第７０回淡路島まつり「おどり大会」露店募集要項
平成２９年６月
淡路島まつり実行委員会では、第７０回淡路島まつり「おどり大会」開催にあたり、露
店を募集致します。
夏の淡路島の一大イベントを、華やかで賑わいのある『まつり』とするために、出店を
お考えの方の応募をお待ちしています。
出店を希望される方は、この募集要項をご精読いただき、内容を了承の上、お申し込み
ください。
１．開催概要
■名
称
■開催日時
■開催内容
■主
催

第７０回淡路島まつり「おどり大会」
平成２９年８月４日（金）～８月５日（土）【２日間】
１８時００分～２２時００分
踊り連が中心市街地の商店街や市役所周辺を阿波踊りなどで練り歩く。
淡路島まつり実行委員会（洲本商工会議所・洲本市）

２．出店概要
（１）出店管理【問合せ及び書類送付先】
淡路島まつりおどり大会 露店受付係［事務局：洲本商工会議所］
〒656-0025 兵庫県洲本市本町 3-3-25
TEL：0799-22-2777（平日 10 時 00 分～17 時 00 分）
（２）営業日時・場所
●営業日時：平成２９年８月４日（金）・８月５日（土）
１７時００分～２２時００分
●場
所：市道市役所前線（三井住友銀行～商工会議所）
※資材搬入・店舗設営は、１５時３０分からとします。
※両日とも電源は２２時００分に一旦完全消灯し、１０分後に再度点灯し、撤去
を行っていただきます。（２３時００分完全消灯）
◇出店場所は、主催者が指定する出店エリア内の区画（道路・歩道敷地となります。）
◇２日間とも、開催状況等により、営業時間を変更する場合があります。
◇２日間とも、交通規制解除までは、出店区画からの資機材の搬出はできません。
◇資材の搬入等に使用する車両には「道路通行許可書」を発行します。許可書の発
行は１店舗につき１台までとします。
（３）交通規制
出店エリアに関係する交通規制（歩行者用道路、駐車禁止）は以下のとおりします。
●８月４日（金）・８月５日（土）１５時３０分～２３時００分
※２日間とも、開催状況等により、規制時間を変更する場合があります。
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（４）募集店舗数
約２５店舗

※原則２日間の出店とします。

（５）出店区画
間口３ｍ×奥行２ｍ
（６）出 店 料
３０，０００円（税込）

※２日間で

※出店者は、
「まつり」の開催に係る経費に充てられることを了知の上、出店料を支
払うものとします。
※販売品目、電源の使用・不使用に関わらず、出店料は同額とします。
【出店料に含まれるもの】
・５００Ｗ電源コンセント
※５００Ｗ増える毎に別途５，４００円（税込）が必要となります。
・損害賠償責任保険
・収入証紙代（道路使用許可申請書）
（７）申込資格
この募集要項に定める条件を満たし、各規定を遵守することができる法人又は個人
（８）申込上限
１申請者につき１区画のみ

［注意：複数申込みの場合は、すべて無効とします。］

（９）申込方法
第７０回「淡路島まつり」公式サイト内にある「おどり大会露店出店申請書」等を
ダウンロードして必要事項をご記入の上、お申込みください。尚、ダウンロードで
きない場合は、露店受付係（事務局）に「出店申請書」等の書類を設置しています
ので、窓口までお越しください。（公式サイト http://www.awajishimamatsuri.jp）
申請書は、おどり大会露店受付係（事務局）に持参又は郵送（簡易書留）にてお申
込みください。なお、ＦＡＸ等では受付できませんので、ご注意ください。
※窓口での受付は、平日の１０時００分から１７時００分までです。
（10）申込締切日
平成２９年６月２６日（月）

