
お祭り広場 出店募集要項 

 

募集に関しての注意 

 

以下をご了承いただける方のみお申込み頂けます 

★出店申込書、道路使用許可申請書を不備なく期日厳守で提出頂けること 

★出店料を期日までに納めて頂けること 

★出店者説明会に欠席・遅刻の場合は出店場所の決定を事務局に一任頂けること 

★規制区域内で午前８時３０分から午後５時００分まで車両の進入・移動を行わないこと 

★出店募集要項に同意して頂くこと（出店申込書の誓約書への署名捺印を持って同意と致します） 

★対象火気器具等（本項末「危険物の取扱」参照）を持ち込む際は、業務用粉末 ABC10 型消火器を

設置すること 

★食品を取り扱う場合は、本項末の「食品の扱いについて」を順守ること 

 

 

以上をお守り頂けない場合は、申込をお断りさせて頂きます。 

（出店料を既に納めて頂いている場合でも、書類等の提出期限が守られない場合はお断りの対象となります） 

 

 

注意事項 

・テント、電源、水源、駐車場は各自で手配お願い致します。 

・荒天により、暴風雨、雷等の警報が出た場合は氏郷まつり自体が中止になります。中止の際は 11 月 3 日午前 7 時頃

迄に松阪市観光協会のＨＰの新着情報に掲載致します。電話の場合は繋がり難い場合がございますので予めご了承

ください。 

・雨天の場合は武者行列、鉄砲隊、踊り、ステージ出演が中止になる場合がございます。 

・「お祭り広場」は多少の雨天は開催致します。ただし、警報発令時、主催者が危険と判断した時、事故等緊急事態の

場合は中止又は、時間を繰り上げて終了になる場合がございます。 

・過去に連絡無しのキャンセル、申し込み後に連絡がつかずお断り通知をさせて頂いた方は申込の際にお断りさせて

頂く場合がございます。 

・出店料の改定に伴い、出店スペースが「枠」単位になりましたのでご注意ください。 

出店募集要項内の【出店スペースと出店料について】をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 



【申込から出店確定までの予定】 

1. 出 店 募 集 期 間／ ８月２６日（月）～９月１３日（金）１７時まで 

2. 出 店 申 込 書／ ９月１３日（金） １７：００時迄（必着） 

3. 出 店 料／ ９月２７日（金） 振込又は事務局まで（必須） 

4. 道路使用許可申請書／ ９月２７日（金） 事務局に必着 

5. 出 店 者 説 明 会／１０月０１日（火） 注意事項等の説明の後、クジ順で出店場所の決定を致します。 

場所／松阪市民活動センター３Ｆ TEL(0598)26-0108 開会／１９：３０（受付／１９：００より） 

6. 許可証等のお渡し／１０月２０日 頃  道路使用許可証、地割ＭＡＰ、チラシ、その他 

 

【出店募集方法について】 

7. 8 月 26 日より松阪市観光協会のホームページの新着情報にて募集掲載を致しますので、募集に関しての注意

をご確認の上「出店申込書」をダウンロードし、必要事項の記入、誓約内容確認して捺印の上「お祭り広場運

営協議会」までＦＡＸ・郵送、又はご持参にてお申込み下さい。ＦＡＸの場合は受信しましたら、受付完了の

返信ＦＡＸを致します。返信は受信タイミングによって２～３日後になる場合がございます。郵送の場合は

申込書に記載ある連絡先、又はＦＡＸにて受付完了の連絡を致します。 

8. 事務局に出店申込書が届きましたら、道路使用許可申請書２枚、出店料のご案内、出店者説明会（出店場所の

決定も致します）の案内、出店場所一覧表、その他必要書類を郵送致します。 

9. 概ね 7～10 日（土日祝日除く）程度で書類を発送致しますので、10 日以上過ぎても手元に届かない場合は、

念の為事務局までお問い合わせお願い致します。 

10. 過去２年間で出店された方には８月２０日頃に郵便葉書で募集開始の通知を発送させて頂きます。 

★出店申込書は松阪市観光協会ホームページよりダウンロードしてお申し込みお願い致します。 

★２０１９年（第５８回）に関しては、混乱を避けるために封書で「募集要項」をハガキの代わりに送付さ

せて頂きます。２０２０年（第５９回）からは上記の通りハガキでの募集案内通知となります。 

 

