
 1 

ミーツ・ザ・福祉 2018 出店者募集要項 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

市民福祉の集いの“これまで”と“これから” 

 “これまで” 

「市民福祉のつどい」は、市民の方々に広く障害や障害のある方への理解を深めていただくことと、障害のあ

る方が様々な分野の活動の場に参画していくことを目的として1982 年より尼崎市で行われている事業で

す。これまでの「市民福祉のつどい」では、30 前後のブース出店とステージパフォーマンスをメインとして

展開されていました。「交流」というキーワードを中心に、障害のある方もない方も時間を共有できるように

企画されてきましたが、福祉や障害に関わりの少ない方の参加が少なかったのが課題でした。 

“これから” 

2017 年度「交流」というキーワードはそのままに、さら

に多様な方が参加できる、あらゆる場面で交流がうまれるイ

ベントに発展させるためにリニューアルしました。実行委員

会をオープン形式で行うことで誰でも参加できるようにな

り、今まで以上に多様な意見・アイデアが出る場となってい

きました。会の名称も「ミーツ・ザ・福祉」と改め、今まで

届かなかった層にも呼びかけを行い、出店62 店舗・10組

のステージ・その他体験ブース等、コンテンツを多様かつ充

実させことで、本当にたくさんの方に参加していただくこと

ができました。今年も、ご出店いただく皆様と一緒に生まれ

変わった「ミーツ・ザ・福祉」を紡いでいきたいと考えてお

りますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

今年もさらに 

楽しくなるよ～♪ 
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■開催日時 

  201８年 11 月 1０日(土) （10：00〜16：00） 

 ■開催場所 

  尼崎市橘公園野球場（尼崎市東七松町 1 丁目２２番） 

   【アクセス】 

             [電車]→「ＪＲ立花駅」（南東へ徒歩約 15 分） 

             [バス]→ 市バス「市役所」、「橘公園」すぐ 

 ■予定参加者人数 

  4,000 人 

 ■主催 

  尼崎市 健康福祉局 障害福祉担当部 障害福祉政策担当課 

 ■企画・運営 

  市民福祉のつどい 2018 実行委員会 

 

■ブース料金 

ブースの種類 募集店舗数 1 ブース当たりの出店料 

福祉系事業所 

（飲食・物販含む） 

30 1,000 円 

＊テントが必要な場合＋2,000 円 

＊テーブルと椅子が必要な場合＋1,000 円 

ワークショップ・物販 20 4,000 円 

一般飲食 20 12,000 円 

 ※福祉系事業所について、さらなる参加促進のためにブース料金を変更しています。 

※店舗間の交流促進を目的として、すべての出店者対象に 1 団体につき 500 円分のチケットを 

お渡しします。（当日配布/当日のみ使用可） 

 

 ■ブース仕様  ＊サイズ【福祉系事業所】3 .6m×2 .7m 【その他】2 .5m×2 .5m 

付属品 福祉系事業所 その他出店者 

テーブル1台 各自準備（有料/希望制） 主催者側で準備 

椅子 2 脚 各自準備（有料/希望制） 主催者側で準備 

テント 各自準備（有料/希望制） ※各自でご準備お願いします。 

 ※安全面の観点からテントをご準備いただく際には「重り」もご準備いただくようお願いします。 

1. 開催概要 

2. 出店概要 
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  ◇テーブルは以下から選択してください。 

   ①ドラム缶テーブル（高さ 90cm 程度）※写真をご参照ください。 

   ②電線ドラムテーブル（高さ 50cm 程度） 

   ③会議用テーブル（高さ 70cm 程度） 

   ④持参する 

 

◇イスは一般的なパイプ椅子になります。 

  ◇その他の設備 

    発電機の使用について ★レンタル料 1kW（1000W）＝ 2,500 円 

ワット数をご確認いただき、出店料と一緒に期日までにお振込みください。 

   ガス・水等について 

   各ブースにてご用意ください。 

      コンロ等火気器具を使用される場合は、必ず業務用消火器の準備が必要になります。 

   ※万が一、当日「忘れた」「使用期限切れ」等、準備できていない場合は、出店していただけ 

ませんのでご注意ください。 

      ※業務用消火器の準備が難しい場合は、主催者よりレンタル料 2,000 円でお貸出しいたしま 

すので、申込フォームより事前にお申し込みいただき、出店料と一緒に期日までにお振込 

みください。 

※当日使用された場合には追加で 4,000 円を申し受けますのでご了承ください。 

 

 ■営業時間 

  ・営業開始時刻：10:00 

   ※営業時間内はブースには常に 1 名以上のスタッフの滞在をお願いします。 

    ・営業終了時刻：〜16：00 

   ※営業終了の時間は自由です。営業時間終了時には本部までお越しください。 

   ※なお、チケットの換金は当日のみとさせていただきますのでご注意ください。 
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 ■搬入出 

