とくしま まんなかマルシェ出店募集要項 ３ｒｄ
吉野川市役所

＋

吉野川市民プラザ

※社会情勢（新型コロナウィルス感染症）等の影響で本事業自体が中止になる場合があります。
※赤字は修正及び追記になります。
趣旨

若い世代が暮らしやすく活気ある吉野川市を目指し、若い世代や移住者同志が繋がり交
流できる場としてマルシェを開催します。また、マルシェを通じて吉野川市の移住促進
も行い、いつまでも活気あるまちであることを目指したいと考えています。そして地元
の子供たちにも参画していただき、一緒に地域を盛り上げたいと思います。

内容

吉野川市やイベントを盛り上げようとしてくれる屋台を中心とした飲食店や、若い世代
や移住者による新しい発想のお店、手作り製品やセレクト商品、農産物のお店等。
そのほか、子どもが楽しめる遊びのコーナーやワークショップ、インスタ映えするアー
ト、音楽ライブやパフォーマンスなど、訪れたみんなが楽しめて、吉野川市の良いとこ
ろを実感できるような、そんな場になればと思っています。
また、移住ＰＲコーナーを設置し、移住相談や物件紹介など移住希望者に必要な情報を
提供し、地域と繋ぐ窓口となります。

開催日時

２０２０年９月５日（土）１0：００～１7：００（吉野川市役所）
２０２０年９月５日（土）１0：００～１5：００（吉野川市民プラザ）
２０２０年９月６日（日）１０：００～１５：００（吉野川市役所・吉野川市民プラザ）
※小雨決行、荒天は中止とする。開催前の天候により、会場の状況次第で開催できない
場合もあります。中止の場合は、イベント当日の午前６時までにホームページ、ＳＮＳ
で報告いたします。

開催場所

吉野川市役所
徳島県吉野川市鴨島町鴨島１１５-１

来場見込み数

延べ １０，０００人
※天候及び社会情勢（コロナ等）等の影響により来場数が見込めない場合があります。

募集期間

２０２０年３月６日(金)～２０２０年７月３１日(金)
出店者には、選考の結果を随時ご連絡いたします。
選考基準についてのお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。

出店資格

原則、開催テーマに沿ったものとし、下記のいずれかに該当するものとする。
・吉野川市や徳島県を元気にしたいという思いのある人
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・こだわりや情熱をもって作っているもの、販売しているもの
・手作りのもの
・独自の視点でセレクトしたもの
・物づくりや体験等のワークショップ
・子どもが楽しめるワークショップや遊び等
依頼事項
・マルシェの設営、撤収、当日お手伝い頂ける方も募集しております。ボランティアを
募集していただける方はご協力をお願いします。
※原則、飲食店は専門店に限らせていただきます。ただし、特種店舗は相談に応じます。
※原則、飲食店は１品目につき１店舗とさせていただきます。ただし、人気品目の店舗、
主催者が許可を出した場合は複数となる場合があります。
※飲食店以外の物販及びワークショップ等その他の店舗につきましては複数の店舗に
なる場合があります。ただし原則、規制は設けていませんが主催者が状況をみて同じ
商品を販売等する店舗が多数、重なった場合は規制する場合があります。
※飲食店は、２日間ともに出店可能な方に限らせていただきます。また、撤収時間は 9
月 5 日は１７時、9 月 6 日は１５時となります。
※公序良俗に反するものや、反するおそれのあるもの。政治、選挙活動、特定の思想・
信条・宗教に関するものは出品できません。
※出店資格、出店内容、出店スペース等により出店をお断りする場合があります。また、
出店品目が多数重なる場合は、実行委員会で厳選させていただきます。この場合、選
考基準についてのお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください
※飲食関係の販売については、イベント等での臨時営業許可や移動食品の営業許可を取
っている方に限る。
※全体のゴミ拾いを１日目（９月５日）１７時。２日目（９月６日）９時と１５時にさ
せていただきます。各店舗のご協力をお願いします。
※本催しは地域活性化及びまちづくり（まちおこし）のボランティア運営であり、イベ
ント会社などの主催ではないことを理解ください。また、出店していただくにおいて、
横暴・横柄な自己中心的な方や地域活性化及びまちづくり（まちおこし）に賛同いた
だけない方のご出店はご遠慮申し上げます。
※3 蜜を避ける対応をお願いします。徳島県及び吉野川市から出されるコロナ感染症対
策を必ず行ってください。
※各店舗で「消毒用アルコール製剤」を設置し、店舗内及びお客様が触れる可能性があ
る場所を１時間以内ごと、またはその都度、必要性のある時に消毒を実施してくださ
い。
※出店者及びスタッフは、必ずマスクを着用してください。また、検温（※主催者確認
チェックします。37.5 度以上の方は出店不可）
、手洗い、うがい、アルコール消毒を
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実施してください。
※出店者及びスタッフが発熱、呼吸器症状、くしゃみ、咳、唾が出る場合や体調不良、
強いだるさ（倦怠感）を感じたときは出店を取りやめてください。
※出店者及びスタッフ、来場者に異常があると感じられる場合は即座に主催者に報告を
してください。
※出店者の体調不良・感染症（新型コロナウィルス感染症・インフルエン等含む）によ
る出店取りやめによる返金は致しません。
※できる限りパック包装、個包装の対応をお願いします。
出店に関して

