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「温泉場お散歩市」出店者募集要項
1. 開催目的
新鮮で良質な農産物、地場の良品、手作り品等を地域住民及び観光客等の来訪者に提供することにより、伊豆
長岡温泉に一人でも多くの方が訪れるよう、温泉場の魅力づくりと市内の観光スポットとしての役割を果たし、交
流人口増大により地域振興に貢献する。
2. 概要
(1)
(2)
(3)
(4)

開催日時 毎月第2日曜日 9:00～12:00
開催場所 伊豆長岡温泉 温泉場出逢い通り（小松家八の坊・福狸亭小川家前）
主催
温泉場通り振興会
同時開催 出逢い通りの路上活用（歩行者天国の実施）, 空き店舗等の活用,その他イベン
ト等の実施
※歩行者天国は、国交省官民連携まちなか再生推進事業による取り組みの一
つ、”歩いて楽しい温泉場通りを目指した活動”として実施しています。
(5) 出店舗数 毎月約50店舗
(6) 広告・宣伝 地域の施設やお店、市内宿泊施設へのチラシ配布
SNS・HPでの情報掲載

3. 出店要項
(1) 申込方法
毎月、出店者の募集を実施します。
出店希望の方は、必ず毎月の募集期間内に申込してください。
下記（A~C）、いずれかの方法で申込をお願いします。
A. 伊豆長岡温泉ミライ会議のホームページから申込
B. 事務局からお送りするご案内メール・FAXから申込
C. 電話申込
※申込頂いた方には、事務局より出店受付完了のメールをお送りします。3日以上事務局から
返信がない場合は再度ご連絡ください。
※応募多数の場合や状況により、やむを得ず、抽選になる場合もあります。
その場合、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※2021年度までは、お散歩市当日に次月の出店希望をお伺いしていましたが、今後は実施致
しません。出店をご希望される方は、毎月申し込みいただくようお願いします。
(2) 出店料
出店料のお支払い方法には2種類あります。
A. 毎月の出店時にお支払い
500円 / 回
※直接現金でのお支払いをお願いします。
B. 出店会員
(一社)伊豆長岡温泉エリアマネジメントへの入会が必要になります。
入会金 2000円 ＋ 年会費 6000円 を一括でお支払い頂きます。
※出店会員の詳細・支払い方法等については、事務局にお問合せください。
(3) キャンセル規約
・天候都合による中止
基本的に、雨天でも開催を決行します。
警報・注意報が発令された場合は開催中止とし、その旨をご連絡致します。メール・電話
等をご確認ください。
・出店者様都合によるキャンセル
キャンセルの場合は、1週間前までに申し出ください。レイアウト等の調整が必要となり
ますので、早めにご連絡頂きますようご協力をお願いします。
当日キャンセルの場合は、キャンセル料として500円を頂戴致します。
(4) 出店条件・ジャンル
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(5)

(6)

(7)

(8)

