
出店要項

■問い合わせ先
設楽町役場産業課
担当 依⽥・⼩林
TEL 0536-62-0527
FAX 0536-62-1332
E-mail sangyo@town.shitara.lg.jp

2019年7⽉5⽇ 初版
10⽇ 会場レイアウト変更
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運営理念

「おいしさ」「こだわり」「思い」が詰まった
設楽町産の農林⽔産物を多くの⽅に

知ってもらい、味わってもら場として、このマーケットを開催し
これからの設楽町・清嶺地区の元気を⽬指します.

・eat local 地元産を⾷べましょう
季節物を⾷べましょう
⼀緒に⾷べましょう

・eat seasonably
・eat together
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開催概要

■開催概要
名称︓ファーマーズマーケット設楽せいれい
⽇時︓2019年８⽉24⽇（⼟）10:00~15:30
会場︓清崎貯⽊場（国道257号沿い）

愛知県北設楽郡設楽町清崎中⽥1-11
主催︓設楽町

■開催場所について
2021年春オープン予定の「新しい道の駅」の斜向かい。
愛厚ホーム設楽苑隣
⼋雲苑・ファミリーマート設楽店の斜向かい。

新・道の駅
建設予定地

会場

⾄⽥⼝
/恵那

⾄新城
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会場レイアウト

開催地 清崎貯⽊場を全⾯使⽤

4

※マーケットエリアレイアウトは暫定版です
最終レイアウトは開催１週間前に出店者・関係者に連絡します



ブースの仕様

■１ブースあたりの⼤きさ
１コマ︓１テント（3.6mX2.4m程度）
１店舗で複数コマ使⽤可
⼩⼝の⽅は0.5コマも可

■売り場⽤備品

共有スペース⽤ 休憩⽤テーブル・ベンチ・パラソルは事務局が⽤意します

運営に必要な備品等は各⾃ご⽤意願います。
例）試飲⾷容器、⽖楊枝、ゴミ袋、テープ類、ペン類、商品POP、販売⽤包装材、

つり銭、領収書、雑⼱、消毒液、キッチンペーパー、調理器具等

⽊製テーブル⼤
（1500✕635✕h700）

パラソル ⽩・緑
（⾼さ2550 径2200）

⻑テーブル（陳列台）
（1800x450xh700）

テント（⾊は異なります）
（3600x2400xh2800）

⽊製ベンチ⼤
（1500✕270✕h400）

折りたたみ椅⼦

〈テント等備品をお持ちの⽅〉

無料で売り場セットを貸し出します
（テント１・陳列⽤⻑テーブル2~4・イス４）を９セット
基本１セット単位ですが⼩⼝出荷者は半分でも可

5

〈テント等備品をお持ちでない⽅〉

売り場に必要なテント・商品台・イスを各⾃ご⽤意下さい

※テントは９張しかありません 申し訳ありませんが先着順とさせていただきます。

テント使⽤イメージ
（⼩⼝出荷者は1テントの1/2を使⽤）
（陳列台は⻑テーブル１〜２台使⽤）

1800

24
00



出店にあたり発⽣する費⽤

■出店料⾦

■販売実績報告シートについて
販売終了後は必ず事務局へ「販売実績報告シート」をご提出下さい
「販売実績報告シート」は当⽇事務局から受け取り下さい。
※上記シートはイベントまとめと今後の計画の参考に使⽤するもので、

出展者別売上等個別情報を公表することはありません。

■悪天候時の開催について
会場は屋外ですが⼩⾬の場合は開催します
⼤⾬・台⾵などの場合は中⽌と判断する場合があります

開催前⽇15時に事務局で開催可否の判断をし、
開催前⽇の16時にメールにてご連絡します。

⼀度開催を中⽌となった場合、翌⽇天候が回復しても開催はしません。
※開催中⽌となった場合の損失補填は⾏いません。予めご了承ください

〈前⽇までに中⽌と判断する場合〉

〈開催当⽇に中⽌と判断する場合〉
当⽇11時59以前に中⽌と判断した場合は、出店料⾦全額お戻しいたします。
当⽇12時00以降に中⽌と判断した場合は、出店料⾦の半額をお戻しいたします。

■出店決定後のキャンセルについて
キャンセル料はいただきませんが、なるべく直前のキャンセルは避けて下さい。
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飲⾷店の出店について

