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はじめに

近年、人口減少や高齢化が進行する中で、福祉分野と農業分野が連携
した「農福連携」の取り組みが各地で盛んになっております。 |

特に長崎県内の多くの障害者就労支援施設では、地元農家への施設外
就労や自ら農地を取得保有、貸借 して農業を行うなど、積極的な活動が
目立っています。

さらに、そこで生産された農作物の加工倉品や工芸品も多数作られる
ようになつています。

こうした農福連携の取り組みは、地頭における障害のある力の就労訓
練や収入の向上、雇用の場となるだけでなく、高齢化や過疎化といった
問題を抱える農業・ 農村にとっても、 l動 き手の確保や地頭農業の維持、
さらには地頭活性化にもつながることから、よリー層の推進が求められ
ているところです。

本パンフレットでは、農福連携の推進の一環として、生産された農産
物や力B工食品、工芸品の販路のひとつでもある「農福連携マルシェ」の
開催方法を説明したものですと

平成 30年 3月
長崎県 福祉保健音B障 害福祉課

「 農福連携マル シ ェ」 とは

長崎県内の障害者福祉施設・ 事業所などで生産された農産物や加工品を中
心とした「販売会」です。

この「販売会」を通 して「農福連携の取り組み卜や各施設・ 事業所の取り組
みを、広く県民へ周知 してもらうこと、また生産に携わった障害のある方自ら
が販売することにより、自信や達成感の醸成を図ることを目的としています。

坪又入の向上

情緒の安定

力の確保

放棄地の縮減

ヘ

コ ュニティの場
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開催基本構想

ここでは、関 l荏 にあたり財要な要綱をまとめていく段取りをご紹介いた しま
す。

マルシェにはいくつかの開催の形があるので、このマニュアルでは 3つのタ
イプについて賜要な項目ごとに説明いた します。

【1】 実行組綺の決定

まず、開催するにあたり、どのような形でマルシェを開催するのかを決定い
たします。だれが主となり運営を行うかで、下記の3つのタイプになります。

◆独自開催型

1施設が単独でイベン トを開催する場合、または 1施設が数施設
を招いて開催・ 運営するタイプ

◆共同開催型

既存の組織 (複数施設が所属するもの)が、共同でイベン トを企
画・ 運営・ 関 l荏 するタイプ

◆第三者主体

イベン ト会社などの企業や福祉施設外の人物ズ〕ヾ主体となり企画さ
れたマルシェに対 し、福祉施設や事業所が「参加者」として出店
するマルシェタイプ

◆第三者主体型◆

A

場

―ルで
マ)レンェを
やつてみよ

独自開催型◆

2つ以上の施設又は事業所が協力して開催

◆共同開催型◆

0  0



【2】 運営内容の決定

開催するイベン トの形式を決めていきましょう。

販売のみを行うのか、飲食などの出店も行うのかを、規模等も者慮 し、決定
します。

◆販売のみ

商品の販売のみを行う出店形式です。

◆販売+飲食ブース

販売を行う出店と、飲倉物提供の出店と両方の出店形式です。

また、このタイプの場合は購入した飲食物をその場で食べること
ができる「イー トインスペース」を確保することも検討 しま しょ
つ 。

◆販売十飲食十ステージイベン ト

イベン ト開始のセレモニーでは出展する施設や利用者が参加する
方法の他にや開催地周辺の保育園児へ出演依頼をするなども決め
ていきます。

【3】 開催日時・ 場所、運営主体、運営方法の決定

開催するにあた り、運営主体 (イ ベン ト発起者を中サと`コヽ)にて、下言E項 目につい
て事前に概要を決めていきま しょう。

①開催場所を検討しましょう

◆主催者所属の施設又は共催者所属の施設など

◆′
ム
｀
其の市営や県営の施設

(市役所や県庁、市の出張所などの施設内広場な ど)

◆地頭の学校の体育館やグラウン ド、また地頭ノム
｀
民館

◆民間のシ ョッピングモール

(ア ミュプラザ長崎かもめ広場など)のイベン ト会場など

2

場所を決定するにあたり者慮したしl施設条件や環境・設備など

○施設全体に段差が少ないこと (バ リアフリー)

Oトイレなど陣がい者用もあることや、手洗い場などの水回りの環境が整っていること

0とB店 に財要な貸し出し可能な机や椅子などが十分にあること (レ ンタル業者の利用も可能)

○交通機関のアクセス (ノム`共の交通利用に不便が少ないこと)0車禾」用の場合に駐車場スペース

の確保が可能であること



②開催場所が決定したら、場所に応じた出店の形態について検討しまし
よ つ

窒内の場合 屋肉用テントブース、テープル販売のみ など

屋外用テントブース、軽トラ市スタイルの導入、テーブル販売 など屋外の場合

※どちらの形態も、飲食販売がある場合にはイー トインスペースの設置
やイベン トステージについても検討 しましょう。

③出展形態が決まったら、おおまかな会場のレイアウトも検討しましょ
つ

レイアウ トは開催場所となる会場の水回り・ 電気・ ガスなどの場所を
把握 して配置を決めていきましょう。また、ショッピングモールなどの
商業施設を利用する場合は、お客様の通行状況などを十分に把握する町
要もあるため、何度も施設恨」との入蘊な打ち合わせも大切です。

