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Happy Earth Day OSAKA 2023 出店募集要項 

1.ハッピーアースデイ大阪とは？  

アースデイとは、環境のことを考え行動する日のことです。 

ハッピーアースデイ大阪では、日々の暮らしの中で幸せを感じることを大切にしています。 

環境や人にやさしい製品を作っている方や、私たちが暮らす地球上の多くの問題に対して様々な角度 

からアプローチしている方が日ごろの想いを伝え、発信する場であると共に、来ていただいた方々に 

笑顔を提供できる場を作りたいと考えています。  

 

2.ハッピーアースデイ大阪 2023 イベント概要  

開催日時 2023年3月25日(土) 11:00～17:00 

                 3月26日(日) 10:00～16:00 

開催場所  久宝寺緑地修景広場周辺（大阪府八尾市） 

→アクセス方法：http://toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top  

 

3.ハッピーアースデイ大阪のビジョンについて  

『大阪からみんなでつくる、ハッピーな地球。』 

ーOur Action for Earthー 

18世紀の産業革命以降、技術の進歩と共に人間の暮らしは便利で豊かになったものの、結果とし

て地球に大きな負荷をかけることにつながりました。人々が地球の危機に気づき、地球規模で考え

始めたのはアメリカでアースデイが始まった50年前の話です。 

現在では、環境問題・社会問題について考えることは当たり前になってきましたが、未だ解決に

は至っていません。大きな分岐点と言われている2030年までに現状を改善できなければ、さらに

深刻な気候変動が起こると言われています。 

ハッピーアースデイ大阪は、地球上で起こる問題に対して活動している人たちの想いを発信でき

る場を提供すると共に、地球上の課題や解決策に関して意見を共有できる場をつくっています。 

私たちは今まで、行動を起こしたいと考える人たちの背中をそっと押してあげられる存在になり

たいと思い ”One Step for Action”を理念として掲げてきました。しかし、持続可能な社会を作っ

ていくために、一人一人の行動が求められる社会の中で、”One Step for Action”のその先へと、

歩みを進める必要があるのではないかと感じました。 

自分たちが暮らす環境を守っていくためにも、地球環境問題・社会問題は誰もが真剣に考え、行

動しなくてはならない課題です。 
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同じ想いを持つ人たちを受け入れ、いっしょに行動する。さらに、無関心の人たちに地球の問題

を考えてもらうきっかけをつくり、いっしょに地球を変えていく。「みんな」の輪を広げ、人も地

球もハッピーな未来を目指して一歩ずつ行動していきます。 

私たちハッピーアースデイ大阪は、この大阪から皆さんと共に、全ての生きものにとって幸せな

地球をつくりたいと考えています。 

 

4.新型コロナウイルス感染防止対策について 

 【出店者・関係者】 

・１ブースにつき、１点以上の手指消毒用アルコールを必ず設置してください。 

・当日の朝に必ず検温を行い、37.5度以上の熱がある場合や体調の優れない場合は出店をご遠慮

いただきますようお願いいたします。 

・出店者、スタッフ等関係者は必ずマスクを着用してください。 

・必要に応じ、飛沫防止のアクリル板をご用意ください。 

 

５.出店基準について 

ハッピーアースデイ大阪では、「ビジョンに共感し、環境に配慮した内容であること」を前提条件と

して、本イベントの趣旨を理解し、協力していただける出店者様を募集します。これまでにご出店され

た方、これから様々な社会問題に挑戦される方などを応援したいと思っております。 

出店審査に関しては、実行委員にて応募内容を元に審査致します。出店応募時の内容と今までハッピ

ーアースデイ大阪に出店して頂いたことのある方は、その時の出店内容も参考にさせて頂きながら出店

審査を行います。  

ハッピーアースデイ大阪実行委員一同は、皆様に環境について考えていただく場として当イベントを

より良いものにしたいと考えており、出店基準及び審査につきましてもより厳格にしていきたいと思っ

ています。その為、ハッピーアースデイ大阪に過去出店頂いたことのある出店者様でもイベントの趣旨

に準じない出店内容であると判断した場合は出店をご遠慮頂く場合がありますのでご了承下さい。ま

た、応募が定員になり次第、出店募集は締め切らせていただきますのでご理解ご了承の程、よろしくお

願いいたします。  
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６.出店申込方法について  

【出店申込の流れ】  

1. 出店募集要項をご確認いただき、ハッピーアースデイ大阪の趣旨にご賛同いただいた上でホームペ

ージの出店応募フォームより必要事項を記入し、お申し込みください。  

2. 実行委員会での出店審査後、実行委員会よりメールにて出店可否の連絡をさせていただきます。  

3. 出店許可通知を受け取られた方は、通知メールに記載のお振込み期限までに出店料等を指定の口座

へお振込みください。 

※入金先は出店通知のメールに記載しております。入金確認通知をもって最終的な出店決定となりま

す。尚、お振込み期限までにご入金が確認できなかった場合は出店を取消させていただきます。  

4. 出店に関する詳細は、実行委員会よりメールでご連絡致します。  

※出店キャンセル時の返金はいかなる理由でも出来かねます。ご了承ください。  

 

