平成 29 年 10 月改正

平成 29 年度後半 小牧にぎわい隊
出

店

要

項

Ａ 概 要
１．適用
この出店要項は、小牧にぎわい隊主催イベントの出店者に適用します。
主催イベントとは、小牧城見市９月･１０月･１２月、小牧城見市１１月拡大版、小牧にぎわい
フェスティバルになります。
２．開催日時場所
①イベント別のスケジュールは下表のとおりです。
②イベント日は第２日曜日です。
③出店申込期限は開催日の２週間前の日曜日です。
④開催場所の詳細は各イベントの出店要項付則説明書に記載のとおりです。
平成 29 年度後半イベントスケジュール
開催日

イベント名

開催時間

開催場所

出店申込期限

小牧城見市９月

10:00～15:00

東春信用金庫
職員用駐車場

8 月 27 日(日)

小牧城見市１０月

10:00～15:00

東春信用金庫
職員用駐車場

9 月 24 日(日)

10:00～15:00

東春信用金庫
職員用駐車場
ラピオ周辺
道路規制内

10 月 29 日(日)

10:00～15:00

東春信用金庫
職員用駐車場

11 月 26 日(日)

平成２９年
9 月 10 日(日)
10 月 8 日(日)

11 月 12 日(日)

12 月 10 日(日)

小牧城見市１１月
拡大版

小牧城見市１２月

平成３０年
1月

なし

－

－

2月

なし

－

－

10:00～16:00

ラピオ周辺
道路規制内

3 月 11 日(日)

小牧にぎわい
フェスティバル

小牧にぎわいフェス
ティバル出店要項付
則説明書に記載。
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Ｂ 出店募集内容
１．募集区画の種別・区画数・出店料
は各イベントの出店要項付則説明書に記載のとおりです。
２．出店条件
①主催者の出店審査により許可された方。
※出店審査や出店業種の構成上、小牧城見市登録者でも出店をお断りすることがあります。
なお、お断りした場合のお問い合せにはお答えできませんので予めご了承ください。
②出店要項をご確認の上、登録申込書（添付書類を含む）、出店誓約書を提出された方。
③登録申込書、出店誓約書に記載されていない方の出店はお断りします。
④出店に必要な資格、許可証を有している方。
⑤暴力団または暴力団関係者ではない方。
⑥火気を使用する方は、事前に登録が必要になります。申請内容のとおり消防署へ「露店等の開設届出
書」を提出します。開催当日、立会い検査で不備があると出店が中止になる事がありますのでご注意下
さい。※消火器は各出店者で必ずご用意下さい。
３．販売品目
販売できる物
①農産物・加工品・商工業品等。
②不要品やリサイクル品などの品目は販売できません。
③コピー商品など法律に違反する物品は販売できません。
④中身の分からないもの、くじ引き等ギャンブル性の高いものは販売できません。
⑤飲食関連の販売。但し、露店販売や移動販売等の営業許可証を取得している方に限ります。
⑥ペット、古物等の販売。但し、必要な許可を取得している方に限ります。
(例)ペットの販売：動物取扱業者の登録、古物等の販売：古物営業許可証など。
⑦販売するものは主催者が認めるものとします。主催者がふさわしくないと判断したものについて
は販売できません。
⑧販売品目を変更する場合は、必ず事前に小牧にぎわい隊事務局にご連絡ください。
※変更する内容により出店をお断りする場合があります。
⑨販売品目の虚偽や、主催者側に対する迷惑行為をした場合は、出店者の「出店権」を取り消しま
す。その他主催者の判断で出店をお断り、中止していただくことがあります。
４．取材協力のお願い
①会場内における、小牧にぎわい隊による写真撮影、録画、取材についてご協力をお願いします。
②写真等は小牧にぎわい隊の、ホームページへの掲載、イベント等における活動内容の紹介、ＰＲ
用印刷物、
その他小牧にぎわい隊の写真であることを明示した掲載に使用させていただきます。
その他の目的で使用することはありません。
① 撮影した写真等は小牧にぎわい隊に帰属します。
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Ｃ．申込方法
「出店要項」(本紙)を熟読の上、以下の要領で手続きして下さい。
１．申込みから出店までの流れ （