■出店対象条件
出品物条件
・農林⽔産物 設楽町内産
・加⼯品 設楽町内で加⼯もしくは設楽町産を他地域で加⼯

飲⾷物を調理提供する⽅
・露店営業の⾷品営業許可証をお持ちの⽅
・臨時営業許可を事前に管轄する保健所へ申請し、保健所の指⽰通りに調理⼯程

衛⽣管理を⾏っていただける⽅
・⾃動⾞による営業の⾷品営業許可証をお持ちの⽅
※当⽇は必ず⾷品営業許可証を掲⽰してください

■提供メニュー
・事務局は出店者間のメニュー調整はしません
・飲⾷店営業の許可を受けた固定店舗で調製済みのお弁当等を販売される場合は必ず包装し、
適切な⾷品表⽰を貼付してください。

「包装されていない」「適切な⾷品表⽰が貼付されていない」⾷品は販売できません

■キッチンカー出店における注意事項
キッチンカーでの出店を希望される⽅は出店申込書に⾞のサイズを記⼊ください

もし可能なら外観等画像を事務局にご提出願います

■禁⽌事項及び諸注意
・出店者は出店に関して発⽣した事故、苦情に対して、全ての責任を負っていただきます。
・衛⽣⾯に最⼤限の努⼒をし、事故、苦情等が発⽣しないように注意してください。
帽⼦、エプロン、⼿袋を着⽤し衛⽣⾯に最⼤限注意してください

・その他、事務局および保健所等より指⽰があった場合は、それに従って販売していただきます
・過去に⾷品衛⽣法に基づく処分を受けた事がある⽅はお断りします。
・調理時に発⽣した汚⽔・油・⽣ゴミを会場内・会場付近の排⽔溝等に流すことはお⽌めください。
各⾃お持ち帰りください。
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■電気・ガス・⽔道・排⽔
電気 発電機等をご⽤意ください。
ガス プロパンガスの使⽤は可です
⽔ 調理等に必要な⽔はご⽤意願います
排⽔ 排⽔設備はありません 発⽣した汚⽔・⽣ゴミ等は各⾃お持ち帰り下さい。

屋外で飲⾷物を調理・提供する場合、露店営業・臨時営業の許可が必要となります。
別添（ファーマーズマーケット設楽せいれい 飲⾷出店者説明会資料）を確認し、
営業許可を取得されていない⽅は新城保健所に来所の上、ご相談ください

※その他販売に許可が必要なもの
・乳類販売業 （期限付）︓⽜乳、乳飲料等
・⾷⾁販売業 （期限付）︓包装⾷⾁の販売
・⿂介類販売業 （期限付）︓鮮⿂介類の販売

■営業許可について 〜飲⾷・加⼯品販売



注意事項 〜販売について〜
■販売⽅法

販売は出店者⾃⾝で⾏っていただきます。マーケット終了時間まで販売を⾏ってください。
※売り切れにならないように商品の在庫を調整してください
※売り切れの場合でも、途中の搬出作業や退場（帰宅）等はできません。

■売上⾦
出店者に帰することとします。

■釣銭について
出店者ご⾃⾝でご⽤意ください。

■呼び込みについて
隣接する他の出店者の迷惑にならぬよう、ご⾃⾝のスペースからはみ出ての呼び込みは
ご遠慮ください。過度な呼び込みと判断した場合は注意させていただきますので、ご了承ください。

■⾦銭・商品授受の徹底
トラブルの原因となりますので、商品やお釣りの渡し忘れの無い様に徹底をお願いいたします。
※上記の様なトラブルが発⽣した場合、基本的に当事者同⼠での解決をお願いいたします。

■テントから離れる場合
トイレや商品の補充等で売り場に⼈がいなくなる場合は、事務局スタッフにご連絡いただければ
⼀定時間のみ不在対応をさせていただくことも可能です。
ただし、事務局スタッフによる販売は⾏えませんので、ご了承ください。
（スタッフの⼈員には限りがあります、全ての要請に添えない可能性があります事を、ご了承願います）
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■試⾷について
試⾷の実施を検討されている⽅は、保健所にご確認ください

■テント内のレイアウトについて
販売商品および当⽇分の商品ストックは隣接する他の出店者の迷惑とならないよう、
販売什器の背⾯および⾜元などご⾃⾝のスペース内に収めていただくようお願いいたします
物量が多いなどの理由によりスペース内に収められない場合、テント前⾯から約60cm程度の
陳列は許可させていただく事がございます。
※安全⾯や運営の観点から都度確認・判断させていただきますので、ご了承ください

■ブース内で発⽣したゴミ
各出店者は分別されたゴミ箱（袋）を設置し、

出店の際に出たゴミは各⾃でお持ち帰りの上処分をお願いします



注意事項 〜販売について〜

■パンフレットの配布
出店者はご⾃⾝のテント内で出店物に関するカタログ、パンフレット、商品⾒本等を配布することができます。
⾃分のテント以外での配布・デモンストレーション・呼び込み等は⼀切禁⽌といたします