※６月２６日の消印有効

（11）審
査
申請書類を審査した結果、この募集要項に定める条件及び各規定に反するものと主
催者が判断した場合は、出店申請書不受理通知書を申請者に通知します。
（12）出店可否・出店場所の抽選会及び出店説明会
日時：平成２９年７月１４日（金）１５時００分～（受付１４時３０分～）
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場所：洲本市文化体育館２階会議室（〒656-0021 洲本市塩屋 1-1-17）
※抽選クジは、当日の受付順に引いていただきます。
※抽選会終了後に、
「出店者説明会」を開催いたしますので、必ず出席いただきます
ようお願いします。欠席の場合は、出店不可となりますので、ご注意ください。
（13）まつりの中止
遵守事項「８．出店料及び営業補償の考え方」をご覧ください。
（14）その他
出店店舗数が募集店舗数に達しない場合でも、追加募集はいたしません。
３．応募から出店までのスケジュール
申込資格の確認・保健所への確認 【参照：Ｐ４】
↓
出店申請書の提出締め切り 【参照：Ｐ４】
平成２９年６月２６日（月）
必要書類の作成・提出
↓
出店申請書不受理通知書の送付 【参照：Ｐ６】
平成２９年６月２６日（月）
↓
出店可否、出店場所抽選会及び出店者説明会 【参照：Ｐ６】
平成２９年７月１４日（金）
↓
出店料のお支払い 【参照：Ｐ６】
平成２９年７月１４日（金）
↓
追加書類の提出 【参照：Ｐ７】
平成２９年７月１４日（金）～７月２４日（月）
↓
出店許可証等の郵送 【参照：Ｐ７】
平成２９年７月３１日（月）
↓
出店期間
◇おどり大会 ８月４日（金）～８月５日（土）
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４．応募から出店までのスケジュール（詳細）
申込資格の
確認
保健所へ事前
確認・営業許
可等手続き
※食品を調
理・販売する
場合

この募集要項に定める条件及び「露店出店に関する遵守事項」を確認
し、内容を了承した上でお申し込みください。
食品の調理、販売には、食品衛生法による露店の営業許可が必要です。
営業許可をお持ちの方は、許可内容を確認し、不明な点は洲本健康福
祉事務所にお問い合わせください。また、食品衛生責任者の資格書の写
しが必要です。
営業許可をお持ちでない方は、書類提出の締切日に間に合うよう、お
手続きを行ってください。
また、取り扱える品目は原則、販売直前に加熱調理されたものに限り
ます。野菜、果物、肉、魚も加熱せずに調理加工し提供することはでき
ません。
ただし、一部例外もありますので、提供品目につきましては、事前に
必ず洲本健康福祉事務所にお問い合わせてください。
※洲本市の場合は、兵庫県健康福祉事務所（保健所）の営業許可が必
要です（許可証の営業区域に洲本市を含む区域又は「兵庫一円」と
記載されているもの）
兵庫県外で交付されたもの及び、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市
で交付されたものは、洲本市での営業は対象外となりますのでご注
意ください。
※許可申請等に必要な費用は、申請者で負担してください。
洲本市を管轄する県健康福祉事務所
兵庫県淡路県民局洲本健康福祉事務所（保健所）
洲本市塩屋２丁目４－５
ＴＥＬ：０７９９－２６－２０６５

出店申請書の
提出

【申込締切日】
平成２９年６月２６日(月) ※６月２６日の消印有効
※窓口にて申請書を提出する場合は、平日（10 時 00 分～17 時 00 分）
のみ受付いたします。
【提出書類】
◇出店申請書及び誓約書
◇出店申請責任者の写真付き身分証明書
※運転免許証又は住民基本台帳カード（写真付）のコピー
【申込方法】
出店申請書及び誓約書に必要事項をご記入の上、露店出店事務局へ持
参又は郵送（簡易書留）にてお申込みください。ＦＡＸ等では受付し
ませんので、ご注意ください。
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※書類提出後、出店に関して問題がない場合には、露店出店事務局か
ら特に連絡することはありません。
◇出店申請書及び誓約書は以下から入手してください。
①出店事務局及び主催者（配布時間平日 10 時 00 分～17 時 00 分）
②淡路島まつり公式サイトよりダウンロード
http://www.awajishimamatsuri.jp/
【提出先・お問合先】
〒656－0025 兵庫県洲本市本町 3-3-25
淡路島まつりおどり大会 露店受付係［事務局：洲本商工会議所］
TEL：0799-22-2777（平日 10 時 00 分～17 時 00 分）