【書類が届いたら】 

11. 「道路使用許可申請書２枚」は出店申込書を元に「申請者」と「現場責任者」の情報を記載してありますので、

内容に相違無ければ押印してください。同封の見本を参考に内容の確認と必要事項の記入をし、２枚とも事

務局へ 9 月 27 日必着で返送お願い致します。 

12. 修正・訂正・変更がある場合は二重線を引いて、訂正印にてご対応お願い致します。 

追記の場合は手書きで追記して頂いてＯＫです。＊修正液・修正テープは使用しないでください。 

13. 出店料の通知書に振込先がございますので、期日までにお振込下さい。 

14. 「出店申込書」「道路使用許可申請書２通」「出店料の振込（ご持参可）」が事務局に全て揃った時点で申込完

了（出店場所場所の抽選会に参加頂けます）となります。 

 

【出店募集の締め切りについて】 

15. 出店枠数（約 100 程）を超える申し込みを頂いた場合は募集期間中であっても募集を終了致します。募集終了

の際は松阪市観光協会のＨＰにアナウンスを致します。（ＨＰへの掲載タイミングが遅れる場合がございます） 

16. キャンセル待ちの受付は致しません。 



【出店スペースと出店料について】 

17. 申し込みは枠単位となり、出店料は 1 枠あたり 5,000 円となります。幅 4.0m を超えるスペースをお申込みの

際は 1 枠あたり 5,000 円の加算となりますのでご注意ください。（１枠＝幅 4.0m×奥 3.0m） 

18. 出店場所一覧における「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」出店スペースの奥行きは歩道の縁石から３ｍ以内とさせて頂きます

ので、テント等をご利用の際はサイズにご注意ください。 

テント等をご利用にならない場合でも奥行き 3.0m 以内を厳守にてお願い致します。 

ステージや一部の体験・啓発等の場合は奥行 3.0m 以上となる場合がございます。 

19. 出店場所においてはお店の面合せを隣接する出店者様と協力し合って、平坦になるように設置して頂くよう

お願い致します。 

20. 出店費用については、必要書類に金額と振込先のご案内として同封いたしますので、期日までに「指定口座へ

の振込（振込手数料はご負担願います）」「事務局へ持参」でお願い致します。 

出店者説明会の受付時のお支払いはお受けできません。（必ず 9/27 迄にお願いします） 

 

【出店者説明会】 

21. 出店者説明会は「出店申込書」「道路使用許可申請書２枚」の提出、「出店料」をお支払い頂いた出店者のみの

出席となります。会場の都合上、誠に申し訳ございませんが、各出店者様は一名でのご出席にご協力お願い致

します。複数でご参加される場合は、会場の後部又はそれ以外の場所で待機願う場合がございますので、予め

ご了承ください。（出店場所の決定を混乱なく円滑に進める為にご理解ください） 

22. 説明会では主な注意事項を含め、氏郷まつりの概要説明となります。 

 