〈搬入時間〉2018 年 11 月 1０日（土） 08:00～09:30 

  ・車の侵入は 9:00 までです。 

  ・駐車場は、各店舗 1 台まで無料でとめることができます。 

   ※ただし、本部にて駐車券の無料処理が必要です 

    ・入場後すぐに本部にて出店手続きをお願いします。出店手続きは下記 3 点を行います。  

  ①出店者の確認 

  ②当日の流れについて最終案内配布（搬出の説明など）  

  ③アンケート・500 円チケット・ネームプレートの配布  

〈搬出時間〉2018 年 11 月 10 日（土） 16:00〜１8:30 

  ・車の侵入は 16:30 以降です。※18:30 完全撤収 

  ・本部にてアンケートの提出・チケットの換金・ネームプレートの返還をお願いします。 

   ※アンケートの当日提出が難しい場合、1 週間以内にメールにてご提出ください。 

 

 ■会場 

 

 

＜決定までの経過＞ 

  今年は、橘公園野球場にて開催することといたしました。橘公園は休憩場所としてなど、 

補助的に使用することといたします。  

今回の開催場所決定の背景について、少しご説明させていただきます。  
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昨年の実施の際に「会場が 2 つに分かれており、別の場所の様子がわからない」「ステージ 

が見られず残念だった」という声が数多く聞かれました。そうした声を受け、実際にどこで 

どのように行うのがベストか、という議論がなされてきました。  

出店者が増えたこともあり（昨年は 62 店舗）、公園内だけで完結することは難しい。 

そうなると市役所の駐車場も使用するか、やはり公園と球場の二箇所で行うか、それとも球 

場内のみで行うかなど、多様な視点から意見交換を行ってきました。  

そうした中で、車いすの方々・ミーティングに参加してくださっているみなさまとともに実 

施調査も行いました。公園内の段差、芝生上での滑り方などを確認。その結果として、移動 

の負担とイベントとしての一体感を勘案し、球場で行うことがベストだという判断となりま 

したので、みなさまにもご報告させていただきました。 

いろいろとチャレンジをしつつ、良いところは継続・伸ばしていき、失敗したところは修正 

改善していく。そのようにして、今後も「ミーツ・ザ・福祉（旧市民福祉のつどい）」をみな 

さまとともに、よりよいものにしていければと考えております。  

ご出店を検討してくださっているみなさま、本年の開催につきましてもどうぞよろしくお願い 

いたします。ともに素敵なイベント・取り組みにしていけることをうれしく思っております。 

 

