盟会場

第 21 回千葉県キャンポリー

エンジョイ・キャンポリー

～冒険、未来の君のために～

『参加隊食材配給マニュアル』

≪隊指導者の皆様へ≫

令和４年 8 月 6 日(土)～8 月 11 日(木)

千葉県富津市新富

株式会社荏原製作所 富津事業所所有地

日本ボーイスカウト千葉県連盟

21CC ＦＳＤ部（フードサービス部）
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１．配給の概要

本大会に参加するスカウト及び隊指導者の食材として、ＦＳＤ部(フードサービス部)が、大会実

施期間中の令和 4 年 8 月 6 日(土)の夕食から 8月 11 日(木)の昼食まで、全 15 食を配給致します。

配給の方法、食材、数量、発注方法などについては以下のとおりです。

２．配給方法について

（1）大会会場における配給場所

配給場所は、下図の大会本部サイトの東端にマーキーテントを設営し提供致します。

【配給場所位置図】

   注：他の資材や機器の配置関係から、場所が変更になる可能性があります。

その際には、本マニュアルの更新版にてお知らせいたします。

（2）配給を受けられる時間

隊単位で「4．配給食材の発注について」で説明する方法に基づき発注頂いた配給食材は、配給方

法は、朝食と昼食を一緒に①5:00～7:00、夕食は②15:30～17:00 と、1 日 2 回とします。参加隊単

位で配給します。

朝の配給については、朝の作業をスムーズに進めるために起床時間前の 5 時から配給します。

（3）配給方法

配給には、参加隊のスカウトが配給場所へ来て頂き、「4．配給食材の発注について」で説明す

る方法に基づき事前に発注をすると大会開催前にフードサービス部から送られてくる発注伝票

(ア)を持って入場し、フードサービス部員と控えの発注控え伝票(イ)を照合の上(ア＝イ)、参加

隊毎に主食、副菜の材料を配給します。

売店

配給場所
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3．配給食材について

（1）大会期間中の配給食材メニューと数量

フードサービス部からは、生鮮野菜、肉類、魚類、加工品、氷、麺類など決められた各配給の

食材のみを提供することとし、調味料や白米は配給いたしません。

大会期間中の配給食材と数量(１セット＝3 人当りの分量)は、次ページ表のとおりです。

注意：「スカウトガイド」に記載した配給食材と多少変更がありましたのでご確認ください。

（2）配給されない食材などについて

フードサービス部からは食材だけを提供するため、例としてのメニュー(案)は提示しました

が、メニュー(献立)は参加隊の班単位でスカウトに考えて頂き、工夫したメニューを考えて頂き

ます。

班で決まったメニューに基づき必要となった、配給される以外の追加食材、調味料、お米・パ

ンなどは各隊でご用意して頂きます。

アレルギー対応での代替品も対応しかねますので、各隊にてスカウトと話し合った上で、御用

意下さい。

【配給されない食材等】

① 米・パン・調味料

② その他(追加)食材

参考図：配給所レイアウト
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注意：申し訳ございませんが業者との調整等によって、「スカウトガイド」に記載した配給食材と多少変

更がありましたのでご確認ください。

【大会期間中の配給食材メニューと数量(1 セット単位 3 人分の量)】その 1

『  』内は、例としてのメニュー(案)です。

配給された食材や追加食材を考えて、班のみんなで仲間達のアレルギーに配慮してあげた、工夫し

たメニューを考えられるようにスカウトへご指導ください。

配給する食材(案)

(1 セット単位 3人分)

班で決めた

メニュー

必要な主食や

調味料、追加食材

６日(土) 夕食

豚バラスライス 150ｇ、もやし 1袋

エノキ 1束、玉ねぎ 1個、春雨スープ３袋

『ホイル焼き』

７日(日)