新鮮で良質な農産物、地場の良品、手作り品等
※お散歩市事務局が実施する掘り出し市以外に、中古品等の販売をすることはできません。
ブース仕様
原則、出店に必要な備品（テーブル、テント等）は各自で持参してください。
申込時に、出店ブースのサイズをお伝えください。
A. 1.5mサイズ （テーブルのみ、テントの使用無しなど）
B. 2mサイズ（一般的なサイズのテント）
C. 2m以上（大きいサイズのテント、キッチンカーなど）
※1出店者による2ブース使用（2ブース分をつなげて、広い一つの区画として使用）も可能です。但し、
出店料は2ブース分必要となります。
電気・ガスの使用
申込時に、電気・ガス使用の有無をお伝えください。
※電気ドラムや延長コードはご自身でご用意ください。事務局での貸出はございませ
ん。 2〜3mの延長コードでは電源まで届かず、電力を供給できない恐れがあります。
10m以上の電気ドラムなどを推奨しています。
ゴミの回収
ゴミ箱は会場に設置いたしません。
各店舗で発生するゴミ回収は各店舗で行い、お持ち帰りいただくようお願いします。
出店にかかる機材等の搬入・搬出
レイアウト確定後の出店者案内と併せて通行許可証を送付します。
お散歩市会場への搬入・搬出には通行許可証が必要となりますので、入場口の誘導員に提示してくだ
さい。
ア. 搬入
自動車で荷物を搬入する場合は、当日 7:30〜8:30 の間に搬入を済ませてください。
歩行者天国実施のため、お散歩市会場は 8:30 に車両の出入りを規制します。
前日・それ以前の備品搬入はできません、搬入は当日のみ可能です。
イ. 搬出
車両規制は、12:40 に解除します。
12:40 になり、事務局が規制解除の合図をするまでは、自己都合による出入りは出来ま せん。
安全な歩行空間を整備するため、大仁警察署との協議を重ねた上で車両規制等を 実施しておりま
す。出店者皆さまのご理解とご協力、よろしくお願いします。
お持ちいただいた荷物は全てその日のうちにお持ち帰りください。
＊当日スケジュール
8:40~8:55
受付開始（本部にて実施）
9:00~12:00 お散歩市開催中
12:10~12:20 南山荘前に集合、振り返り会を実施
12:20~12:40 各店舗片付け
12:40～
車両規制解除・荷物積込開始（事務局の安全確認の上で早まる可能性あり）
※12:40まで、お散歩市会場への車両出入りを禁止します。
12:40以降、車両の出入りが可能となりますが、スタッフの誘導に従ってください。

(9) 営業許可関係
出店者の営業に必要な許可等はそれぞれの出店者にて対応をお願いします。
出店と販売に関する事故、紛争等は全て出店者の責任において対応処理してください。損害等いかな
る理由においても事務局は責任を負いません。
※ご不明な場合は県食品衛生許認可のサイト等を参考にしてください。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-520/syokuhin/kyoninka/kyoninka.html

4. その他
(1) 出店ブースの位置
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

出店ブースの位置は、主催者側で決定します。場所指定等は出来ませんので、ご承知おきください。
他出店者との調和を保ちながら、販売を行ってください。
駐車場
出店者様には、駐車場等のご案内をお送りします。案内資料に記載の、「三楽の宿さかや」と「南山荘
裏の駐車場」へ駐車頂くようお願いします。
山田家の駐車場はお客様のみ利用可能です。出店者様は利用できません。
会場正面のさかなや旅館の駐車場は出店場所になります。荷物などを降ろし終えたら、すみやかに上
記に駐車してください。
各店舗にて発生した、事故や、食品・金銭トラブルに関しては、各店舗での対応をお願いしております。
各店舗にて、BGMの使用は可としますが、隣接店舗への配慮をお願い致します。
喫煙は場所を確保致します。喫煙の際は、決められたスペースでお願い致します。
喫煙スペースは、本部のスタッフにご確認ください。
次の事項に該当すると認めるときは出店をお断りいたします。
・食中毒発生の危険度が高いものの販売
・違法な物及び公序良俗に反する物品等の販売等（禁止薬物や風俗・アダルト物品等）
・暴力団及び宗教団体等による出店
事務局からのメール・案内が届かない
・携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを登録した場合
迷惑メールと判定を受け、メールが届かない場合がございます。
お手数をお掛けしますが、当事務局のメールアドレス izuspamirai@gmail.com を受信できるよう設
定をお願い致します。
詳しくは下記の携帯電話会社サイトをご覧ください。
【au】なりすまし規制回避リスト | 迷惑メールフィルター機能
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/
【SoftBank】受信許可リスト設定
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/email-i/white/
【docomo】受信リスト／拒否リスト設定
https://www.docomo.ne.jp/info/spam_mail/domain/index.html
・Yahooメール、hotmail、Gmailなどのフリーメールのアドレスを登録した場合
フリーメールアドレスの場合は迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性があります。迷惑メー
ルフォルダ、ゴミ箱フォルダに当サイトからのメールが振り分けられていないかご確認ください。
Yahooメールやhotmailなどのフリーメールでは、受信したメールが迷惑メールフォルダへ振り分けら
れると、数日中に自動的に削除されてしまう場合がございます。セキュリティ対策として、メールが受信
フォルダに届く前に自動で削除されてしまう場合もございますので、ご注意ください。
詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
【Yahoo!メールヘルプ】届くはずのメールが届いてない
https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/
【Gmailヘルプ】受信メールが遅れて届いた、またはメールが届かない
https://support.google.com/mail/answer/6596?rd=2&visit_id=637873082488602621-3047
722168
【@nifty】迷惑メール対策の設定をしてから、メールが受信されなくなりました。
https://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_12834/1.htm
【BIGLOBE】よくあるご質問｜迷惑メールブロックサービス
https://email.biglobe.ne.jp/spam/faq.html