【注意事項】 

■ゴミの取り扱いについて 

  ゴミ箱・ゴミ袋は各ブースにてご用意ください。  

  ※会場にゴミ箱も設置していますが、ブースで出たゴミについては各自でお持ち帰りください。 

 ■キャンセルについて 

  申込完了後にキャンセルされた場合、出店料はお返しできませんので予めご了承ください。  

 ■開催・中止について 

  ・小雨決行/荒天中止です。荒天（警報発令時など）により中止の場合は、当日 7:00 に判断し 

   ホームページにてお知らせしますので、各自ご確認ください。 

  ・天変地異、その他不可抗力ならびに予期し得ない原因により、時間変更または中止すること 

   があります。主催者はこれによって生じた損害に対して一切の責任を負いません。 

■お客様とのトラブルについて 

  ・ブースで提供される商品に関する事故・トラブルは、各ブースにてご対応ください。 

盗難損傷およびその他一切において、主催者は責任を負いかねますのでご了承ください。 

  ・出店者さま同士・お客さまとのトラブルに関しても上記と同様の対応とさせていただきます。 

     ※なお、会場面やイベント全体に関わる内容でお客さまとのトラブルが発生した場合は、  

速やかに本部へご連絡いただきますようお願いいたします。 

  ・出店物の搬入出/販売/撤去等においては、安全面に配慮し事故の防止に努めてください。 

3. 出店規約 
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【飲食物を出される方へ】 

■必要な情報について 

＜調理をされる場合＞ 

 ・品目名・食数(品目ごと)・調理方法(品目ごと)・食品取扱責任者名・調理従事人数 

＜火気器具を使用される場合＞ 

 ・使用される火気器具の種類 

※上記 2 点については、受付完了後にメールでお聞きします。 

■火気器具の使用について 

 ・使用される火気器具の種類は事前にお知らせください。※申込フォームより入力 

  ・火気器具を使用される方は、必ず業務用消火器のご準備をお願いします。 

   ※万が一、当日「忘れた」「使用期限切れ」等、準備できていない場合は、出店していただ 

    けませんのでご注意ください。 

      ※業務用消火器の準備が難しい場合は、主催者よりレンタル料 2,000 円でお貸出しいたしま 

すので、申込フォームより事前にお申し込みいただき、出店料と一緒に期日までにお振込み 

ください。 

※当日使用された場合には追加で 4,000 円を申し受けますのでご了承ください。 

■食品の取り扱いについて 

 ・ペットボトルまたは缶入りの飲料等については、主催側のみの取り扱いとさせていただきま 

すので、各ブースでの販売はご遠慮ください。 

 ・菓子類、アイスクリーム類、瓶詰缶詰食品等の市販品の販売は食品表示に記載されている 

 保存方法等を守ってください。 

・アイスクリーム類の小分けの器具等は衛生的に取り扱ってください。 

・カレーライス、焼きそば、たこ焼き、お好み焼き、ホットドック、うどん、ラーメン等、 

 食べる直前に加熱調理工程がある食品を提供される場合は、防塵効果のある設備を設け、 

 衛生的な器具の取り扱いと十分な加熱を行ってください。 

・おにぎり、綿菓子等食べる直前に加熱工程のない食品を提供する場合は、手袋等を着用し、 

 素手では食品に触れないようにしてください。 

・かき氷等一部食品を除き、酢の物、サラダ、にぎり寿司等の食べる直前に加熱調理工程の 

 ない商品は、取り扱わないようにしてください。 

■検便について 

 ・販売する食品の調理に従事される方は、必ず全員検便を行ってください。 

 ・検便結果については、当日会場にお持ちください。 

 ・費用は各自でご負担をお願いいたします。 

  ※ハーティ 21 で検便を行う場合、結果が出るのに約１週間必要ですのでご注意ください。 
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◇ハーティ 21 での受付 

 ＊平成 30 年 4 月より受付場所が、ハーティ 21（4 階 検便受付窓口）に変更になりました。 

 

 受付日時 月曜日 午前 9 時～午後 5 時 

      火曜日～土曜日 午前 11 時～午後 17 時 

 受付場所 ハーティ 21（４階 検便受付窓口） 

      尼崎市南塚口町 4 丁目 4 番 8 号 

      電話 06-6426-6135 

 

■その他 

尼崎市ホームページ『祭礼等における火災予防について』より、以下の添付ファイルの 

内容を必ずご確認ください。 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syobo/infomation/1002361.html 

・1 祭礼等の催しにおける火災予防に係る留意事項について 

・3 イベントの火気管理リーフレット 

・4 ガソリン携行缶リーフレット（危険物保安技術協会） 

 

■出店者説明＆交流会の参加について 

 9/1(土)10:00～12:00 尼崎中央公民館にて行います。 

 できるだけご参加くださいますようお願いします。 

 ※どうしても参加できない場合は、事前にご相談ください。 

 ※出店配置について、主催者側で決定したものを、この日にお渡しします。 

■フィナーレダンスについて 

 当日 15:45～16:00 に会場にて、全員でフィナーレダンスを行います。テーマソングに合わ 

せた簡単なダンスですので、可能な範囲でステージ周辺にお集まりいただき一緒にダンスを楽 

しんでもらえたら嬉しいです。 

 ■撤収作業について 

  迅速な撤収作業が必要です。全体の撤収作業についても可能な範囲でご協力をお願いします。 

 

 

 

 

4. その他 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syobo/infomation/1002361.html
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■申込フォームより必要事項をご入力いただき、７月末日までにお申し込みください。 

＊応募多数の場合には出店できないこともございますので、予めご了承ください。 

＜ホームページ＞ 

「ミーツザ福祉」で検索 ⇒「出店を希望される方へ」⇒「出店申込み」より入力 

または http://meetsthefukushi.strikingly.com/#_4⇒「出店申込み」より入力 

 

 

■出店料/発電機レンタル料/消火器レンタル料について 

  募集締め切り後 5 日以内に「出店確定のお知らせ」をメールにてご案内いたします。 

メール受信後、8/10(金)までに下記口座へお振込みくださいますようお願いいたします。 

※ご入金確認をもって受付完了とさせていただきますのでご注意ください。 

 

   【振込先】 

   口座名義：特定非営利活動法人月と風と 

   （ゆうちょ銀行からお振込みの場合）＊手数料は不要です 

    記号：14360 番号：79412031 

   （ゆうちょ銀行以外からのお振込みの場合）＊手数料は各自でご負担ください 

店名：四三八 店番：438 普通 口座番号：7941203 

※「ご依頼人名」は口座名義ではなく、必ず出店者名でお願いします。 

 ※また、文字数にも制限がございますので、「特定非営利活動法人」「社会福祉法人」等は 

除いた出店者名でのお振込みをお願いします。 

 

 

 

お問い合わせ 

 

ミーツ・ザ・福祉 201８事務局 

メールアドレス：meetsthefukushi＠gmail.com 

5. 申込み方法 

6. 費用のお支払い 

http://meetsthefukushi.strikingly.com/#_4