【出店応募期間】  

一次募集： 2022年10月31日（月）～ 11月20日（日） 

                               ⇒出店可否通知 2022年11月27日（日）頃 

二次募集： 2022年11月21日（月） ～ 12月18日（日） 

                         ⇒出店可否通知 2022年12月25日（日）頃 

※出店申込内容の変更等は12月18日（日）までにご連絡ください。  

ブースの配置は、出店形態の分類/申込の順番/両日出店or1日出店を考慮して実行委員会で決定致

します。あらかじめご了承ください。  

７.出店者説明会 

当日、ご出店いただく出店者様を対象として出店者説明会及び交流会を開催予定です。 

～オフライン開催～ 

◯日程 2023年2月中旬 午後（予定） 

◯場所 久宝寺緑地管理事務所内の会議室（予定） 

    〒581-0077 大阪府八尾市西久宝寺323 

※上記以外にオンラインでの説明会も開催予定です。 

詳細は決まり次第、実行委員会よりご連絡させていただきますが、オフライン・オンラインいずれか

の説明会にご出席をお願い致します。 
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８.リユース食器について 

飲⾷物の販売は、ごみ減量のため必ず使い捨てでない⾷器（リユース食器）のご利用をお願い致しま

す。リユース⾷器はアースデイ実行委員会から直接お客様に貸出す仕組みとなっております（有料）。 

⾷器の使用料はお客様ご負担ですので、出店者様のリユース⾷器に関する料金負担は一切ございません。 

詳細は別紙「飲⾷販売を行う出店者様へ」をご確認ください。 

また、お客様へはマイ⾷器の持参を推奨しています。ご理解、ご協力をお願い致します。 
 
９.ブースサイズ、出店料について 

下記のブースサイズ・出店料金からお選び下さい。 

出店配置の決定や必要備品の早期把握の為、一次募集期間 2022年10月31日（月）～ 11月20日

（日）にお申込みいただいた出店者様は早期申し込み価格（早割り価格）にてご出店いただけます。 

※出店可否メールに記載のお振込み期限の厳守をお願い致します。 

（１）物販・展示・ワークショップ 

ブースサイズ（間口×奥行） 出店料/1日のみ 出店料/両日 

2.7 × 2.7 ｍ ￥5,000（早割り￥4,500） ￥8,000（早割り￥7,200） 

 

（２）⾷べ物（現地調理なし）・飲み物（コーヒー、ジュース類） 

ブースサイズ（間口×奥行） 出店料/1日のみ 出店料/両日 

2.7 × 2.7 ｍ ￥7,000（早割り￥6,300） ￥10,000（早割り￥9,000） 

（３）⾷べ物（現地調理あり） 

ブースサイズ（間口×奥行） 出店料/1日のみ 出店料/両日 

2.7 × 2.7 ｍ ￥9,000（早割り￥8,100） ￥12,000（早割り￥10,800） 

 

（４）車両販売 

占有スペース（間口×奥行） 出店料/1日のみ 出店料/両日 

3.6 × 5.4 ｍ以内  
￥15,000 

（早割り￥13,500） 

￥20,000 

（早割り￥18,000） 

 

（５）SDGｓ企業ブース 

テントサイズ 

（間口×奥行） 

 

出店料/1日のみ 

 

出店料/両日 

 

備考 

 

2.7 × 3.6 ｍ 

 

￥20,000 

 

￥30,000 
テント費/ 

机2台/椅子2脚 含む 
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※会場レイアウト上、ブースサイズをはみ出したテント、車両の使用は固くお断り致します。 

※出店場所のご指定はできません。あらかじめ、ご了承ください。 

 