《会場レイアウ トの参者例》

販売+飲食の場合の案         販売のみの案

販売十飲食+ステージイベント開催の場合の案

3
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霞  開催基本構想

【4】 参加募集方法の決定

開催場所や出展形態が決定 したら、会場の広さや会場の条件などを者慮 し、参
加・ 出展施設のByびかけを行いましょう。

呼びかける出展者の出品物により、お客様への魅力のアピールができます。様
寂な出品物が想定できるよう施設への参加を8子 びかけると良いで しょう。

※共同開催の場合は、所属施設だけでの会議を行い、新規参加施設の募
集の有無を協議 します。

会場の広さなどや出品物の増加の為にも、可能な範囲で新規参加施設
を募集 し、輸を広げましょう。

※第三者主体の場合は、主催するイベン ト会社側が出展者を募る案内を
します。

この形態の場合は、イベン トの趣旨をよく理解 し、参加するか否かを

施設内で協議 しま しょう。

☆農業者への出展の募集☆

農福連携マルシェであるので、農業関係者への参加を募集することも良い

で しょう。

震協や生産者組合等を通 して、イベン トの告知案内を行い、出展希望者を

募 ります。福祉施設にとってはさらなる農業者との連携のき つかけともな り

農業への事業拡大や情報交換の機会ともなるので、地域の農業組含や出荷者

組合などへも協力を依頼 したいものです。

《農業者の出展の形態の参考例》

O青果販売

〇園芸品などの販売

〇体譲型 (ジ ュースなどの加工品のワークシ ョップな ど)

①事前の加工での加工品販売 (ジ ャム・ ジュース・ ク ッキー・ 漬物など)

4

参加をE平 び掛ける施設や事業所などの参考例

O福祉に連携する農業者 (例 :障害者就ガの受け入れ先の農業者な ど)

①福祉に関わる機関、行政 (例 :社会福祉協議会など)

〇障害者雇用に関わる民間事業者や団体

〇福祉施設の利用者やそのご家族

〇地頭のボランテ ィアスタ ッフなど



【5】 告知・周知方法の決定

①告知・広報の方法

告知には様寂な方法があります。イベン トの規模に合わせ、可能な範囲
での告矢□や周知を行い集客を図ります。

また、マスコミヘの情報の投げ込みや地元TVへの出演方法などに関し
ては地元の行政に教えてもらえます。なお、趣旨を説明 し広報課へも相談
すると良いで しょう。

イベン トの開催を伝えることで、助言をいただけます。

下記は利用できる広報協力先です。

O長幅広報誌「ながさきにこり」

…自治会を通 して全戸へ配布されます (年 4回配布予定 )

①県政紹介パ ンフ「ながさきめぐり」

O県政番組「ころら県庁広報 2課」―・NBC局で放送

〇地元新間社…長崎新間社、西 日本新間社など

②チラシ 。ポスターの作成

地域住民をお客様 と して招待するために、マルシ正の趣旨・ 目的、出展

者、障害者施設の紹介となる (チ ラシ・ ポスター)印刷物を作成 し、配布
します。

配布殉法 と しては、地顔を指定 しての新間折込やポステ ィング、地位団

体による′△`其施設での配布や、施設でポスターの掲示などを行います。

また、出展者への協力要請を行い、配布 してもらいま しょう。なお発行

音B数 に関 してはイベン トの予算内で会計との話合いにて決定 します。

※印刷物の作成には、十分な制作期間が閉要です。イベン ト開催 日の約

2か月前には作成着手 し、開催 日 1か月前頃から配布を開始すると良いで

しょう。

また、新間折込な どの場合は当日または前 日の朝刊などが効果的です。

③メディアヘの連絡

連絡係、広報係が主に担当とな ります。先に記述 したように、県や市の

福祉課へ相談 しま しょう。

テ レビ、ラジオ、新聞などに掲載や投稿の依頼を します。また、行政ヘ

の開催の報告をするとともに、ポスターなどを福祉課の窓ロヘ貼 つてもら

えるように依頼をするなど、イベン トの協力や後援をお願い します。

費用がかかる場合は会計係 と連携を取 り進めま しょう。

5



開催基本構想

④Facebookな どのSNSを利用した宣伝

マルシェの開催に関しては若い世代への宣伝に効果的です。SNSの拡散によ

り、印刷物の効果もアップ します。主催者はもちろん、出展者それぞれが利用 し

宣伝することでより広く情報を拡散することができます。これらは、出展者が揃
う会議等の場で協力要請を行います。。

また、Facebookや instagramで は、有料の広告ページを格安で利用できま
す。イベン トページを作成 し、集客 したい地域や年齢層などをターゲットとして
選んで絞り、宣伝することができます。