朝食

卵 3個、トマト 1個、豚ひき肉 150ｇ

玉ねぎ 1個、ｲﾝｽﾀﾝﾄ味噌汁 3袋

『トマトオムレツ』

昼食

おにぎり(鮭)3個、おにぎり(おかか)3 個、

魚肉ｿｰｾｰｼﾞ 3 本、バナナ 3本、

野菜ｼﾞｭｰｽ 200ml ３本

『携帯食』

夕食

甘塩鮭 3切、大根 0.25 本、長ネギ 1本、

ニンジン 0.5 本、じゃがいも 3個、

しめじ 1パック、こんにゃく 1枚、

卵とうふ３丁

『鮭汁』

８日(月)

朝食

卵 3個、ロースハム 6枚、

キャベツ 0.25個、カップスープ３袋

ヤクルト３本

『ハムエッグ』

昼食

流水麺うどん 3玉、卵 3個、

わけぎ・青ネギ１本、揚げ玉１袋

『冷やしうどん』

夕食

キャベツ 0.5 玉、もやし 3袋、

玉ねぎ 1個、豚こま肉 300ｇ、

ｲﾝｽﾀﾝﾄ味噌汁 3袋

『野菜炒め』

※食材を有効に使うよう、また、発生するゴミの量を最小限に減らせるようにスカウトに御指導下さい。

※汚染につながる生活排水に気を付けて処理するようにスカウトへご指導ください。
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【大会期間中の配給食材メニューと数量(1 セット単位 3 人分の量)】その 2

『  』内は、例としてのメニュー(案)です。

配給された食材や追加食材を考えて、班のみんなで仲間達のアレルギーに配慮してあげた、工夫し

たメニューを考えられるようにスカウトへご指導ください。

配給する食材(案)

(1 セット単位 3人分)

班で決めた

メニュー

必要な主食や

調味料、追加食材

９日(火)

朝食

バターロール 6個、レタス 0.5 玉

ｿｰｾｰｼﾞ 3 袋、カップスープ 3袋、

野菜ｼﾞｭｰｽ 200ml ３本

『洋朝食』

昼食

おにぎり(鮭)3個、おにぎり(昆布)3 個、

パックゼリー3個、ミートボール 3袋

『携帯食』

夕食

鶏むね肉 300ｇ、玉ねぎ 2個

トマト缶 2缶、大豆水煮 1缶

『チキンシチュー』

10 日(水)

朝食

バターロール 6個、レタス 0.5 玉

ロースハム６枚、スライスチーズ６枚

カップスープ３袋、野菜ｼﾞｭｰｽ 200ml 3 本

『洋定食』

昼食

焼きそば 3玉、豚コマ肉 150ｇ

キャベツ 0.5 玉、もやし１袋、揚げ玉１袋

みかんゼリー３個

『焼きそば』

夕食

牛バラスライス 240ｇ、玉ネギ 1個、

しらたき１パック、野菜ｼﾞｭｰｽ 200ml 3 本

『牛丼』

11 日(木)

朝食

コーンフレーク 1箱、牛乳 200ml 3 本

バナナ 3本、ヨーグルト 3個

『シリアル朝食』

昼食

メロンパン 3個、ソーセージパン 3個、

パックゼリー3個、野菜ｼﾞｭｰｽ 200ml 3 本

『携帯食』

※食材を有効に使うよう、また、発生するゴミの量を最小限に減らせるようにスカウトに御指導下さい。

※汚染につながる生活排水に気を付けて処理するようにスカウトへご指導ください。
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4．配給食材の発注について

