
みんなあつまれ 2017出店プロジェクト募集要項 

 

１ プロジェクトの目的･趣旨 

 ともに生きる社会かながわ憲章の理念を広めるため、音楽やスポーツ、ダン

スなどを、障害のあるなしに関わらずみんなで一緒に楽しむ共感型イベントで

ある「みんなあつまれ 2017」の開催にあたり、障害者就労継続支援事業所等の

障害福祉サービス事業所（以下「事業所」という。）が、イベントにおける飲食

提供を通じて、事業所が提供する飲食メニューや商品、日常の活動などをＰＲ

し、イベント来場者に広く知っていただくためのプロジェクトです。 

 また、「みんなあつまれ 2017」を一緒に盛り上げていくため、イベントでの飲

食提供に向けて、飲食メニューなどについて専門家などからのアドバイスを受

けながら改良していくことで、イベントでの収益アップやＰＲ効果の増大を図

ります。 

 

２ 募集の概要 

「みんなあつまれ 2017」において、来場者への飲食等を提供するエリアである

「みんなあつまれ広場」に、飲食提供の出店を希望する事業所を募集します。 

（１）開催日時 

   10月 21日（土） 10：00～17:00  

   10月 22日（日） 10：00～20:00（16:30終了でも可） 

  ※ 開催時間は予定であり、変更になる可能性があります。 

    ※ 「みんなあつまれ 2017」全体の開催内容については、別紙を参照してくだ

さい。 

 

（２）会場 

   横浜赤レンガ倉庫二棟間広場（横浜市中区新港１－１） 

  ※ イベントは、別のイベントである「東京湾大感謝祭」と同時開催され、「み

んなあつまれ広場」は東京湾大感謝祭とのコラボ企画となります。 

 

（３）主催 

   みんなあつまれ 2017実行委員会 

 

（４）募集内容 

 野外の仮設ステージで開催する音楽ライブステージ、スポーツやダンスなど

の体験コーナー等への来場者（8,000人～10,000人を想定）に対して、軽食や

パン、飲料など、野外での飲食に適したメニューを提供するために出店する事

業所を募集します。  

 出店にあたって、このイベントへの出店をめざして、メニューの改良や当日

の販売方法などのアドバイスを受けるプロジェクトへの参加を前提とします。 

なお、本広場は東京湾大感謝祭とのコラボ企画であるため、提供するメニュ

ーのうち一品は、魚貝（生鮮品、加工品は問いません）を使用したメニューを

提供していただくこととなりますので、メニューに含めてください。 

 

 



（５）募集数 

   10事業所程度 

 

（６）出店の形態 

広場の一角に、プロジェクト参加事業所用のユニットハウス（広さ：5.7ｍ×

2.3ｍ）１個を提供しますので、ユニットハウス内で調理を行ったうえで、来場

者に販売していただきます。 

プロジェクトに参加する事業者向けに提供するユニットハウスは、参加する

２～３の事業者が同時に共有して利用するものとし、時間交代制とします。 

また、イベント開催期間の２日間の利用時間の割振り等は、参加事業所の提

供可能食数等を勘案し、実行委員会において調整します。 

なお、みんなあつまれ広場には、当プロジェクト参加事業所以外にも、キッ

チンカーなどの飲食事業者が多数出店予定です。 

 

（７）費用負担 

 本プロジェクトに必要となる当日のブース設備に関する経費、プロジェクト

の企画における検討会、試作品の試食会の開催経費費用は、クラウドファンデ

ィングにより支援を募集する予定です。 

 その他の経費（応募にあたって必要な経費、通信費、交通費、保健所への営

業許可申請に必要な経費、運搬費、原材料費、調理器具、商品の容器やパッケ

ージの費用等）は事業所が負担してください。 

 当日、イベントに出店して飲食を提供した収益については、事業所の収入と

なります。 

 なお、クラウドファンディングによる支援募集については、参加事業所に写

真提供（利用者含む）やコメントなどについてご協力いただきます。（詳細は出

店決定後に調整します） 

 