この場合も、予算を会計係と連携を取りながら進めましよう。

④関係者への案内

作成 した印刷物と共に

イベン ト案内状を作成 し

て、郵送や手渡 しで案内
します。

利用者の家族へもイベ

ン ト開催の案内とともに

協力要請の旨を記 した案

内状を配布 します。

平成30年 2月 開催の

「平成29年度

農福連携マルシェ」

ポスター
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【6】 役割分担

出展者や利用者の参加協力の形態について (施設外就ガとするのか否か )

を検討 します。

また、イベン ト当日までの準備や、当日の役害」については、下記を参者 に

話 し合いま しょう。

◆独自開催の場合

全体の運営指揮、および連絡・ 搬出入の指揮、安全衛生については

主催者狽」の施設よ り担当者を選出 し、各部署の代表者 と します。各部

署には、出展者及び施設の利用者よ り数名の協力者を募 り、連携 して

業務を行いま しょう。

◆共同主催の場合

話し合いのうえ、共同の施設と事前会議にて各役割の代表者を選出
します。

◆第三者主催の場合

主催者側が全体を運営できるよう、役害」の代表者を選出 します。

部署 酉E置人数 内容

運営指揮・ 進行 代表者 (1名 )

協力者 (2名 )

全体の運営 。進行係 と します。イベ ン ト全体の

流れに滞 りがないか、会場全体の把握 を行いま

す。マルシェ全体のタイムスケ ジュールも把握

し、財要があればマイクアナウンスもします。
協力者には同様に当日の見まわりなども行つて
もらい、問題発生時には代表者へ報告相談の上

、都度解決できるよう体制をつくります。

事前会議への案内をはじめ、会議での決定事項や出
展についての連絡事項を、随時出展者側への連絡を
行います。もし、参加施設が多い場合は、施設ごと
に担当者を決めて、分担して連絡を取り合うように
しましょう。

当日は、会場内のプース案内など、迷われてるお客
様がいないかを確認したり、隊要な場合は案内をし

ましょう。

当日の搬出入時の出入り□付近の交通整理や案内行

います。人手が足りていない施設や手伝いが必要な

出展者のお手伝いもします。

スムーズな準備や片付けができるよう、サポートし
ます。協力者3～4名は、共同主催の場合は、参加
施設より選出を依頼しましょう。

連絡係・

当日案内役

搬出入

代表者 (1名 )

協力者 (2～4名 )

代表者 (1名 )

協力者 (3～4名 )

7



会計

安全衛生

救護

広報 。宣伝

駐車場係

清掃係

接待

調整員

代表者 (1名 )

監査 (1名 )

代表者 (1名 )

協力者 (2名 )

代表者 (1名 )

協力者 (1名 )

代表者 (1名 )

協力者 (1名 )

代表者 (1名 )

協力者 (2～4名 )

代表者 (1名 )

協力者 (3～4名 )

代表者 (1名 )

代表者 (1名 )

協力者 (2名 )

園1開催基本構想

マルシェを行うにあたり、企画から準備・ 片付
け・ 後国検証が終わるまでにかかる費用につい
ての、管理をします。

なお、入出金の管理の為にマルシェ用の銀行日

座を作るか、代表者の回座にて金銭管理を行い

販売に関 しての衛生面の基準を把握 し、協力者

と共に当 日の出展者が規定 を會れているかを確

認 し、必要であれば指導を行います。

当日の万が一ケガや体調不良の出展者やお客様
が出た場合に、ケガの手当てや療養ができる場
を設けておきます。隊要な場合は、救急車の子
配なども行います。

宣伝などのチランの制作依頼や、印刷物の完成
までの段取りを担当します。その他、メディア
などが入る場合は当日の案内や、取材にも応じ
ます。

駐車場やその付近の歩行者の安全を會るととも
′
に、駐車場の案内などを行い、事故がないよう
管理を行います。主催者からは一人担当を選出
しますが、当日のスタッフとしては、ボランテ
ィアスタッフを募るか、専門の業者へ委託 しま
す。

トイレの見まわりや清掃、会場内のごみ箱周辺
のチェックを行います。ゴミが適切に捨てられ
ているか、袋からあふれ出したりしていないか

など、会場内を定期的に見まわり、必要があれ
ば清掃を行います。

終了時には町す清掃をします。

協力者は多めに募り、時間ごとに交代で見回る
とよいで しょう。ゴミ捨てのマナーなどには十
介に注意を図ります。

来賓など招待したお客様がみえられた際には、
お茶を出したり、イベントの説明や案内等をし
ます。

すべての役割についてのサポー トを行います。

手想以上に他の役割内容に偏 りがあ つた りした

場合には、お手伝い要因と してすぐ動 けるよう

に しておきま しょう。

この役割には、担当者ほかにボランティアの方
に入 つて も ら う とよ しヽで しょう。
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参考様式 〈マルシェ実施責任者・役割ごと担当者名簿〉