【出店場所の決定方法】 

23. 出店者説明会の最後に出店場所の決定を行います。受付時に引いて頂いたクジの番号が小さい方から順番に

出店場所を決めて頂き、その場所を出店場所として道路使用許可申請させて頂きます。 

大変混雑が予想されますので、皆様のご協力をお願い致します。 

24. ２枠以上での申込の場合は連なった番号の場所の選択となります。 

25. クジ順に従い、出店場所を決めて頂いた方は自由解散とさせて頂きます。 

26. 出店場所はその場で一度決めて頂いた後の変更要望は受付けませんので、予めご了承ください。 

27. 抽選会当日に欠席した出店者様に関しましては、出席者全員の抽選終了後の空いている場所への出店となり

ます。その決定は事務局への一任とさせて頂きます。（他の出店者による代理は混乱と誤解を招く恐れが考え

られるので認めません） 

★出店申込書の「希望エリア」は抽選会へ欠席、中止の際に希望場所の参考に使用致しますので、必ず第一希

望～第四希望を記入の上ご提出ください。未記入の方はエリアも含め事務局一任とさせて頂きます。 

28. 説明会に遅刻された場合は、遅刻せずクジを引いた方が出店場所を決めてから、空いている出店場所より選

んで頂くことになりますのでご了承ください。（遅刻者多数の場合は順番を決めて貰います） 

29. 説明会が荒天等により中止の場合、出店場所の決定は事務局一任とさせて頂きます。中止となるのは暴風・大

雨・洪水等の警報発令時及び、事務局が危険と判断した場合となります。中止の場合は説明会当日の正午迄に

決定し、松阪市観光協会ＨＰへの掲載（新着情報・お知らせ）でのお知らせとなります。 

松阪市観光協会ホームページ  https://www.matsusaka-kanko.com/ 

 

https://www.matsusaka-kanko.com/


【抽選対象外の出店場所】 

30. 規制区域内の出店エリアの地権者様が出店する場合、その所有する土地の正面の場所は抽選外となります。 

31. 規制区域内の各自治会、商店街振興会・組合、協力団体が出店する場合、その所有する土地の正面の場所は抽

選外です。 

32. 公益を目的とした一部出店者の出店場所（松阪警察署が公益性を認定した場合に限る） 

33. 出店者の出店内容・方法とその形態の都合上、お祭り広場運営協議会が出店場所を指定した場所 

34. 出店場所一覧には過去の出店履歴と上記を反映したモノを掲載致しますが、多少の変動がある場合がござい

ますのでご了承ください。 

 

【キャンセル・返金について】 

35. 出店者説明会開会前日迄のキャンセルにつきましては、出店費用はご返金させて頂きます。 

36. 振込返金ご希望の方は振込先を事務局まで連絡下さい。 

（返金時における振込手数料は出店者様にご負担頂きますので、予めご了承ください） 

37. 現金での返金をご希望される場合は、予めご連絡の上、開局時間内に事務局までお越しください。 

38. 出店者説明会当日以降のキャンセルにつきましては、出店料は返金致しませんのでご了承ください。 

（荒天、事故等により 11 月 3 日当日に中止・中断になった場合も含みます） 

 

【道路使用許可証等のお渡し】 

39. 道路使用許可証が発行された後に、地割ＭＡＰも含めた資料を併せて発送させて頂きます。時期は 10 月 20 日

前後になります。（許可証の発行されるタイミング等によって発送タイミングは変動します） 

40. 例年は「第 2 回出店者説明会」として、10 月下旬頃にご出席を頂いておりましが、出店場所の枠化とクジ引

きで出店者様に決めて頂いておりますので、地割場所の公表と確認作業が無くなる為、お時間を頂くことな

く当日を迎えさせて頂くスケジュールとなります。 

 

【臨時営業許可証について（飲食関係者）】 

41. 飲食物の販売に必要な臨時営業許可につきましては、松阪保険事務所へ個々でご対応お願い致します。発行

されました臨時営業許可証は控えとして事務局までＦＡＸで結構ですので送ってください。 

42. 氏郷まつり当日は保健所職員のチェックがありますので、許可証は必ず携帯しておいて下さい。 

 

【当日の出店場所の確認】 

43. 当日までに出店場所に「地割番号を記載した布テープ」を車道と歩道の間の「縁石の上面」に貼り付けます。 

｜→５８（★商店）・・・（★商店）５８←｜→５９（●組合）・・・（●組合）←５９｜｜→６０（◆商店） 

という感じです。（ ）内には出店者様の敬称抜きの略称を勝手ながら入れさせて頂きますのでご了承くださ

い。 

44. 縁石の状態によっては縁石の側面に張る場合がございます。（街路樹や植木の直下の場合など） 

45. 場所が分からない場合は、速やかにその場から事務局へ連絡ください。 

 



