
公開日：平成30年1月20日

提出期限：2月20日(火) ※必着です お問い合わせ
提出先 小田南公園　管理事務所　
E-mail：info＠amagasaki-park.com 　 
郵　送:〒660-0822　尼崎市杭瀬南新町3丁目3 電話06-6487-3140 FAX:06-6419-4139
  　       小田南公園管理事務所 AM9:30～PM4:30 

出店名 代表者名

住所 〒

電話番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ｍａｉｌ

希望ブース数・区分・場所 ヶ所 ①ブース　　②キッチンカ― 希望場所（番号）

キッチンカーの形状（幅・長さ)

駐車場希望 臨時駐車場希望　あり・なし 1台以上希望 あり（　　　　　台）・なし

水道使用有無

出店者のプロフィール
（普段はこんなところに出店し
ています、お店を持っていま
す、こんな気持ちでものづくり
しています、など）

当日のＰＲポイント

当日来てくださる方への
メッセージなど

※尼崎市から模擬店等の実施についての注意事項の通達を遵守して下さい（添付資料参照）
※飲食出店の方は、飲食②シートの「販売予定全メニュー」にもご記入ください。

飲食出店申込用紙

パークマネジメント尼崎　　担当：高橋・野村

※申込書受取り完了のご連絡はいたしませんのでご了承ください。
   応募書類に不備や確認の必要がある場合のみ、主催者から連絡をいたします。

出店の様子がわかる写真（出店品の写真、出店風景がわかるような写真）など別途添付をお願いします。

食品営業許可証名
※写しを別途添付

お願いします。

出店者紹介について

出店者紹介を公園のホームページなどで紹介する予定です。なお、イベント案内の紙媒体には、必要最
小限の内容のみの掲載となります。

有　　・　　無



公開日：平成30年1月20日

メニュー名 販売食数
例）カレー　　　（注：内容がわかる名称） 例）１００ 食
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枠以上のメニューがある場合は、用紙をコピーしてご記入下さい。

第5回小田フェス　飲食販売予定全メニュー一覧



公開日：平成30年1月20日

提出期限：2月20日(火) ※必着です お問い合わせ
提出先 小田南公園　管理事務所　
E-mail：info＠amagasaki-park.com 　 
郵　送:〒660-0822　尼崎市杭瀬南新町3丁目3 電話06-6487-3140 FAX:06-6419-4139
  　       小田南公園管理事務所 AM9:30～PM4:30 

出店名 代表者名

住所 〒

電話番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ｍａｉｌ

希望ブース数・区分・場所 ヶ所 希望場所（番号）

駐車場希望 臨時駐車場希望　あり・なし 1台以上希望 あり（　　　　　台）・なし

水道使用有無

出店者のプロフィール
（普段はこんなところに出店し
ています、お店を持っていま
す、こんな気持ちでものづくり
しています、など）

当日のＰＲポイント

当日来てくださる方への
メッセージなど

※貸し出す発電機１台の電力は2800Wまでです。

出店の様子がわかる写真（出店品の写真、出店風景がわかるような写真）など別途添付をお願いします。

有　　・　　無

物販出店申込用紙

パークマネジメント尼崎　　担当：高橋・野村

※申込書受取り完了のご連絡はいたしませんのでご了承ください。
   応募書類に不備や確認の必要がある場合のみ、主催者から連絡をいたします。

①物販
②物販＆ワークショップ

出店者紹介について

出店者紹介を公園のホームページなどで紹介する予定です。なお、イベント案内の紙媒体には、必要最
小限の内容のみの掲載となります。



平成30年1月20日

提出期限：2月20日(火) ※必着です お問い合わせ
提出先 小田南公園　管理事務所　
E-mail：info＠amagasaki-park.com 　 
郵　送:〒660-0822　尼崎市杭瀬南新町3丁目3 電話06-6487-3140 FAX:06-6419-4139
  　       小田南公園管理事務所 AM9:30～PM4:30 