担当者携帯施設連絡先所属施設氏名

実行委員長※

露ど実行委員長※

運菌貢任者※

運営貢任者

運営副貢任者※

運営副責任者

担当者携帯施設連絡先所F高施設氏名

代表者

協力者

協力者

代表者

協力者

協力者

代表者

協力者

協力者

代表者

監 査

代表者

協力者

協力者

代表者

協力者

代表者

協力者

代表者

協力者

協力者

代表者

協ノ]者

協力者

代表者

代表者

協力者

協力者

部署

運営指揮・ 進行

連絡・当日案内

搬出入

会計

安全衛生

救護

広報・宣伝

駐車場

清掃

接待

調整員

部署は開催する場所やイベン トの内容次第で、不足がないかを確認 してください。
イベン ト中の トラブルを未然に [ノもいだり、また危機管理には徹底 しましょう。
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団 開催基本構想

【7】 スケジュール

イベン トの開催について基本構想が決まつたら、イベン ト開催当 日までの

スケ ジュールを細かく作 りま しょう。

主催者 (音B署 ごと)のスケジュールを始め、出展者 (参加施設・ 農業者・

一般)の スケジュールも作成 し配布 します。

期 日ごとに内容の確認をすることもスケジュール加えておきます。

参考様式 くマルシェ企画から後日会議までラ定表〉

マルシ正当日を 1¬ 月半ば頃と想定 した場合のマル シェ企画立ち上げか ら後 日

会議までのおおまかな予定表です。

マルシェの形式により、主催者・ 共催者の会議への参加を者慮 し、会議への

招集を行います。

参加・ 出店者

第1回実行委員会

メディアヘの情報
投げ込み

第2回実行委員会

チラン。ポスター等

印刷物作成期Fロヨ

※E日翻じ物の完成 (イ ベン ト基 の約 1か月半錨)

ベ ン

出品物の内容の確認

出品物の最終確認

員会

前 日

会計まとめ

各参ぬ8施設に|よ書面にて報告

共催者 (実行委員)

第3回実行委員会

主催者

主催者会議

8月

9月

10月

11月

10



参考様式 〈役割ごとタイムスケジュール 前日・ 当日〉

9:00

10:00

/

/

完全 :19:00

20:00

搬出入

当日

1運営。指揮

時間

イベント終了片付 け開始

イベント運営

イベント開始

17:00

18:00

8:00

8:30

9:30

7:00

収

全員朝礼

搬出の指示・

各出展者
搬出補助

打ち合わせ

搬入の指示・

各出展者の

補助 ,設 営

1最終事前

前 日

最終確認

出展者搬入。設営

時間

16:00

17:00

19:00

搬入手伝い 。各 出展者の

看板などの  前 日搬入

設置    ・設営

18:00

15:00

什器搬入・

ブース分け
など

会場設営

20:00

21100

22:00

23:00
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田 開催基本構想

搬出車の

交通整理

イベント終了片付 け開始

完全撤収

使用ブース
の撤去
掃除など卵掃蝶

会
清
ゴ

全員朝礼・イベント開始

10:00

7:00

8:00

8:30

9:00

9:30

ゴミ箱。トイレ各ブースの
など見まわり衛生チェック、

当日搬入。

ブース設営。

商品陳列

イベント
運営。

接客。販売

ゴミ箱設置。

トイレ清掃
各ブースの

衛生チェック、
救急時の

連絡先確認

会場内の確認
連絡先の確認

会場内見周り、
案内など

搬入車の

交通整理

イベント客の

通行案内・

車の整理 救護所
での待機

17:00

18:00

19:00

20:00

出展者

当 日

駐車場
時 間

安全衛生・救護:  清掃案 内連 絡
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【8】 使用備品と調達方法

マル シェに財要な什器・ 備品の確認や調達方法については事前に話 し合い

ま しょう。

売台に使用する什器をどのようなものにするのか、また什器を揃える場合

にはクロスの色含いや全体的な雰囲気の統一をはかるなど して、マル シェの

全体的なイメージカラーに近づくよう工夫を しま しょう。

調達アj法

基本的には会場施設の備品を借りま
す。

足りない場合は、外部から借りてき
たり、各施設から出展者に持参して
もらいます。また産業施設などが持
っているイベント用の売台などあれ
ば借りて統一すると良いでしょう。
椅子は町要客数を各ブースで事前に
提出してもらい準備します。

施設にて準備できない場合は、地域
の小中学校から借りることもできま

す。事前に市役所等で申請をしてお

くと良いで しょう。

当日のテン ト張りは、人数が閉要に

なるので、事前にボランティアでお

手伝い可能な方を募りましょう。

マル シェ会場のア ピールをするた

めの看板やのぼ りは、広告係を中
心 に主催者恨」が作成 します。各ブ
ースの案内をする統一の蕎板は、
主催者狽」が用意 しますが、各ブー

スの特色 を出 したブースの香板は

各施設でオ リジナルのものを用意

するように しま しょう。個性を出
し、施設のア ピールとなるものを

作 りま しょう。

各施設、出展者が用意するか、ラ

算次第では、主催者が統一のもの

を用意 して、各ブースの使用者が

責任をも って、使用あとは洗濯 し

て返去日を しま しょう。

用 途

各ブースで使用する商

品を並べる販売合。

椅子は出展者が休憩に

使用。

特に屋外の場合のプー

ス割に使用します。

1テントに1ブース。

マルシェ会場全体の

案内板として、また

各ブースの統一案内

板、各ブースの看板

やのぼり。

使用する売合にかけ
るものです。

合は借り物です。

傷や汚れがつく可能
性を考慮し用意 しま
す。

町要備品

売台/机/椅子

テント

香 板

テーブルシート

(クロス)