（８）応募資格 

以下に掲げる全ての項目を満たす者とします。 

   

ア 「みんなあつまれ 2017」の趣旨及びみんなあつまれ 2017出店プロジェクト

の趣旨に賛同し、協力してイベントを盛り上げていただけること。 

イ 神奈川県内で社会福祉法人等が運営する事業所であること。 

ウ 日常的に食品製造を行い、一般に提供していること。 

エ 食品衛生責任者の資格を保有する者１名がいること。 

オ 提供するメニューの商標権や、飲食物の調理・販売等の関係法令を遵守でき

ること。 

カ プロジェクトの企画（提供メニュー・運営等の検討会、試作品の試食会

等）のすべてに参加できること。 

キ プロジェクトのＰＲ等に積極的に参加できること。 

ク 調理の工程に利用者が関わっていること。 

ケ その他、出店に際し主催者側の指示に従えること。 

 

 



（９）応募方法 

ア 受付期間 

平成 29年５月 26日（金）から６月 14日（水） 午後５時（必着） 

  イ 提出書類 

本要項に記載の事項を確認のうえ、応募用紙（様式１～２）に必要事項を記

載して、下記まで郵送または持参により提出してください。 

提供予定のメニューについては、提供時の形態の写真（皿に盛付けるなど）

を添付してください。 

提出書類に不備があった場合や、応募資格がない者からの応募は無効としま

すので、十分注意してください。また、提出された書類等は返却しません。 

ウ 提出先 

みんなあつまれ 2017実行委員会事務局 

郵便番号 231-8588 

住所   横浜市中区日本大通１ 

 神奈川県保健福祉局福祉部共生社会推進課内 

エ 応募にあたっての質問の受付 

   問合せ先の電子メールアドレスに平成 29年６月６日（火）午後５時まで

に、電子メールに質問を記入して送付してください。 

   質問に対する回答については、平成 29年６月９日以降に神奈川県ホームペ

ージに掲載します。 

 

（10）審査方法 

食品関連の専門家等を委員とする審査委員会を設置し、応募書類及び提案内

容にかかる審査会を開催して審査を行ったうえで、参加事業所を選定します。 

なお、審査にあたり、必要に応じて事業所の出席を求める場合があります。 

 

（11）審査基準 

   以下に掲げる視点により、審査委員会において審査します。 

ア イベントの来場者が食べやすいメニューであるか。  

イ 提供するメニューの改良等について意欲があるか。 

ウ 魚貝を含むメニューが提案されているか。 

エ イベントで必要となる食数分の飲食提供が円滑に行えるか。 

オ 来場者に共生の理念を広めるイベントの趣旨に協力する意欲があるか。 

 

（12）審査結果の通知 

審査結果については、応募者全員に実行委員会事務局より平成 29年６月 30

日（金）までに電子メールにて連絡します。 

 

３ プロジェクトの進め方 

（１）メニュー、運営等検討会の実施 

参加が決定した事業所を対象に、専門家のアドバイスを受けながら、提供す

るメニューやイベントでのブース運営等について検討する会を、７月上旬～９

月上旬の間に計３～４回実施します。 

参加事業所には、検討会におけるアドバイスを踏まえて検討したうえで、次



回の検討会において、提供するメニューの改良などの検討状況を報告していた

だきます。 

提供するメニューの価格についても、調整する場合があります。 

 

（２）試作品の試食会 

   イベント当日に提供するメニューを実際に試作したうえで、専門家やみんな

あつまれ 2017 実行委員会メンバーなどによる試食会を実施します。 

試食会では参加者にアンケートを実施し、アンケートによる意見等はイベン

トに向けて反映していきます。 

 