出店名 代表者名

住所 〒

電話番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ｍａｉｌ

希望ブース数・区分・場所 ヶ所 希望場所（番号）

駐車場希望 臨時駐車場希望　あり・なし 1台以上希望 あり（　　　　　台）・なし

水道使用有無

ワークショップタイトル

参加費

対象年齢

所要時間

定員人数

受付方法（随時受付・予
約制など）

ワークショップの内容

※貸し出す発電機１台
の電力は2800Wまでで

出店者のプロフィール
（普段はこんなところに出店
しています、お店を持ってい
ます、こんな気持ちでものづ
くりしています、など）

当日のＰＲポイント

当日来てくださる方への
メッセージなど

ワークショップ出店申込用紙

※申込書受取り完了のご連絡はいたしませんのでご了承ください。
   応募書類に不備や確認の必要がある場合のみ、主催者から連絡をいたします。

パークマネジメント尼崎　　担当：高橋・野村

有　　・　　無

①ワークショップ
②物販＆ワークショップ

出店の様子がわかる写真（出店品の写真、出店風景がわかるような写真）など別途添付をお願いします。

出店者紹介について

出店者紹介を公園のホームページなどで紹介する予定です。なお、イベント案内の紙媒体には、必要最
小限の内容のみの掲載となります。



公開日：平成30年1月20日

電気の使用有無 有　・　無

使用有の場合

主催者の発電機を使用する場合、希望台数

数量

発電機を持参して使用する場合、希望台数

※消費電力は、各製品に記載されている消費電力をご記入ください。

ガス使用有無 有　・　無

※貸し出す発電機１台の電力は2800Wまでです。
※ガスボンベを使用する場合は、火元(コンロ)とガスボンベを２ｍ以上離し、転倒防止策を講じて
　ください。使用に当っては細心の注意を図り事故防止に努めてください。

※ガス、発電機を持参される場合は、必ず消火器をご用意ください。

※消火器をお持ちいただいた出店者は、出店者全員が扱えるようお願いします。

※当日、ガス使用、発電機使用について消防署による立ち入りがありますのでご協力ください。

第5回小田フェス　電気・ガスの詳細について

1.電気について

主催者の電気(発電機)を使用する　・　発電機等を持参する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台

調理器具名 消費電力（Ｗ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台

有の場合、カセットコンロの台数

2.ガスについて

有の場合、ＬＰガスの台数 ＬＰガスボンベの規格（㎏)



催 物 を 開 催 さ れ る 皆 様 へ

自治会や学校等が、各種催物において模擬店等で食品を提供する行為のうち、営業としての行為を除き、おお

むね１年につき５日以内で、地域交流、地域振興、学校教育等を目的として行う場合は、催物の１週間前までに

「模擬店等における実施届」を提出するとともに、次の事項を遵守してください。 

取扱うことが出来る品目 

１ 市販品（菓子類、アイスクリーム類、瓶・缶詰食品等）の販売

食品の表示に記載されている保存方法等を守ってください。 

２ 市販品（アイスクリーム類、清涼飲料水）の小分け

 食品や器具等は衛生的に取扱ってください。 

３ 食べる直前に加熱調理工程がある食品（カレーライス、焼きそば、ホットドッグ、たこ焼き、お好み焼き、

うどん、ラーメン、焼き芋等）の提供

防塵効果のある設備を設け、器具や食品は衛生的に取扱い、食品の中央部まで十分に加熱してください。 

おにぎり、綿菓子等食べる直前の加熱がない食品を提供する場合は、手袋等を着用し、素手では触れない

ようにしてください。 

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

取扱わないようにしてください。 

注 意 事 項  

１ 出店者は、次の各号に掲げる施設又は設備の管理に関する事項を遵守してください。 

（１）施設は、清潔で衛生的な場所に配置してください。 

（２）食品の調理を行う場所は、ほこり等の落下及び侵入を防止してください。 

（３）必要に応じ、温度計を備えた冷蔵設備を設けてください。 

（４）食品、器具等を衛生的に保管する設備を設けてください。 

２ 出店者は、次の各号に掲げる食品の取扱い等に関する事項を遵守してください。 

（１）食品等の仕入れに当たっては、適切に管理されているものを仕入れてください。 

（２）原材料として使用する食品は、消費期限又は賞味期限内のものであり、新鮮なものを使用してくださ

い。 

（３）食品の調理、販売等に際しては、適正な温度、時間及び方法で衛生的に管理してください。 

（４）食品等の取扱いは、清潔かつ迅速に行い、汚染されないようにしてください。 

（５）調理は、原則として当日に行ってください。 

（６）個々の食品の取扱条件に従った取扱いその他保健所長の指導に基づく取扱いを遵守してください。 

（７）食品取扱責任者を明確にし、調理に従事する者は検便を実施し、当日に下痢、腹痛又は手指に傷があ

るなど食中毒の原因となるおそれがある者は、食品の取扱いに従事しないでください。 

（８）作業前には、手指の洗浄及び消毒を行ってください。 



検 便 の 受 付 に つ い て

○ 尼崎市保健所での受付

受付日時  月曜日～木曜日までは 午前 9時～12時、午後 1時～5時
 金曜日、休前日は 午前 9時～12時。

受付場所  尼崎市保健所 保健センター  

尼崎市七松町１丁目３番１（フェスタ立花南館 5階）
   電話 ０６－４８６９－３０１６

※ 検便容器には、名前を必ず『フルネーム、カタカナ』で記入し、検便検査申込書とともに提

出してください。

○ 検査項目＆料金

サルモネラ（腸チフス・パラチフス）

赤痢菌

コレラ                 ￥１，４４０

病原性大腸菌（０－１５７）

※ 結果は一週間後、保健センターで引換券と引き換えにお渡しします。 