こしまき
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Ⅲ 開催基本構想

調達アj法

実行委員や各役害」の責任者の分は
主催狽」が用意 し、各出展者の名札
は統一 したものをつけるよう指示
をし、各施設がそれぞれ準備をし
てもらうようにします。

集中レジの場合は、主催倶」が閉要
台数のレジを用意 しますア〕ヾ、姻尾」
会計の場合は、各出展者にてレジ
か子提げ金庫を用意 します。

各ブースごとに手提げ金庫を設け
る場合は、盗難を Iノ葛ぐため、プー

スに誰もいなくなることがないよ
う明す複数名で管理をするように
します。

ステージでのイベン トな どを開催の場合は、音響設備 (

スピーカー、マイク、音楽プ レーヤー、BGM)な どを
主催倶」で準備 します。

会場配置図を事前に準備 し、お客様の案内用に使用 しま

す。ブース害」用のテープや (屋 外の場合は石灰など)、

駐車場の区切 り用 にはポールや コーンを用意 しておきま

す。

駐車場市などを案内する看板を道沿いに用意することも
財要です。

用途

マルシェの主催者、出

展者全員がつけます。

各部署や責任者、所属

施設が分か ります。

名札・ スタ ッフカー ド

はお客様とスタ ッフと

をに周」できる物を選び

ま しょう。

会計時の商品代金の
計算と金銭の管理を
行います。会計は集
中レジ方式と、個別
会計の両方がありま
す。嚇要に応 じて、
レジまたは手提げ金
庫を用意 します。

財要備品

名札・

スタッフカー ド

金庫・ レジ合

その他

嶺颯載:軽 驚 I

●0 0
ユ́ Ⅲr,|!|11

協賛企業の掲載看板

く |ヾ (

出店施設・事業所と内容案内 音響設備・マイク等の機材

※写真は平成30年 2月 28日 から開催された、農福連携マルシェの
際に撮影した写真を参考に掲載しております。H

コー ンポール

参考イラ
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【9】 事業目標・ 収支ラ算

マルシェを行うためには、事業 国標が跡ず賜要 とな ります。マル シェでの

全体の売上収入額の作 り方や、参加する利用者への工賃、各ブースの売上高

のラ想、また関係業者への支払いなど、全体的な斗又支ラ算を立てる町要があ

ります。

ここでは、事業 目標の立て方を始め、マルシェの集客予想か らの売上ラ想

各施設の収支計算のアj法などを紹介 します。

開催するマルシェの規模を考慮 し、下記を参者 に しながら計算を してみ

ま しょう。

①事業国標の立て方 (全体開催用)

マルシェ全体の売上については、これまでに各地で開催された同規模・

同施設でのマルシェの結果を参者にする方法があ ります。

②補助金・助成金と協賛金吾付金

補助金・ 助成金のほか、協賛金や寄付金を募 りま しょう。

事業に関連のある企業や農業関連企業の協賛金を募ることで、事業運営の

資金確保 と企業へのマルシェのPRが同時に可能 とな ります。一部の担当

者のみでなく、夕夕くの施設で分担 して協力 しま しょう。

なお、協賛金がマルシェの参加負担金である出展料に含まれる場合もあ

ります。

※協賛金は、参加の各施設それぞれに関係事業所や施設・ 企業な どへ協賛依頼
を し、目標の金額に対 して協賛金を募 りま しょう。

また協賛 いただいた企業への依頼文書の様式も参者 |こ してみま しょう。

参者様式 くマルシェラ算案 ①収入の部〉

収入の部

備 考

○○円×参加施設数

売上金 ×数%

○○円×協賛企業数

長崎県OO市

差 引決算予 算項 目

参加費/出 展料

販売手数料

協賛金・寄付金

補助金助成金

収入の部合計
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■ 開催基本構想

参者様式 く各参加施設への協賛金募集のお願い〉

て

ま

さ

した

平成○○年●月0日

長崎県○○施設
○○○施長様

〇〇マルシェ実行委員
委員長 0● 0●

平成○〇年農福○○マルシェ開催に伴う
協賛金募集について (お 願い)

時下、ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
日頃より、本マルシェ開催の推進にあたりましては、格別のご支援、ご享禄を賜り、厚くお礼申