【交通規制について（車両で荷物を搬入出される方）】 

46. １１月３日の氏郷まつり当日は出店場所となる規制区間は「８：３０～１７：００まで」の規制時間中に車両

の進入・移動は一切できませんのでご注意ください。 

47. 規制時間中は出店場所へ車両の進入ができませんので、遅刻の場合は出店ができなくなる場合がありますの

で、出店に必要な荷物は必ず８：３０迄に車両から歩道の隅へ下し、規制区域外へ車両の移動をして下さい。 

48. 駐車場は恐れ入りますが、各自で手配お願いします。 

49. １６：００になりましたら、速やかに車道の出店物の片づけを始め、１７：００の規制解除までに車道をクリ

アにしてください。荷物は出店前のように歩道の隅へ置いて頂いても大丈夫です。 

50. １７：００にパトカー先導で規制解除となり、車両進入可能になります。一般の車両も進入してきますので、

十分にご注意頂きながら荷物を載せて退去お願い致します。 

51. 荷物用の車両は原則１台として下さい。複数台での乗り付けは、一般車両の通行や他の出店者様の片付け妨

げとなり、車道で必要以上の混雑・渋滞を引き起こしますので、応援者等の車両は進入させないようにご協力

お願いします。 

52. 規制時間内の進入・移動、迷惑駐車等を発見した場合は翌年以降の出店をお断りさせて頂きます。 

 

【キッチンカー・展示車両について】 

53. キッチンカー、展示車両につきましては「８：３０～１７：００の規制時間の間は出店場所から動かさない」

ことをお守り頂くことが出店条件となります。（８：３０に出店場所へ車両の設置を終えてください） 

54. 遅刻等で８：３０までに出店場所に居ない場合は、車両が入れないので出店できません。 

55. 祭りは１６：００までですが、規制解除となる１７：００迄は出店場所から退去できません。 

56. 必ず車内に消火器の設置お願い致します。 

 

【献血車両・消防車について】 

57. 献血車両並びに消防車につきましては現時点で「通行禁止道路通行許可」の対象となりますので、申請をお願

い致します。 

58. 道路使用許可申請書の期限に併せてご提出してください。 

59. 車検及び、主たる運転者の運転免許証の期限にご注意ください。 

60. 申請に必要な書類は 

・「通行禁止道路通行許可申請書×２通（申請用と出店者控え）」 

・「車検証のコピー」 

・「主たる運転者の免許証の表面、裏面のコピー」 

 

 

【出店場所から退去する際のお願い】 

61. 出店場所から退去の際には必ず、出店場所となった車道及び、その歩道部分の清掃をお願い致します。 

 

 

 



危険物の取り扱いについて 

 

①発電機 

②プロパンガス 

③対象火気器具等（以下太枠内参照） 

                              

 
★ 対象火気器具等とは 

・ 火を使用する器具 
・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、液体燃料を使用する器具 
・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、固体燃料を使用する器具 
・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、気体燃料を使用する器具 
・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、電気を熱源とする器具 

【火気器具等の具体例】 
移動式ストーブ、調理用器具、移動式コンロ、電気温風機、電気コンロ、電気レンジ、電磁誘導加熱式

調理器、電気天火、電子レンジ、電気ストーブ、電気乾燥機、電気温水器のほか、グリドル、バーベキ

ューコンロ、七輪などが含まれます 

 

以上の①～③のうち、ひとつでも取り扱いがある場合は、消火器の準備が必要となり

ます。 

※消火器は、粉末 ABC10 型消火器を準備して下さい。 

※詳しくは、松阪地区広域消防組合 消防本部予防課まで 

 お問い合わせ下さい。 

   ＜お問い合わせ先＞ 松阪地区広域消防組合 消防本部予防課 

   ＴＥＬ ０５９８-２５-１４１２ 
 

 

 

 

 

 