■アンケート等の個⼈情報の取得について
アンケート等で、個⼈情報を取得する場合は事前に事務局にご相談ください
アンケートや会員情報の取得に関しては、個⼈情報保護法を厳守したかたちでお願いします。
利⽤⽬的、第三者提供等を本⼈に明⽰のうえ、取得してください

■写真・ビデオ撮影
撮影の範囲は、⾃⾝のテント及び出店者が特定されない全景のみとします
会場全体の撮影に関しては、事務局の撮影班及び事務局が認めた報道機関による
撮影のみ許可します。
来場者による写真・ビデオ撮影は規制を設けません。
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注意事項 〜商品について〜
■競合する商品について

同⼀作物や商品について、事務局側で数・価格等の調整は⾏いません。よって商品が
競合することがあります。 これも本マーケットの魅⼒ですので、販売商品のこだわりをアピールし、
値下げ競争にならない様⼼がけて下さい。

■商品の値下げに関して
当⽇の商品値下げは各⾃にお任せします。

■商品の品質に関して
賞味期限が切れている加⼯品や痛んでいる野菜等は販売・試⾷はしないようご注意ください。
出品前に検品をお願いいたします。

■販売可能品⽬
設楽町内の農林⽔産物や加⼯品。
あるいは 町外原材料を設楽町内で加⼯したもの。
⾷品以外の⽊材加⼯品とかアクセサリー等（原材料もしくは加⼯が設楽町）

■⾷品加⼯品の販売について
加⼯品を製造・販売する場合は、管轄保健所で営業許可を受けた施設⼜は届出した施設で調理、包装し、
⾷品表⽰（下記参照）が記載された物を販売してください。
※⾷品の販売については、申込者各⾃の責任の中で⾏ってください。

■⾷品加⼯品の品質表⽰について
加⼯品販売の際には、必ず⾷品表⽰が必要になります。
下記を参考に、明確な表⽰がされている商品を販売してください。

■警備および出店物の保護
出店物の保護については出店者⾃⾝に責任を持ってご対応いただきます。
主催者は会場内で発⽣した事故に対しては⼀切の責任を負いません。
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表⽰の書き⽅は
別紙（ファーマーズマーケット設楽せいれい 飲⾷出店説明会資料）
を確認願います



注意事項 〜会場の利⽤〜

■⽔

■トイレ
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会場内にレンタルトイレ・⼿洗いを設置します。
※⼿洗い⽤の⽔を商品洗浄⽤・飲み⽔として利⽤しないでください。

■電気

■ガス

AC電源設備はありません
必要な⽅は、各⾃発電器をご⽤意ください。

必要な⽅は、各⾃プロパンガスをご⽤意願います。

⽔道設備はありません。
必要な⽅はポリタンク等でご⽤意願います。

夏場の暑い時期です、個々の飲み物を⽤意し⼗分な暑さ対策を⾏って下さい。

■喫煙 （⽔蒸気煙草や類似する製品含む）
会場内の喫煙（⽔蒸気煙草等含む）は指定された喫煙エリアのみ可とします

※参考写真

※参考写真



当⽇のタイムスケジュール

①搬⼊
・搬⼊作業は8:30より⾏います
・短時間での搬⼊になりますのでお互いに譲り合ってスムーズな搬⼊にご協⼒願います

②販売準備
8:30~9:40の間で販売準備を⾏ってください

③全体朝礼
当⽇の諸注意等の案内があります。各店舗代表者1名は必ず参加してください

④ファーマーズマーケットオープン
⑤販売実績報告シート提出

売り上げ・売り上げ品⽬・数等を確認いたします
⑥撤去・搬出

・⑤を提出し終わった⽅から順番に搬出してください
・必ず⾃⾝の出店エリア周辺の清掃をしてからお帰りください

※17時までに撤収および搬出が終了するようご協⼒をお願いします
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〈⾞両での搬⼊ルール〉
・出店者⽤荷下ろしスペースに駐⾞をし備品・商品を⾃エリアまで運んでください。

（マーケットエリアへの⾞両乗り⼊れは原則禁⽌です）
・搬⼊が終わった⾞両は指定駐⾞エリアに移動願います。

〈⾞両での搬出ルール〉
・売上実績報告シートの提出後、荷物をまとめてください。
・⾞両を荷下ろしスペースに移動し積み込んでください。
・積み込みが終わり次第、⾞両の移動をして下さい。



緊急対応① 〜緊急時の体制〜

突然に起こる緊急時において、適切な⾏動がとれるよう、
緊急時の対応を理解しておいてください。

○けが、急病⼈発⽣ ○⽕災発⽣ ○地震発⽣ ○不審者（物）・脅迫発⽣

緊急時には、必ず事務局の指⽰に従い、混乱を招かないよう注意してください。
緊急時の来場者避難誘導は、事務局・運営スタッフ、出店者全員で対処し、来場者の
安全を最優先に考え⾏動します