し上げます。

、先般よりご案内しております「○○マルシェ」事業につきましては、事前会議でご競技い

した通り、協賛企業の募集を行うこととなりました。

つきましては、業務ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、本事業成功のため、下記の点にご

留意のうえ、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

言己

1.協賛協力割り当て 1施設当たり1社 1国以上※圏標金額と1日 あたりの金額から決定します

2.協賛金      1回 5,000円より ※協賛金額tよ 会議 ,こ で話し合いましょう

(農福○○マルシェ当日の会場に、協賛企業名一覧の看板を設置いたします。)

3.申 込方法

申し込みにつきましては、ご協力いただく企業へ別紙をお渡 しいただき「協賛申込書」
へご記入をいただきます。記入いただいた用紙は、0●マルシェ実行委員事務局へご送付い

ただきますよう、お願いいたします。
なお、歪協力いただく企業に「協賛協力依頼文書」(参考様式 17頁参照)を お渡 しい た

だく際には、「協賛申込書」(参考様式 18頁 )の 斡旋施設名へ貴施設名 。電話番号・ 担当者
名を事前にご記入の上お渡 しいただきますよう、お願いいたします。

4.協賛申し込みの流れ

貴施設 協賛企業 貴施設→ → → ○○マルシェ実行委員

※協賛広告を企業等へお願いする際には別添の協賛協力依頼文書」をむ利用のうえ、左上宛
先名にあらかじめ企業名等を明記の上、依頼先企業へご提出ください。

5.締切   平成○〇年●月0日 必着
＼締切日は協賛企業掲載看板の作成の段取りから逆算して決定しましょう

6。 お問合せ先  ●0マルシェ実行委員 事務局
住所/TEL/FAX/E… mail  など
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参考様式 く協賛協力依頼書〉

平成○〇年0月 0日

○○株式会社

○○○様

○○マルシェ実行委員

委員長 0● 0●

平成○〇年農福○○マルシェ(於 :0●会館 )

開催に伴う協賛のお願い

拝啓 時下、ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
日頃より、○○に対しまして、温かいご配慮とご協力を賜り、誠に熱く御礼申し上げます。

さて、来る0月 0日、○○市の○○会館におきまして、農福連携○○マルシェを開催する楽備
を進めているところで否ざいます。

本事業は農業従事者の減少や、耕作放棄地の増加などの課題に対 し、障がい者が農業に関
わることで、生産の担い手を補い、障がい者の就労の機会の確保と収入の向上に繋がること、
また障がい者の社会参加・地域コミュニティを育む取り組みです。

また、長崎県内の障がい者福祉施設・事業所などで生産された農産物や加工品の販売を通
して「農福連携の取り組み」の周知を図ることを目的とし、生産に携わつた障がい者が自ら販売
することによる自信や達成感の情勢を図ることを目標として、別紙開催要綱のとおり実施いた
します。

つきましては、出費ひ多端の折、誠に恐縮に存じますが、事業への趣旨をご理解の上、共産の
ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

言己

01回 5′ 000円 からのご協力をお願いいたします

※開催当日の会場内に協賛企業一覧を表記 した看板を設置させていただきます。

0お 問合せ先

○○マルシェ実行委員 事務局
住所 :○ ○市○○町 123-456
TEL:123-456-7890
FAX:098-765-4321
担当 : ○○ ○○

●協賛申込方法

申込につきましては、別紙「協賛申込書」tこ 必要事項を歪記入のうえ、●月0日までに、
斡旋施設へご提出ください。   ※「協賛申込書」の参考様式は23ペ ージ参照

●協賛金振込先口座番号

○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567
00マ ルシェ実行委員 委員長 ○○○○
※振込手数料はご負担いただきますよう、お願い申し上げます。
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田 開催基本構想

参考様式 〈協賛申込書〉 ※協賛企業記入

協賛申込書

協賛申込金額 円

(協賛回数  日)

貴社名

ご住所

電話番号

ご担当者名

協賛金お支払方法   1.現 金   2.口 座振込

協賛看板表示名称

斡旋施設名

施設電話番号

施設担当者名

備 考

※枠内の斡旋施設名以降は、事前に記入してから協賛依頼する企業へお渡ししま現
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※事業 目標の計算方法 について、イベント全体と各出店者 ごとに分 け説明します。

(1)出展者の負担金を計算してみましょう

※固定費や変動費は予算案 (参考様式)の経費部 P日を参考にしてください

(2)マルシェの目標集客数を計算してみましょう

※客単価は出展者の商品から、600円、800円、1,000円 の各パターンで設定しまi

② 事業国標の立て方 (各出展者用)

(1)商品ごとの最低目標売上高 (損益分岐点売上高)を出しましょう。

※原価は農産物なら種苗費から育成費までの経費を一つの商品で設定したもので丸

(2)利 用者への工貫を計算 してみま しょう

確定した収入

(補助金・協賛金)

固定費※ 変動費※

参加出展者数

＼

、

‐

ザ

／

十

／

ｒ

‐

‐

ヽ

ヽ
出展者

負担金

① 各施設の利用者 (人 )× 稼 l動 時間 (時 間)× 時間工賃

=本」益目標

蓋益目標 (円 )十マルシェ負担額総計 (円 )=売 上綴標 (鶴 )