出店者はいかなる場合にも本規約を遵守しなくてはいけません。違反する行為・第三者
への迷惑行為・公序良俗に反する行為・実行委員会の指示に従わない行為と実行委員会
が判断した場合は、即刻出店取り消し又は出店の拒否、排除するものとします。この場
合、実行委員会及び共催団体は損害賠償の責は一切負いません。
・申込者(未成年の場合は保護者の承諾が必要)が出店するものとします。必要に応じて
身分証明書のご提示をお願いする場合があります。
・実行委員会指定の申込方法に従った申し込みを行うものとします。連絡が取れる電話
番号、送受信可能なメールアドレスを必ずご記載ください。
・出店に際し必要と考えられる各種申請などは出店者で適宜行い、実行委員会へ証票を
提出してください。
・会場内に飲食スペースは、設けません。

出店料

① 物販での出店 １日 横 3ｍ×奥行 3ｍ以内 7,000 円（合同出店は２店舗まで）
② 物販での出店 ２日 横 3ｍ×奥行 3ｍ以内 14,000 円（合同出店は２店舗まで）
③ 物販での出店 １日 横 2ｍ×奥行 2ｍ以内 5,000 円（１店舗のみ。合同出店禁止）
④ 物販での出店 ２日 横 2ｍ×奥行 2ｍ以内 10,000 円（１店舗のみ。合同出店禁止）
⑤ 飲食（当日、会場内で調理・盛付を要する物）での出店 ２日
横 3ｍ×奥行 3ｍ以内 20,000 円
⑥ その他（①～⑤に当てはまらないワークショップ等）
原則、出店料及び撤収時間は物販と同じ
※吉野川市民プラザは、１日＋2,000 円になります。
お振込先
阿波銀行 鴨島支店 普通 1404386
とくしままんなかマルシェ実行委員会 会計 有持政治
※金額は２日間の出店料になります。（物販のみ１日のみの出店可能ですが、できる限
り２日間の出店をお願いいたします。）
※出店申し込みの際に①～⑥でお答えください。
※出店者は実行委員会からの連絡後に指定方法に従い、３日以内に出店料をお支払いく
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ださい。
※地面の状態でブースの大きさが厳密ではない時があります。ご了承ください。
※テントについては必ず設置してください。
※店舗ごとに看板等、店舗名を分かりやすく設置をお願いいたします。
（看板や商品の
写真・イラストを設置して、お洒落な飾付や可愛い飾付をしている店舗の方が、売上
が多いように思います。）
※机、椅子、台車が必要な方は自前でご用意ください。運営側でお貸しできる設備はご
ざいません。
※電源が必要な方は、延長コード（コードリール）等も含めてご自身でご用意してくだ
さい。会場の電源は使用できません。
※集金後の出店料の返金はいたしません。
※イベント中止の場合でも、広告費及び設備、事前準備等に費用が掛かるため出店料の
返金は致しません。
※出店場所は実行委員会が指定し、出店者はそれに従うものとします。実行委員会は出
店者からの場所の指定、苦情、陳情などを一切受け付けないものとします。また当イ
ベント開催日当日に実行委員会の判断により出店場所の移動指定された場合も含ま
れるものとします
※出店者紹介、出品する商品、当日の出店の様子をおさめた写真は実行委員会が運営管
理する当イベントの HP や Facebook 等 SNS サービス及びパンフレット等印刷物、雑
誌、メディア等への掲載について承諾するものとします。
※ペットの販売及び入場は禁止させていただきます。
厳守事項