（1）発注期間と締め切り

食材の発注に関しては、隊において参加するスカウト数、隊指導者数などを集計して頂き、7 月

15 日(金)までに以下の URL にて月日別、毎食別に隊としての合計セット数を発注して頂きます。

1 セットは 3人分を目安にご用意いたします。班ごとにセット数を把握して頂き、隊の合計値を

発注ください。

   【発注 URL】

https://forms.gle/GvoPYKFtk3cX3WcM9

    ＜(例)富津第 8 隊の●月▲日の夕食の発注＞

    ①発注事前調査

      ・Ａ班におけるスカウト数 5 人＋隊指導者 1 人＝計 6 人 ⇒ 2セット

      ・Ｂ班におけるスカウト数 3 人＋隊指導者 1 人＝計 4 人 ⇒ 1セット

       ・Ｃ班におけるスカウト数 6 人＋隊指導者 2 人＝計 8 人 ⇒ 3セット

★合計 6 セットを発注

                      ↓

    ②発注

     ★発注 URL にて、●月▲日の夕食は 6セット発注

                      ↓

    ③発注の受付

      ★ＦＳＤ部より発注伝票が送られてくる。富津第 8 隊●月▲日夕食「6 セット」

      （ＦＳＤ部でも、富津第 8 隊●月▲日夕食「6 セット」発注伝票の控が残る）

                      ↓

    ④当日(●月▲日)

      ★配給場所に富津第 8 隊●月▲日夕食の発注伝票を持参する。

      ★ＦＳＤ部に提出。発注伝票の控を照合の上、発注された配給食材を提供する。

（2）変更等について

参加するスカウトの大会参加への変動などに考慮し、変更の理由(※)によっては 7 月 20 日(水)

までは各隊 1 回のみ変更に応じます。(※発注 URLに変更理由とともに変更セット数をお送りくだ

さい。)

しかし、集計ミスやトラブルの回避のためにも、参加スカウト数の把握や不確定要素などに十分

配慮の上、締め切り日 7 月 15日(金)までに参加人数を確定して頂き、最終の発注をして頂けるよ

うにご協力下さい。

人数が確定できないなどの理由で、7月 15 日(金)までに発注を頂けない場合は、食材の提供は

出来ません。また、参加費の一部返却金にも応じることは出来ません。

人数の確定が困難な場合は、数量を 1人分少なく発注して頂く等の対処をお願いいたします。

注意：参加申し込みの人数は実行委員会で把握しております。参加人数以上の多大な発注(例：5

人で 3 セット発注)があった場合には、当部において連絡先を頂いております隊指導者へご連絡

上、発注数を減量させて頂きます事をご了承ください。
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5．氷について

   氷については１隊につき以下の品目と量を配給いたします。

(1)ロックアイス（600ｇ入りパック）(細かく砕いた飲料用に適した氷)

1 日１隊当たり、5 パックを 8月 6 日(土)～８月 10日(水)までの５日間配給致します。

配給は毎日 15:30～17:30 の間に、大会本部サイトに設営する「売店」にて氷引換券と交換に隊

ごとに配給を行います。

(2)貫目氷(１貫サイズ 125 ㎜×260 ㎜×130 ㎜、約 3.75 ㎏)(食材等保存用のブロック氷)

1 日１隊当たり、基本 1貫(約 3.75 ㎏)を 8 月 6 日(土)～８月 10 日(水)までの５日間配給致しま

す。(1 隊当りの参加者数(スカウト＋隊指導者)が多い隊については、人数に応じて 1.5 貫目～2.0

貫目を配給できるように調整しております。)

配給はロックアイスと同様に、毎日 15:30～17:30 の間に、大会本部サイトに設営する「売店」

にて氷引換券と交換に隊ごとに配給を行います。

  (3)氷引換券の受け取り方法

   氷引換券は 5日分をキャンポリー会場入場時に受付で配布いたします。

  (4)氷の有償販売

配給された製氷よりも足りない場合などに対応して、貫目氷(1.7㎏)のみ有償での販売を行いま

す。

購入希望者は、隊名・隊長(責任者)名・貫数・使用用途を指定の用紙に記載をし、購入希望日

の前日15時までに売店へ提出、金額を事前に支払いの上、翌日の売店営業時間内に商品引取りを

するものと致します。

金額は、貫目氷 1 貫目で 300円(予定)で販売致します。

注：仕入れ業者との価格変動により、販売価格が前後する可能性があります。その際には、本

マニュアルの更新版または店頭にて告知いたします。
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6．その他