生懸穣 (籍 )■ 客単価 (1,OOO円 ※) =圏 標集審数 (人 )

(円 )

(円 )

利

舜

②

③

粗利益 (限界利益) 商品販売価格 原価※

商品ごとの

最低目標売上高

出展者経費

粗利 (限界利益) 商品販売価格

全体売上高

一人当たり1日の正賃

全体原価 出展者経費

事業利益

利用者人数

事業利益+

／

１

１

＼
一 〓

＼
、
ザ

／
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団 開催基本構想

参者様式 〈マルシェラ算案 ②支出の部〉

支出の部

備 考

0円 ×0時間/日

0円 ×時間給

○円×台数

○円X●張りまたは謝礼

長電リース

製作費

協賛企業名掲載用

配布用チラシ

新間などに入れる場合

製作費用、印刷料

●円/h× ●時間

使用した施設へ請求

即売品の仕入れ

施設の出品物から

イベントスケジュール告知

会議室使用料、お茶代

残高証明

切手代、振込手数料

封筒・レジ袋、テープ

○○円×人数

事務手数料

差 引決 算予 算項 目

会場使用料

警備費

売台。机。いす使用料

テント借入料

配線設備工事費

看板代

協賛企業掲示板

チヤーター便他

設営費合計

チラシ製作費(デザイン費)

印刷実費

折込手数料

ポスター制作費

広報費

電気使用料

水道代

ガス料金

ゴミ廃棄料

水道光熱費

販促備品

出演料お礼品など

抽選会景品

掲示板料

販売促進費/イ ベント費

会議費

雑 費

通信運搬費

消耗品など

イベント保険料

旅費交通費

事務費負担金

予備費

その他雑費合計

20



田O】 各種申請

マルシェを行うにあた り、保健所や税務署、聖察や消 Iノ葛署などに届け出が財要

な事項があります。

くマルシェ開催事前に届け出が財要なもの〉

届け出る場所 届け出が必要な場合

保健所

。その場で調理販売するとき
。調理 したものを無料配布するとき
。鮮魚を販売するとき

警察署

・マルシェで道路を使用するとき (道路占有許可)

・花火を打ち上げるとき
・音響施設でマイクなど施設の近郊への影響が考えられ

るとき

。露店で火器を使用するとき
※近隣の小墓所の連絡先は使用の有無に関わらず把握

しましょう。

消防署

税務署 ・臨時的に酒類を販売するとき

著作権協会    ・マルシェ会場のBGMに音楽を使用するとき

イベント保険
・マルシェの準備から片付けまでに事故が発生した場合

への保険
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■ 開催基本構想

【11】 安全・衛生管理

①様ノマな状況をラ測した安全・衛生管理

マルシ正当日には、た くさんのスタ ッフと夕夕くのお客様の来場があり

ます。その中で、起 こりうる トラブルを事前に予測 し、万が一の場合の

対応策を決めておきま しょう。

救護だけでなく、火災の場合の文ゴ魅や、迷子などの子供を保護 した場
合、落と し物などの拾得物の場合の対鯨など、緊急時の連絡先や対応策

を一覧に し、各ブースの責任者へ配布 しておくことも財要です。

③ ■緊急連絡体制 ③

マルシェF汗電催中に、覇故や トラブルなどが発生 した場合は、

下記連絡体制にて状況を共有 し、

迅速な対応 。処置をおこないましょう。

各個人で判断 し、行動を起こさないようお願いいたします。

緊急時発生

対応/指示

発見者 (スタッフまたはお客様 )

報 告

―

Ｉ

Ｖ

ホ

ー

ー

対応/指示

本部 (運営事務局 )

報 告

―

Ｉ

Ψ

ホ

ー

ー
対応/指示

実行委員長 (TEL:090-1234■ 5678)

迷子など状況次第で

会場アナウンス

ｌ
ｉ
Ｖ

―
Ｉ
Ｖ

必要に応じて

報告

会場アナウンス

③

※事前に連絡先を確認し記載しましょう

※
鞄
攀長や事

録廟稲挙魏唸4亀解 哲≧唾杷監
持ち、 ③

争春 :´ ●警華:
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②迷子の子供の保護や落とし物を拾つた場合

マルシ正当日に会場内で迷子の子供を保護 した場合

や、落とし物を拾った場合、お客様より落とし物の届
け出があった場合、また落とし物がなかったかの間い
合わせがあった場合の対応策も考えましょう。

事前に勝要事項を記載できる用紙を用意 して本部に
て対応できるようにしましょう。

ショッピングモールなどの商業施設内のイベン トホ
ールなどを借りてのマルシェ開催をする場合は、商業
施設の案内カウンターとの連携も財要です。

心

O 〈迷子の子どもの保護の場合〉 ○

迷子発見

↓
※迷子の子どもを発見した際には、必ず周
辺に保護者が tヽ ないかを確認しましょう。

いない場合は本部へお違れしますc

本部 (運営事務局 )