【飲食・加工食品】
①飲食においては、原則、徳島県下で露天営業の許可を受けていて、その設備を持ち込
みできるものに限る。
②加工品においては、事前に保健所の許可を受けている場所で製造されたものに限る。
③出店内容に応じ、各自で保健所の許可や届け出を行ってください。
当日は許可証のコピーを持参し、各店舗の見やすい場所に掲示してください。
※ただし、以下のものは営業許可が不要です。
・野菜等の収穫物、白餅（餡が入っていないもの）、ポップコーン、わたがし、パット
ライス（成型したりチョコをかけたりしていないもの）、焼き芋、焼きトウモロコ
シ、焼き栗の製造販売。
・加工食品、飲み物、野菜等の販売にともなった少量の試食。
④商品の鮮度管理、取扱者の手洗いなどの徹底など、衛生面に十分配慮いただきますよ
うお願いします。また、各店舗において、手袋の着用、消毒液の設置等を行ってくださ
い。
⑥ 火気の取り扱いについては次の通りとします。
・電源の供給は行いません。電源が必要な方は、各自発電機を使用してください。
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・ガス及び炭による調理等を行う出店者においては、出店店舗内に消火器（ＡＢＣ型対
応、使用期限（製造から８年）が切れていないもの）を携行してください。
・プロパンガスにあっては転倒防止策を講じてください。（紐でテントの支柱に固定す
るなど。
）
・灯油、ガソリン等の危険物の持ち込みを一切禁止します。
・火気器具（コンロ）は、安定した不燃性の耐火ボードなどの上で使用してください。
（コンパネ等の可燃性のものは不可）
・コンロに風除け等を目的とする囲いをするときは、周囲１５センチ以上は距離をとっ
てください。不燃性のもので行う場合はこの限りではない。
・カセットコンロを使用する場合、コンロの規格に合わない大きな鍋を使用するなどの
不適切な使用は行わないでください。
・火気の取り扱いについて、基準を満たしていないと判断したときは、その時点で退場
を求めます。
【全体について】
・テントを持ち込みされる場合は、テントが転倒しないように重しを置くなどの十分な
対応をお願いします。
（今回、地面がアスファルトかレンガ・タイルになっていますの
で杭の使用はできません。
）
・ゴミ類は、出店者の責任において確実に処理をお願いします。
・出店場所は使用前の状態に戻してください。
・法律で禁止されている物品、又はマルシェの品位を損なう恐れのある物品は販売しな
いでください。
・責任者を常駐させると共に、連絡方法を明らかにしておいてください。
当日の出店準備

吉野川市役所

及び撤収作業に

１日目２日目

ついて

搬入：前日２０２０年９月４日(金)午後１３時～９月５日(土)午前９時
搬出：イベント終了後～２０２０年９月５日(月)午後６時
吉野川市民プラザ
１日目
搬入：２０２０年９月５日(土)午前９時～午前９時４５分
搬出：イベント終了後～２０２０年９月５日(土)午後３時～午後４時
2 日目
搬入：２０２０年９月６日(日)午前９時～午前９時４５分
搬出：イベント終了後～２０２０年９月６日(日)午後３時～午後４時
【出店準備について】
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・※車で出店場所への搬入時間は午前９時までにお願いします。午前９時以降は駐車場
から搬入をお願いします。
・当日は、開場時間（９月５日(土)午前９時２０分）
（９月６日（日）午前９時２０分）
までに出店の準備を完了してください。吉野川市民プラザは、準備の時間が少ないた
め開会までに準備を終えてください。
・１日目（９月５日）午前９時２０分、２日目（９月６日）午前９時２０分から主催者
挨拶及び当日の説明をさせていただきます。吉野川市民プラザでは、準備の都合で省
略する場合があります。ご了承ください。
・台車等が必要な場合は、各自で持って来てください。
・出店者駐車スペースは別途確保しております。物品搬入後は係員の指示に従い専用駐
車場に移動をお願いします。なお、催しが終了するまで退出ができない可能性があり
ますがご了承ください。
・
【撤収作業について】
・会場片づけはイベント終了後にお願いいたします。終了時間以前に撤収される場合は、
事前に事務局までその旨をご連絡ください。
・全体のゴミ拾いを１日目（９月５日）１７時。２日目（９月６日）９時と１５時にさ
せていただきます。
・ゴミ拾い終了後にテント等の片づけをしてください。
・大変、込み合うと思いますがご理解とご協力をお願いいたします。
その他注意事項