10.レンタル備品について 

○SDGｓ企業ブースのお申込みを除き、 

テントの貸し出しは行っておりませんので出店者様ご自身でご用意ください。  

※学生団体のみ、テントの貸し出し手配を承ります。出店申し込み時にご相談ください。 

○椅子、机が必要な方は、レンタルの手配を致します。レンタルをご希望の方は応募フォームに 

必要数量をご記入の上、レンタル料を出店料等と合わせてお振り込みください。  

◯予備はないため、当日の備品レンタルの希望はお受けできません。 

 

 

 

品名 

 

レンタル料/1日のみ レンタル料/両日 

 

椅子（パイプ椅子） 

 

￥400/脚 

 

 

￥700/脚 

 

机（幅1800*奥行450㎜*高さ700㎜） 

 

 

￥1,400/台 

 

￥2,000/台 

 

11.協賛のお願いについて 

ハッピーアースデイ大阪は全てボランティアスタッフが運営しています。当日までの活動費や運営費

は出店者様の出店料と協賛金で賄っているため、よろしければご協力をお願い致します。 

なお、1口1,000円から承っております。  

※ご協賛いただきました出店者様はハッピーアースデイ大阪公式ホームページに掲載、また当日会場に

て掲示させていただきます。 
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12.交通アクセスについて 

●久宝寺緑地  〒581-0077 大阪府八尾市西久宝寺 323  

●交通アクセス  

・JR関西本線（大和路線）「久宝寺」 （北へ1.2km）  

・JR関西本線（大和路線）「加美」 (東へ1.2km)  

・JRおおさか東線「新加美」 （東へ1.2km）  

・近鉄大阪線「久宝寺口」 （西へ1.2km）  

● 駐車場(会場となる修景広場付近へは第１駐車場が便利です。)  

 
駐車場料金は以下の通りです。 

１時間以内 390円 ６時間以内  1,000円 

２時間以内  510円 ７時間以内  1,130円 

３時間以内  640円 ８時間以内  1,250円 

４時間以内  760円 8時間超～24時間以内 1,370円 

５時間以内 880円  

 
13.飲食販売をされる出店者様 

・ 飲⾷販売をされる出店者様は別紙「飲⾷販売を行う出店者様へ」も併せてご確認ください。 

・ 当日、他の出店者様と出店物が重複する可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

・ 火気使用店舗につきましては、業務用消火器をご準備ください。 

・ イベント会場内で調理を行う場合は、製造許可証や露店販売許可証を取得されている出店者様に限

ります。（2021年5月以前に取得されている方は八尾市で取得した許可証が必要となります。2021

年6月以降に大阪府域のいずれかの自治体で許可証を取得されていましたら、大阪府全域で営業が可

能です。）詳細は八尾市保健所へ必要に応じてお問合せください。（072-994-6643） 
 

14.出店に関するその他、注意事項 

・ イベント開催中の会場内でのトラブル、事故に関しては各出店者様の自己責任となります。  

・ 当イベントとしては開催可否の判断を、【雨天決行、荒天中止】としております。 

中止の判断はイベント当日６時の時点で判断し、SNS（Instagram、Facebook）にて告知致しま

す。 

※荒天の定義は、以下の警報が発令された（もしくは発令が想定される）状況です。 

〇大雨警報  〇洪水警報  〇暴風警報 

【注意報】発令の場合においても、状況に応じて中止とさせていただく可能性もございます。 

※なお雨天時、出店をされない場合でも返金は致しません。雨天時の対策（雨よけ、ウェイトなど）を
お願い致します。 万が一、荒天により中止の場合も出店料の返金は出来かねますのでご了承下さい。 
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15.イベント当日の禁止事項 

以下の行為を行われた際は、悪質な場合即時出店取りやめとさせていただきます。 

・販売禁止品（危険物や法律にふれるもの、保健所／厚生労働省による規制対象品など）や開催趣旨に

不適切と思われる品の販売 

・法律または公序良俗に反する行為  

・大音量でのマイクやスピーカーなどの使用  

・一般来場者様、周辺の方の迷惑となる行為  

・節度を越える勧誘行為 

・実行委員の指示に従わず出店活動を行った場合 

 

16.以下の事項について、ご了承ください。 

・お預かりした個人情報は、イベントの参加確認や運営管理、またはイベントに関する問い合わせ、ご

連絡等への対応のため使用させていただく場合があります。 

・ 団体及びその構成員が、反社会的団体でないこと。 

・募集要項は、社会的状況により変更する場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 

ご不明な点やご意見等ございましたら下記までお問い合わせください。 

ハッピーアースデイ大阪実行委員会  

担当：谷口 

E-mail：shutten@happy-earthday-osaka.com 


