
手づくり市“てどらんご”へ飲食出店される皆様へ	 
	 安心、安全に“てどらんご”を実施し、来場された皆様に楽しんでいただけるよう、下記食品衛生ならびに火気取扱にご注意、

ご協力をお願いいたします。必ず下記注意事項等をご一読いただき、内容に同意いただいたうえで出店をお願いいたします。 

出店品目について 
①	 刺身および寿司等の生もの、サラダ、弁当類（おにぎり、サ

ンドイッチ等含む）は調理して提供できません。 

②	 アイスクリームは、許可施設で製造されたものを使用し、デ

ィッシュアップまたはカップセット式の機械を用いること（流

水式の洗浄設備・手洗い設備と冷蔵設備が必要です）。 

【テント出店の場合】 

①	 調理工程が簡単で、加熱調理が行われるものに限られます。 

②	 主食の調理提供品目は、かけそば、かけうどんです。 

③	 米飯を仕出し屋から仕入れ、ルーはレトルト食品を使用する場合に

限り、どんぶり物、カレーライス類を提供できます（盛り付けのみ）。 

食品の取り扱いについて 食品取扱者について 
①	 材料の仕入れに当たっては、適当な納品先から新鮮な食品

を仕入れること。 

②	 前日調理は行わないこと。 

③	 イカのポッポ焼、焼き鳥等、生肉や生鮮魚介類を使用する

時は、事前にボイルしたものを使用すること。食品を加熱す

る場合、その中心まで十分に熱を通すこと。 

①	 調理責任者を決め、調理に携わる人を限定し、関係者以外には調

理等させないこと。 

②	 清潔な服装で調理すること。調理者は爪を短く切り、作業前及びト

イレの後には手指の洗浄、消毒を行うこと。 

③	 発熱、腹痛、下痢又は化膿性疾患等の症状のある人には、調理さ

せないこと。 

施設設備について（許可基準） 

①	 区画 ： 施設は 3 方（両側、後）をシートで囲むこと。 

②	 天井 ： テント、板張り等で雨風を防ぐことができること。 

③	 使用水 ： テント内にポリタンクを設置すること。近くにある使   

         用できる市町村の水道を確認すること。           

④ 設置設備等 

 - 手指を洗浄消毒する手洗い消毒設備 

 - 冷蔵庫、クーラーボックス等必要な温度が確保できる冷蔵設備 

 - 作業台、焼き場等 

 - 食器類 使い捨て食器とし、廃棄物容器を備えること。 

〇ごみ箱・ごみ袋は各店で準備し、イベント終了後はお持ち帰り願います。残飯等を側溝に流したり放置しないようお願いいたします。 

〇火気を使用される方は、消火器もしくは、火消し用の水バケツを必ず設置し、その設置場所を見取り図にご記載ください。また、持ち込み 

 備品の素材にご注意願います（例：ディスプレイ等の布類は防火クロスを使用、テーブル等は燃えやすい木材等を避ける）。 

※ 初日１０月１１日(土)に消防署の点検が入る予定です。 

〇テントを使用して出店される方は、風で吹き飛ばされないようテントの足に付ける重りを必ずご準備ください。 

〇営業許可申請書をお持ちの方は、当日必ず営業許可申請書（コピー可）をお持ちください。 

※ 出店品目や食品取扱等詳しい内容は、盛岡市保健所（生活衛生課）までお問い合わせください。電話：019-603-8310 
 

 2013 年福知山花火大会での死傷者を出す露店爆発事故以降、消防署から火元の管理徹底や消火器等の設置等について、より一層徹底

するようご指導をいただいております。事故の無いよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

 食品管理や火元取扱に関する事故等について、主催者側では責任を負いかねますので、各出店者様でご注意をお願いいたします。 
 

------------------------- キ -------- リ --------- ト --------- リ ------------------------- 

出店者名  

出店品目（メニュー） 
(具体的にご記入ください) 