（３）出店に向けたスケジュール（予定） 

   スケジュールは概ね次のとおりですが、都合により変更する場合があります。 

時期 項目 

５月 26日 募集開始 

６月 14日 応募締切 

６月中旬～６月下旬 審査会開催 

６月下旬 参加事業所の決定・通知 

７月上旬～９月上旬 提供メニュー、運営等の検討会（３～４回） 

９月中旬 試作品の試食会 

10月 21日～22日 みんなあつまれ 2017出店・販売 

11月以降  振り返り 

 

４ 注意事項 

 ○ 応募に際して必要となる経費は、すべて応募申込者の負担とします。 

○ プロジェクトとして開催する会議や試食会、イベント当日の様子などについ

ては、写真やビデオの撮影を行い、記録や広報に活用する予定であり、可能な

限り協力をお願いします。なお、撮影した画像及び映像は主催者側に帰属する

ものとします。 

○ プロジェクトの実施については、記者発表を行う予定であり、会議や試食会

などについては、報道の取材が行われる可能性があります。 

 ○ 各事業所は、自己の出店に関する一切の責任を負うこととします。 

○ 自然災害等により、主催者側で避難が必要と判断した場合は、すぐに営業を

停止し、主催者の指示に従ってください。 

○ 貴重品の管理等については、各事業所が責任を持って行ってください。 

○ 天候その他の要因により出展事業所の販売量、売上等の結果及び使用する器

具等に不具合が生じたとしても、主催者は各事業所に対し、それに関する一切

の責任を負いません。 

○ 提供するメニューについては、商標権や、飲食物の調理・販売等の関係法令

を遵守して、提供してください。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

みんなあつまれ ２０１７実行委員会事務局 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 神奈川県保健福祉局福祉部共生社会推進課内 

電話 045-210-4961（直通） ファクシミリ 045-201-2051 

電子メール tomoiki.info.28gj@pref.kanagawa.jp 

担当者 大木（おおき） 

 



 

 

１ みんなあつまれ 2017開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 10月 21日（土）は、③のみ開催、10月 22日（日）は、①～④すべて開催 

 

２ 会場について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 

【開 催  日】 平成 29年 10月 21日（土）、１0月 22日（日） 

【会   場】 横浜赤レンガパーク、赤レンガ倉庫二棟間広場 

【開催内容】 ①みんなあつまれ 2017音楽ライブステージ（無料ライブ、出演６～７組） 

②体験コーナー（スポーツ、ダンスなど） 

         ③みんなあつまれ広場（グルメ、障がいサービス事業所等出店） 

         ④協賛企業エリア・ともに生きる展示（アート展示等） 

【主   催】 みんなあつまれ 2017実行委員会 

【名誉実行委員長】 神奈川県知事 黒岩 祐治 

【実行委員長】 （公財）さわやか福祉財団 会長 堀田 力氏 

【総合ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ】（株）音遊/On-U Inc.代表取締役社長 クレイ 勇輝氏 

【集客見込】 8,000人～10,000人 

【協    力】 ㈱ジュピターテレコム（Ｊ：ＣＯＭ）、横浜マリノスほか 
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みんなあつまれ 2017 東京湾大感謝祭 



 

３ みんなあつまれ広場の出店設備概要 

  ＜提供するユニットハウスのイメージ＞ 

   

  1つのハウスをプロジェクトに参加する事業所が共有で使用していただきます。 

  出店は時間交代制とします。 

 

４ 東京湾大感謝祭について 

  東京湾大感謝祭は、海に感謝することを目的に開催されるイベントで、国土交

通省、横浜市等が参加する東京湾大感謝祭実行委員会が主催します。 

  みんなあつまれ広場は、東京湾大感謝祭とのコラボ企画であり、東京湾大感謝

際側のスペースへの出店となるため、その出店規約等にも従っていただきます。 

  東京湾大感謝祭に関する詳細は、下記のホームページで確認してください。 

  http://tbsaisei.com/fes/ 

 

 

http://tbsaisei.com/fes/