① 主催者において、出店者の備品の管理は一切いたしません。盗難等が発生した場合、
主催者は一切の責任を負いませんのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
② 主催者において、駐車場等における事故及び盗難等が発生した場合、主催者は一切
の責任を負いませんのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
③ 会場内の水道は、調理や洗浄、排水には使用できませんので、各自ご用意をお願い
します。
④ 雨天となった場合、店舗内の足元がすべる場合があります。マットやコンパネを敷
くなど各店舗において対応を講じていただきますようお願いします。
⑤ 当日、ドリンク（ペットボトル・ビン・缶類）及び酒類の販売は、主催者のみとさ
せていただきます。ただし、 飲料 専門店 （コーヒー やフレッシュジュース 等）
は除く。 飲料専門店では少量のおつまみ（焼菓子等）の販売は可とする。
⑥ ブース （各店舗 で 店舗名、 商品、ワークショップ等の金額、内容がお客様にわ
かりやすいようにご提示ください。
⑦ お客様のご予約（事前予約も含む）は、各出店者様でご対応をお願いします。
⑧ 会場は屋外ですが、ガスなどを使用するため会場内は禁煙です。ブース内で喫煙し
ないでください。
⑨ 出店者は、搬入・搬出、及び会場内での販売中に出店者に起因する事故が発生した
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場合、全責任を負うものとします。主催者は一切の責任を負いません。
⑩ 当日は、傷害保険に加入し（現在、検討中です）、怪我等に対し保険の範囲内での対
応を行いますが、それ以外の部分については、原因者が負担することとします。※
ＰＬ保険（生産物賠償責任保険）への加入などご検討ください。
⑪ 当日、駐車場の数には限りがありますので、出店者用の駐車スペースを各出店者に
つき１台分確保させていただきます。申込用紙にて車の車種及びナンバープレート
の番号を事前にメールで事務局までご報告ください。
⑫ 会場地面には、杭やＢＢＱ、火器の仕様などアスファルトもしくはレンガ・タイル
を傷めることをしないようお願いします。
（テントの杭は不可とします）
⑬ 会場地面のアスファルトもしくはレンガ・タイル、そのた会場内の施設等を傷めた
場合、実費弁償して頂きますので、養生等の処置をお願いします。
⑭ ペットの入場については、お控えいただきますようお願いいたします。
⑮ 出店者は、お店の前にゴミ箱（ゴミ袋）を設置して来場者が出したゴミを集めて各
店舗でお持ち帰りしていただくようお願いいたします。
⑯ イベント２日間とも終了後のゴミ拾いをお願いします。
⑰ 主催者が運営などに支障をきたす、または来場者の安全確保に必要と判断した場合、
その告知時期・方法に関わらず、やむをえず運営上のルールを変更する場合があり
ます。また、予告なくイベント及びスケジュール内容等の変更がある場合がありま
す。ご了承ください。
⑱ 近隣の迷惑になる行為は絶対におやめ下さい。
⑲ 本イベントでは取材が入ります。撮影された映像や写真がテレビや雑誌などに掲載
されることがありますので、あらかじめご了承下さい。
⑳ その他出店に係ることについては、主催者の指示により対処してください。
禁止事項

① 公序良俗に反する物品、他者の知的財産に関わる物品の販売、偽ブランド、海賊版・
コピー商品などの違法商品、盗品、危険物、生き物などの販売は一切を禁じます。
② 産地や食品添加物などの偽称、紛らわしい商品表示を行わないでください。
③ 未成年者にアルコールの販売を行わないでください。
④ 来場者や近隣住民、開催地に危険を脅かすような行為は行わないでください。
⑤ 当該会場内の美観を損なう行為、風紀を乱す行為は禁止とします。
⑥ 拡声器やマイクなどによる宣伝は禁止とします。
⑦ 終了後の清掃含む汚水、飲食で利用した油や固形物の排水を禁止とします。
⑧ 有償・無償に関わらず第三者へ出店する権利を貸付、転売、譲渡することは禁じま
す。
⑨ 粗暴卑猥な言動、他者への冒涜をする行為等他の出店者・来場者・近隣住民・実行
委員会関係者に迷惑をかける行為を行わないでください。
⑩ 出店者及び従事者が本規約に反した場合、実行委員会の指示に従わなかった場合
は、出店取り消し又は出店の拒否、排除するものとします。その場合、いかなる理
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由においても実行委員会及共催団体は損害賠償の責は負いません。
申込締切

２０２０年７月３１日（金）必着
※応募者多数の場合は、前もって締切させていただきます。
※飲食店につきましては出店品目が重なった場合はお断りさせていただきます。選考
基準についてのお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。

申込方法

メールでのご応募をお願いいたします。
難しい場合は、出店申込書に必要事項をご記入の上、事務局へご提示ください。
※お申込みいただいた時点で、募集要項を熟読いただき同意していただいたものとしま
す。
ホームページ http://yoshinogawa-marche.net/

事務局・問合せ

とくしま まんなかマルシェ実行委員会
メール tokushima.mannaka@gmail.com
ＦＡＸ０８８３－２２－３８５６
住所 吉野川市鴨島町上浦４３１番地８
作成日：2020 年 3 月 9 日
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