5. 申込〜お散歩市までの流れ
第2日曜日

当月お散歩市開催

3

初版 2022.05.08
ver.01
第3週〜第4週

次月お散歩市出店者の募集期間

第4週〜次月第1週

レイアウト等検討期間

次月第1週

出店者案内の送付

次月第2日曜日

次月お散歩市開催

例） 令和4年5月8日のお散歩市が終了した後のスケジュール
5/9〜5/22 6月お散歩市の出店募集 *123
5/23~5/29 レイアウト等検討期間
5/30~6/6 出店者案内の送付 *4
6/12
6月お散歩市の開催
*1 出店者の募集期間は2週間（毎月第3週〜第4週）です。
以下、参考として3ヶ月分(2022年7月〜9月）を記載。
7月度募集期間 6/13〜6/26
8月度募集期間 7/11〜7/24
9月度募集期間 8/15〜8/28
*2 応募多数の場合や状況により、やむを得ず、抽選になる場合もあります。
その場合、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
*3 これまでは、お散歩市当日に次月の出店希望をお伺いしていましたが、今後は実施致しませ
ん。出店をご希望される方は、毎月申し込みいただくようお願いします。
*4 レイアウトや健康チェックシートは、お散歩市開催週の月曜日（第2月曜日）には、
出店者様のお手元に到着するよう準備を進めていきます。

6. 感染症対策
(1) 出店者の皆様へのお願い
A. 当日の体温確認を行って頂き、健康チェックシートを記入してください。
・チェックシートを使って回答される方
メールやFAXで送付されるチェックシートを各自で印刷・記入してください。
当日、本部での受付時に提出してください。
・googleフォームを使って回答される方
メールに添付されているURL（googleフォーム）からも健康チェックが可能です。
当日、本部での受付時に、googleフォームで回答した旨をお伝えください。
B. 出店者様については、マスク着用を必須とします。
C. 体調がすぐれない、発熱等の症状がある方はお散歩市への参加をお控え頂きますようお願いします。
(2) 来場者へのお願い
A. 入場口での消毒協力を促す。
B. マスクの着用、ソーシャルディスタンスの協力を促す。

7. お問い合わせ
お散歩市事務局 （一社）伊豆長岡温泉エリアマネジメント
TEL 080-3274-3832（問合せ受付時間 平日9:00～16:00）
FAX 055-948-3145（福狸亭小川家）
E-mail izuspamirai@gmail.com
・お散歩市
Facebook https://www.facebook.com/izunagaokaosanpoichi
Instagram https://www.instagram.com/osanpoichi/

4

初版 2022.05.08
ver.01

・伊豆長岡温泉ミライ会議
HP
https://izuspamirai.com/
Facebook https://www.facebook.com/izuspamirai
Instagram https://www.instagram.com/izunagaokaonsenmiraikaigi/

＊お散歩市の出店者募集要項について
今後も、お散歩市の改善や運営方法の変更等に伴い、要項を随時更新していきます。
出店者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、温泉場の活性化に向けた取り組みとしてご理解・ご協力して頂け
ますと幸いです。
今後とも、お散歩市へのご参加と応援をよろしくお願い致します。
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