食品の取り扱いについて 
 

飲食物の調理販売をする場合、保健所の許可（露天商、臨時営業）が必要となり、 

出店頂くには、そのいずれかの許可証を事務局まで提出（控え可、FAX 可）していただく必要があります。 

 

※テント内で調理加工をしなければ、基本、許可は要りませんが、食品によっては販売のみでも許可が必

要な場合や、販売できない場合もありますので、食品を扱う場合は、必ず事前に松阪保健所へご確認くださ

い。 

 

・保健所で確認して頂き、営業許可証が不要となった場合でも、事務局までご連絡ください。 

 

露天商の許可をお持ちの方 

・まつり当日に有効な許可証かどうか（令和 元年 11 月 3 日が有効になっていること）をご確認の上、事

務局までＦＡＸしていただくか、コピーをして郵送してください。 

 

露天商の許可をお持ちでない方 

・営業許可申請書に必要事項をご記入の上、松阪保健所へ申請し、臨時営業の許可が取れ次第、事務局まで

ＦＡＸしていただくか、コピーをして郵送してください。 

 

 

※試食、振る舞いに関しましては、臨時業務開始届の提出をしていただく必要がありますので、松阪保健所

まで提出していただき、控えを事務局までＦＡＸしていただくか、コピーをして郵送してください。 

 

《各お問い合わせ先》 

松阪保健所           

ＴＥＬ ０５９８-５０-０５２９ 

氏郷まつり「お祭り広場」運営協議会事務局 

ＴＥＬ ０５９８-２０-８９３２ 

ＦＡＸ ０５９８-２０-８９３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【よくあるＱ＆Ａ】 

Ｑ１：氏郷まつりの開催日は決まっていますか？ 

Ａ１：１１月３日（文化の日／祝日）に固定です。荒天等による延期はございません。

 
Ｑ２：出店者用の駐車場はないのですか？ 

Ａ２：誠に申し訳けございませんが市営駐車場（無料）、又は近隣の有料駐車場を各自でご利用お

願いしております。 

 
Ｑ３：出店（営業）の開始、閉店の合図はありますか？ 

Ａ３：開始の９時、閉店の４時は出店者様にお任せしております。近年は皆様スマートフォンで電

波時計の状態になっておりますので、その時間を参考にして頂ければ幸いです。 

   当日は８時頃から順次出店者様の出店場所に挨拶を兼ねて訪問をさせて頂きます。その際に

は消火器（必要な出店者のみ）のチェック等、安全面に関しても確認させて頂きます。 

 
Ｑ４：出店場所に武者行列は来ますか？ 

Ａ４：本町から日野町交差点は毎年武者行列が通ります。日野町交差点からは「平生町方面」「新

町方面」の２パターンあり、毎年交互にルートが変わりますので２年に１度は武者行列が通

らないエリアがございます。 

尚、「新町交差点から黒田町」に武者行列は通りませんが、毎年、黒田町と新町の指定場所で

は日野鉄砲隊による火縄銃の実演発砲があります。 

 
Ｑ５：トイレはどうしたらいいのでしょうか？ 

Ａ５：トイレ公共トイレ以外に、仮設トイレを数カ所設置しておりますので、そちらをご利用頂く

か、出店場所近くのお店等に各自交渉してご利用いただきますようお願い致します。 

   道路使用許可証と氏郷まつりのチラシを同封致しますので、そちらでトイレの場所をご確認

ください。 

 
Ｑ６：交通規制の時間は変更できないのか？ 

Ａ６：氏郷まつりは、松阪駅前の主要道路を地域住民の皆様のご協力の下で、最大限の配慮の中で

決定されております。出店者の皆様におかれましては、ご提示の規制時間内にてご了承くだ

さい。 

 

Ｑ７：ＦＡＸで申し込んだが受付完了の返信ＦＡＸがない。 

Ａ７：３日程度経過（土日祝日を除く）して事務局から連絡が無い場合は事務局までお電話でお問

合せ下さい。（土日祝日を除く、平日の９時～１７時） 

    

 