【当⽇緊急連絡先】
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■緊急時の体制図（開催時）



緊急対応② 〜救護体制、盗難時の対応について〜

■救護体制
会場内で急病⼈・けが⼈が発⽣した場合、下記の体制に従い、迅速かつ適切な処置を
とると同時に、事務局・会場担当者と連絡を密にして対応する。

〈軽症の場合〉
同伴者の有無を確認して傷病者が⾃⼒で歩⾏可能な場合は、事務局受付に案内する

〈重症の場合〉
同伴者の有無を確認して、状況が深刻な場合（意識不明等）は動かさず、状況に応じて
事務局より救急⾞の申請を⾏う
※事務局より「救急⾞要請」の連絡があった場合、各担当スタッフは導線を確保し、

誘導に当たる。

■スタッフの動き

「けが・病⼈」発⽣ 事務局 119番通報

状況確認

報告

■出店物盗難発⽣時の対応
⼤原則として、各出店者の責任において管理を⾏ってください。
商品等の盗難（盗難らしき）が発⽣した場合は、迅速に事務局担当者の連絡し、指⽰に
従って⾏動してください。
※統括責任者もしくは推進責任者が状況を把握させていただきます。

出店者の判断で⾃ら所轄警察署に盗難届（紛失届）を提出していただきます。

出店者
事務局

盗難（盗難らしき）申告

所轄警察・交番
110番通報 発⾒場所

盗難届
紛失届

現場検証
事情徴収

周辺操作指⽰
（警備員・スタッフ）
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緊急対応③ 〜拾得物、遺失物の対応について〜 その他対応
■拾得物の対応について

・拾得したものは事務局に届けてください
・会場内事務局では⾼価でない拾得物の管理を⾏い、落とし主が現れた場合は遺失物の
特徴を伺い、本⼈のものと確認できた場合は返却します。（個⼈情報はお聞きしない）

・事務局で保管し、終了時まで申し出がない場合は警察に届け出ます。

〈出店者および事務局関係者が拾得した場合〉
上記原則に従い、速やかに事務局に届け、所定の「拾得物届出書」に記⼊する
※貴重品の有無に関わらず、権利は⾃動的に放棄される。

〈来場者から直接、事務局に拾得物の届け出があった場合〉
事務局にご案内してください。事務局スタッフが最寄りの警察署にお届けいただくようご案内します。
※警察署へのお届けを拒否された場合は、報奨⾦を受け取る権利や、６ヶ⽉後落とし主が

現れない場合に発⽣する所有権の権利を放棄するか丁重にお尋ねし、放棄すると答えた
場合はいつどこで拾得されたか確認します。（個⼈情報はお聞きしない）

その上で⾼価でないものは事務局で当⽇保管、⾼価なものはすぐ警察署に連絡の上、警察官
に来てもらった上で対応してもらいます。

〈事務局以外で拾得物に関する問い合わせを受けた場合〉
原則として事務局に直接お届けいただくようご案内してください。その後の対応は上記と同じ
ご案内をします

■遺失物の対応について
来場者から遺失物に関する問い合わせがあった場合、事務局をご案内ください。
事務局に届出がないか確認し、該当する落し物があった場合は本⼈である事を確認後、
返却いたします。（個⼈情報はお聞きしない）
該当する拾得物が保管されていない場合は、最寄りの警察署をご案内し、
直接確認いただきます。
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■問い合わせ対応
問い合わせがあった場合には、正確にわかる内容であればできる限り対応して下さい。
その場で分かりかねる内容の場合には、事務局スタッフにご確認ください。
※曖昧な対応は絶対に⾏わないでください

■クレーム対応
クレームがあった場合は、まずその⽅の話をよく聞き、その内容を明確にしてください。
正確にわかる内容の場合は、きちんと対応し納得してください。
その場で分かりかねる内容や対応できないと判断した場合やその⽅が激昂している場合は
速やかに事務局担当者に報告し引き継いでください。
※曖昧な対応は絶対にしないでください
※問い合わせが事務局に⼊った場合、事務局から出店者に内容をお伝えいたしますので

最優先に対応いただくようお願いします

■ペットの⼊場
⼊場の規制はありませんが、⾷品を扱うエリアには⼊れない様注意してください。出店者や他の来場者の
迷惑となる⾏為を発⾒した場合は、飼主に対処のお願いをしてください。（糞、尿等についても同様）
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■問い合わせ先
設楽町役場産業課
担当 依⽥・⼩林
TEL 0536-62-0527
FAX 0536-62-1332
E-mail sangyo@town.shitara.lg.jp