確認書類の
準備

【注意事項】
①提出された書類は返却しません。また、提出書類は「淡路島まつ
り露店募集」以外の目的で使用しません。
②提出書類において不備又は虚偽の記載があると判明した場合は、
申込みを無効とします。
③いかなる理由があっても、申込書の記載内容と本人確認書類の内
容が異なる場合は申込みできません。
④鉛筆書きは不可とします。黒ボールペンでご記入ください。
⑤出店申請責任者は、当日の現場責任者とします。
⑥住所は、住民票記載の住所を記入してください。
⑦複数申込みの場合は、すべて無効とします。
⑧書類提出に要する費用は、申請者で負担してください。
■本人確認書類
出店手続きに必要となる、以下の確認書類を用意してください。本人
確認書類は、原本が必要な場合と、写し（コピー）が必要な場合があ
ります。提出等の際にご確認ください。
①運転免許証又は住民基本台帳カード（写真付）のコピー
※営業補助者全員
※所持していない場合は、以下の本人確認書類を用意してください。
［いずれか１点用意するもの］
・パスポート（旅券）
・健康保険証＋顔写真
・年金手帳＋顔写真
※顔写真は、ﾀﾃ４cm×ﾖｺ３cm 程度
代理人が出店区画抽選会に出席する場合のみ
②代理権限証明書及び代理人の運転免許証又は住民基本台帳カード（写
真付）のコピー
※代理権を受任することができるのは、１店舗のみとします。但し、
申請者本人として、抽選会に参加する場合は、代理権を受任できま
せん。
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※代理人を変更する場合は、代理権限証明書を新たに作成して下さい。
法人の方のみ
③登記事項証明書の写し（発行３ケ月以内）
食品の調理・販売を行う場合の確認書類
④営業許可証の写し又は営業許可申請書（保健所の受付印があるもの）
の写し
⑤食品衛生責任者の資格書の写し又は資格講習会申込書の写し
※有効期限の切れたものは不可です。
出店申請書
平成２９年６月２６日（月）以降、随時発送予定
不受理通知書
申請書類を審査した結果、この募集要項に定める条件及び各規定に反
送付
するものと主催者が判断し、不受理を決定した場合は、出店申請書不
受理通知書により申請者に郵送します。
不受理通知を受け取った応募者は、出店出来ません。
出店可否・
【日 時】
出店場所
平成２９年７月１４日（金）１５時００分～（受付１４時３０分～）
抽選会及び
【会 場】
出店説明会
洲本市文化体育館２階会議室
（〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋 1-1-17）
※出店に関する抽選を行い、出店者並びに出店場所を決定します。
※出店決定後の手続き、出店の注意事項等の説明会を行います。
※出店申請者本人又は代理人は必ず出席してください。
※申請者本人が抽選会に参加する場合、代理人として抽選に参加する
ことはできません。また、代理人として抽選に参加する場合は、申
請者本人として抽選に参加することはできません。
※会場への入場は、申請者本人又は代理人１名に限ります。

出店料の
お支払い

■出席される方は、次の書類をご持参ください。
【本人確認書類】
◇申請者本人が出席する場合
・運転免許証又は住民基本台帳カード（写真付）
◇代理人が出席する場合（下記両方）
・運転免許証又は住民基本台帳カード（写真付）
・代理権限証明書
※説明会出席に要する費用は、申請者で負担してください。
出店料は、抽選会及び出店説明会の当日に徴収いたしますので、お忘
れのないようお願いいたします。出店料のお支払いが無い場合は、出店
不可となります。
■おどり大会
３０，０００円（税込）※２日間で
※５００Ｗ以上の電源を使用する場合は、別途料金が必要です。
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追加書類の
提出

【受付期間】
平成２９年７月１４日（金）～７月２４日（月）
※７月２４日の消印有効
※提出期限までに提出のない場合は、出店取り消しとします。
【提出書類】
①営業補助者登録申請書及び誓約書
②営業補助者全員の写真付き身分証明書
※運転免許証又は住民基本台帳カード（写真付）のコピー
③道路使用許可申請書（２通）※２通とも記名・押印のこと。
※県証紙の貼付は不要。
④登記事項証明書の写し（発行３ケ月以内）
※法人の場合のみ
⑤出店申請責任者が有する営業許可証の写し又は営業許可申請書（保
健所の受付印があるもの）の写し
※営業許可証が必要な店舗のみ
⑥食品衛生責任者の資格書の写し又は資格講習会申込書の写し
※営業許可証が必要な店舗のみ
※申込書の写しを提出する場合は出店までの受講が必要です
【提出方法】
おどり大会露店受付係へ持参又は郵送（簡易書留）にて提出して下
さい。
【提 出 先】
〒656－0025 兵庫県洲本市本町 3-3-25
淡路島まつりおどり大会 露店受付係［事務局：洲本商工会議所内］

【注意事項】
営業補助者が「露店出店に関する遵守事項 10．暴力団排除に関して」
のア～カに記載している項目に該当する場合は出店を取り消します。
その他申請等
その他、出店にあたり必要な申請及び届出等は、申請者で行ってくだ
さい。
出店許可証の
出店申請責任者に出店許可証を郵送します。必ず営業開始までに許可
交付
証を受取り、店舗の見やすい場所に掲示してください。
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