 

営業許可等の有無 
(その内容もご記入ください) 

「営業許可」又は「販売許可」をお持ちですか？  はい ／ いいえ 

その種類 ⇒ 「食堂、レストラン」 ／ 「酒場、カフェ―」 ／ 「そうざい店、仕出し屋、弁当屋」 ／ 

 「臨時営業許可」 ／ その他（                                   ） 

出店形式の希望 
テント（サイズ：約      m×      m）  ／  キッチンカー  ／  軒先  ／ 

その他（                                                 ） 

火気の使用と種類 
※発電機又はガスを使用する場合は、 

種類と容量等を必ずご記入ください。 

使用しない ／ 使用する ⇒ 発電機（使用燃料：       容量：    ℓ ）  ／  炭 

／ ガス（種類：       容量：    kg ） ※コンロの口数   個 ／ その他（          ）  

見取り図及び施設の配置  

例） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

焼き台・ガス台	 	 	 	 	 配膳台	 

冷蔵設備	 流し	 調理台   食器	 

ごみ	 

入れ	 消火器	 



【ダウンロード用】	 

第１１回	 手づくり市“てどらんご”出店申込書	 
ふりがな	 

氏	 名	 

	 

	 

	 	 ふりがな	 

店	 名	 (あれば)	 

※印刷物掲載の際に、希望され

る表記をお教えください。	 

	 

	 

出店枠	 

(いずれかに○を)	 

	 

一	 般	 	 	 	 ／	 	 	 学	 生	 	 	 ／	 	 	 三陸特別枠	 
(３,５００円)	 	 	 	 	 	 	 	 (１,５００円)	 	 	 	 (無料	 ※出店場所指定）	 

	 

住	 所	 
〒	 	 	 －	 	 	 	 

電話番号	 
自宅：	 

携帯電話： 

メールアドレス	 	 
メールマガジン登録を希望しますか？	 

	 

登録済	 ／	 はい	 ／	 いいえ	 

交通手段	 

当日、車で来ますか？	 

はい	 ／	 いいえ	 

「はい」の場合：車ナンバー・車種・色	 

	 

出店希望場所	 

	 

※ご希望に添えない場合がござ	 	 	 

いますのでご了承ください。	 

※出店者多数の場合は抽選に
なります。	 

第１希望（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

第２希望（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

第３希望	 (	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）以外であればどこでもＯＫ！	 

三陸特別枠(無料)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

出店品目	 

(具体的にご記入ください)	 

	 

ワークショップを行いますか？	 

はい	 ／	 いいえ	 

持込み予定の備品	 

棚や椅子等、持込み予定の什器があれば大まかな大きさや個数をご記入ください。	 

	 

参加人数	 
１０月１１日（土）大人（	 	 	 ）人	 ／	 子ども（	 	 	 ）人	 

１０月１２日（日）大人（	 	 	 ）人	 ／	 子ども（	 	 	 ）人	 

その他	 	 

	 	 ※出店者の個人情報は、もりおかワカものプロジェクトで適切に管理し、ご本人の同意なしに活動目的以外では	 
	 	 	 利用いたしません。	 
	 

	 	 イベントの趣旨に賛同し、出店協力先や他出店者との友好関係を心掛けながら参加いたします。	 

	 	 	 	 ２０１４	 年	 	 	 月	 	 	 日	 

氏	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 Q1.	 今回の説明会開催情報をどこでお知りになりましたか？	 

もわっぷブログ／てどらんご便り(メルマガ)／マ・シェリサイト／マ･シェリ誌面／岩手日報／友人・知人から／	 

前回イベント時／チラシ・ポスター／その他(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

	 	 Q2.	 今まで何回“てどらんご”または“さかぐらんご”に参加しましたか？	 	 初めて／１～３回／４～６回／７回以上	 

	 	 	 
アンケートへのご協力ありがとうございました。	 