出店者様

[主催者]）

①出店者登録（登録は年度ごとに更新が必要です。城見市・城見市拡大版・小牧にぎわいフェステ
ィバル共通の登録になります。
）
出店者登録（書類の提出） → [審査] → [審査の回答] → 登録完了
②出店予約（毎回）
出店予約の連絡（電話･FAX･メール） → [予約受付] → 出店料の支払い → [予約完了連絡]
※【申込みの期限】出店料の支払いをもって予約が完了します。「城見市」当日の２週間前の
日曜日までに「出店料の支払い」を済ませて下さい。※未入金の場合は仮予約となります。
③予約から当日の出店まで
予約完了 → [出店当日の事前確認] →【当日】→ 出店
２．出店者登録
①出店者登録申込書 ②出店誓約書 ③身分証明書の写し（運転免許証など）
④許可証等の写し(必要な業種の方のみ）
小牧にぎわい隊事務局へ提出して下さい。
（郵送可、到着日が受付日となります）
⑤登録の変更 申込書や誓約書の内容に変更がある場合は再提出が必要となります。
３．審査
主催者は審査を行い、結果をご連絡します。審査により、登録をお断りする場合があります。
但し、過去の模範的な実績により省略する場合があります。
４．出店予約
①出店予約は出店料の入金の確認をもって決定となります。未入金の場合は仮予約となります。
②出店者の決定は、原則として出店予約の先着順に決定します。
③出店業種の構成上、登録をされていても出店をお断りする場合があります。
なお、出店をお断りした場合のお問合せにはお答えできませんので予めご了承ください。
５．キャンセルについて
①出店料お支払い後のキャンセルの場合、出店料は返却できません。
②キャンセルは速やかにご連絡下さい。ご連絡がない場合は登録を取り消し次回からの出店ができ
なくなります。ご注意下さい。
６．電源・備品貸出について
①電源料について
１回路につき７００ｗまで５００円。必要な回路数をお申込み下さい。
（例）1200ｗ必要な場合は 1,000 円になります。1200÷700≒1.7 で 2 回路必要(500 円×2 回路）
②備品貸出
テント・長机・パイプ椅子・電工ドラムの貸出しは、主催者に余裕がある時に限り貸出しを致
します。但し、
「小牧にぎわいフェスティバル」では貸出ができませんので予めご了承ください。
貸出品は先着順となりますので、在庫数に達した時点で締切りとなります。
貸出品と料金は次のとおりです。
（１個の価格です）
テント(1.8ｍ×1.8ｍ)1,000 円、長机(1.8ｍ×0.45ｍ)300 円、パイプ椅子 100 円、電工ドラム 500 円

3

平成 29 年 10 月改正
Ｄ．開催当日の注意事項
１．出店位置は主催者が決定致します。指定出店位置以外の販売は禁止致します。
２．車両の移動は必ず誘導者の指示に従ってください。
３．車両移動による事故防止、及び歩行者の安全確保のため、途中退出はできません。販売が早く終
了した場合でも、終了時間までは出店場所で待機してください。
４．申し込み内容と相違がある場合は、出店をお断りすることがあります。
５．テント、机、電源ドラム等は出店者が各自ご用意ください。
（出店要項Ｃ.６.②参照）
※必ずテントなどが風で飛ばされないように、おもり等で固定してください。
６．電気は主催者側で準備します（出店要項Ｃ.６.①参照）
。自家発電機は使用できません。
７．水道の供給はできません。必要な場合は出店者各自でご用意ください。
８．販売に関する備品および釣り銭等は出店者各自でご用意ください。主催者では一切対応しません。
９．飲食関連の出店者は、店舗前にゴミ袋（箱）を備えるなど、自店商品の使い捨て食器等の回収を
して下さい。
10．営業終了時に周辺の清掃をし、ゴミは各自お持ち帰りください。
11．主催者の発行する「百円券」は使用可能です。裏に小牧にぎわい隊印が無いものは無効です。
当日、小牧にぎわい隊事務局で現金と換金します。
12．
「ポップコーン引換券」は平成２８年１２月「小牧城見市」で終了しました。
13. 「こまきプレミアム商品券」は対象期間内で使用可能です。当日、小牧にぎわい隊事務局で現金
と換金します(手数料なし)。
14．出店に係る事故、販売におけるトラブル等について主催者は一切の責任を負いかねます。
Ｅ．中止について
基本的に雨天決行です。但し、気象情報で警報、注意報が発令された場合は中止とします。
イベントの決行か中止かは、開催日の前日１８：００に決定します。
中止の場合、各出店者へ主催者側から連絡致します。
中止決定の場合は出店料を返金致します。
F お問合せ・申込先
小牧にぎわい隊事務局（担当：森、増田）
所

在

地：小牧市小牧３丁目１８２番地 ヤオカネビル２Ｆ

電話･ＦＡＸ：０５６８－７６－２１１１
営 業 時 間：１０：００～１８：００
定

休

日：水曜日

ホームページ：http://k-nigiwaitai.jp
Email: info@k-nigiwaitai.jp
振 込 先：東春信用金庫 本店営業部 普通 １０３８５９４
小牧にぎわい隊 会長 水野 由己
（コマキニギワイタイ カイチョウ ミズノ ユウキ）
※振込手数料は出店者負担となります。ご了承ください。

4