（1）売店

   ア．期 間

大会期間中の 8 月 5日(金)の正午 12 時から、大会終了前日の 8 月 10 日(水)夕方 6 時まで

  イ．場 所

    大会本部サイトにて営業いたします。

【売店位置図】

※他の資材や機器の配置関係から、場所が変更になる可能性があります。

その際には、本マニュアルの更新版にてお知らせいたします。

   ウ．営業時間

・通常の営業時間：9 時～夕方 6 時まで

・8 月 5 日(金)：正午 12 時～夕方 6 時まで

※通常時は上記の時間としますが、夜間のプログラムなどが実施される時などはプログラム部

と調整の上、店頭に張り紙などをしてお知らせしながら営業時間の変更を行う予定です。

※8 月 11 日は営業いたしません。

売店

配給場所



9

  エ．販売品目

販売品目は、以下に示す商品、かつ、調理を必要としない食品、飲料、氷等を現金でのみ販売

します。

「菓子類」

・カロリーメイト等の補助食品

・チョコレート類の糖分を摂取できるもの

・クッキー類の糖分を摂取できるもの

「飲料類」

・ミネラルウォーター、お茶、スポーツドリンク、ジュース等の飲料

・アイスクリーム

「食品」

・カップラーメン

「製氷」

※仕入れの関係から、販売品目が変更になる場合があります。

※また、在庫の関係から早めに販売が終了する品目が発生する可能性があります。

   「富津市指定ゴミ袋」

    ①可燃ごみ、②資源ごみ、③容器プラスチック

    以上の 3 種類を原価で現金でのみ販売いたします。

    ※ゴミの収集の仕方や回収場所については、キャンプサービス(CSD)部より発信いたします。

  オ．販売対象者

   下記の方々に売店にて販売する予定としています。

   ①参加隊のスカウトや隊指導者の方々

②大会関係者、大会奉仕者

③ご見学のスカウトや一般者

  カ．購入方法

購入方法は、以下のとおりとします。

基本的に購入量に制限は設けないものと致しますが、想定している在庫量を超えてしまった場

合は、希望の商品を購入できない場合もございます。

製氷については P7「氷について」の記載のとおりになります。

注：仕入れ業者との価格変動により、販売価格が前後する可能性があります。その際には、本

マニュアルの更新版または店頭にて告知いたします。

キ．販売方法

販売方法は、以下のとおりと致します。

売店内での現金による対面販売とするため、原則としてサイトへの配達は行いません。

売店設置の目的が収益では無い為、仕入れ価格に近い価格設定で販売致しますので、奮ってご購

入頂けるようにスカウトへお伝え下さい。
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（2）参考資料

追加食材、調味料など事前に隊で揃えて頂くものの、緊急を要する追加調味料などが発生したと

きは大会会場から北西へ約 2.2 ㎞離れた場所(車で約 5 分)に、イオンモール富津があります。

●「イオンモール富津」

   住所：富津市青木 1-5-1

専門店        ：ＴＥＬ0439-80-1700

            営業時間 10：00～20：00

イオン富津(総合スーパー)：ＴＥＬ0439-80-1800

営業時間：8：30～22：00(1Ｆ食料品)

     9：00～20：00(2Ｆ衣料品)

     ＡＴＭ：千葉銀行、千葉信用金庫、イオン銀行

7．問い合わせについて

  本マニュアルの内容に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

  ＜食材配給＞

  ・ＦＳＤ部スカウトフードサービス班長   ：高浦 英一(市原第 6 団)TEL：090-7779-5292

  ・ＦＳＤ部スカウトフードサービス班付副部長：南 正晃 (四街道第 1 団)TEL：090-7258-4268

  ＜売店＞

  ・ＦＳＤ部フードセールスサービス班長   ：古越日出登(浦安第 2 団) TEL：090-2740-4172

  ＜総括責任者＞

   ＦＳＤ部長               ：大作 寛 (市川第 1 団) TEL：090-4840-1325

イオンモール
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日本ボーイスカウト千葉県連盟

第 21 回千葉県キャンポリー ＦＳＤ部（フードサービス部）

（21CC Food Support Department）