保護者の確認 ↓
誰と一緒にきたかを確認します。

小さな子供の場合
'よ

、性別。年齢・服装など
の特徴を用紙に記載し、アナウンスします。

会場アナウンス

迷子保護確認用紙

日時

発見場所

お名前

年齢

服装・特徴

対応。処置

確認日時

お名前

連絡先

お子さま

保護者確認

O ○
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③ <落とし物を拾った場合> ○

落とし物をひろう

↓
※どの場所に落ちていたかを正確に確認を
してから、本部へもっていきます◇

本部 (運営事務局 )

ｌ
ｉ
Ｖ

指定の用紙に必要事項を記載し、マルシェ

会期中 |ま 本部で預かり、その後見つからな
も`場合は警察へ届けます。

会場アナウンス

〇 〇

落とし物確認。保管用紙

日時・場所

落とし物 (具体的に)

氏名

連絡先

対応・処置

引取日時

氏名

連絡先

発見者

保護者確認

団 開催基本構想

④天災。事故などへの対応

(ア )火災の場合→会場内への火災発生のアナウンスを行い、実行委
員長の指示のうえ、来場者を非常ロヘ案内し、速や
かに避難・ 誘導をしましょう。※火災の場合に通報
する最裔りの涌 [ア

j局 を確認 しておきましょう。

(イ )地震発生の場合→軽度の地震の場合は、来場者の不安をのぞく
よう声掛けをおこない、アナウンスで地震情報を伝
えます。大きな地震の場合は、地震発生のアすウン
スを流 し、実行委員長の指示のもと、避難・ 誘導 し
ましょう。

(ウ )合風・豪雨の場合→天候による交通情報を随時収集 し、警報や
避難勧告が出た場合には、マルシェの中止の検討を
します。中止が決定 した場合には、会場ヘアナウン
スを流 し、お客様への帰宅もl足 します。
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事前準備と会議

事前準備は、イベン ト発起人 (運営実行委員長)を中〕と`コヽに、 Iで決定 した事項

をまとめた要綱 を元 に、参加施設を加えて事前会議を行います。

事前会議を複数回行い、次国の会議までの準備や進捗を確認 し、次国会議での

決定事項を確認 します。

事前会議には施設から代表者が参加 し、その結果は翌 日施設内で共有 します。

【1】 事前会議の必要性と会議の進め方

①事前会議の案内
遅 くともマルシェ開催 日の約 3か月前頃を目安に事前会議の第 1回

目を設定 し、各参加施設に案内状を送 りま しょう。参加 してもらえる
福祉施設やNPO団体、農業団体やボランテ ィア団体などに、マル シ
ェ内容と事前説明会の案内を送付 します。

〈参加施設に送付する案内状に封入する文善の案〉

0マルシェ開催 日 8き のご案内とご協海のお願い (参巻様式 26欝 )

0マ ルシェヘの出展申込書兼出品可能物の一覧  (参者様式 27要 )

0第 1回事前会議の日程のご案内  (参考文面 28要 )

0参加についての注意事項、開催当日までの全体的なスケ ジュール

(参考様式 29貢 )

※事前会議第 1回 目までに出展申込を送付いただくか、持参 してい
ただくよう案内をします。

※出展料などの金銭に関 しては、実行委員で指定□座を設け、振込
支払いにし、混乱を防ざましょう。 (13東 )

※独自主催の場合は、マルシェの趣旨や
内容、当日までのスケジュールなどを主
催者が決定 し、 1～ 2回の事前会議をし
ます。

※第 3者主体で開催の場合は、イベン ト
会社などから出展依頼 と運営要綱を受け

取 り、協力できる役割などや出展に際 し
ての嚇要事項の確認を行いま しょう。
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題1事前準備と会議

参者様式 <マルシェ開催日時のご案内とご協力のお願い>
平成●0年●月0日

△△施設

施設長 OO OO様

◆◆◆◆マルシェ実行委員会

委員長 △△施設 OOOO 印

農福連携OOマルシェ開催のご案内

および、ご出展とご協力につしヽて (依頼)

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日碩より福祉事業に多大なるご尽ぬ、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、農福マルシェOO実行委員を立ち上げ企画を進めておりました

「農福連携OOマルシェ」につきまして、平成●年●局0日に開催が決定いたし

ました。

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、本事業の趣旨をご賢察の

うえ、各施設の皆様のご参加につさまして、特段のご高配を賜りますよう、

よろしくお願いい申し上げます。

開催日時 平成0●年●月●日 ( )
〇〇 iOO ～OO:OO

開催場所 :○○市OO文化会館 1階大ホール

出 展 料 :売台料 (180× 90c m)1合 につき 2160円
※売合料 (出展料)は事前に指定回座へ振込をお願いいたします。

※持ち込みの売合の場合もスペース (上記同様)使用料として同額

販売手数料15%(商 品委託預かりの場合は20%)

出展申込 :締切日 平成0●年●月●日 ※期日厳守くださしヽ

申 込 先 :農福連携OOマルシェ事務局 0●施設●●課

〒OOO―OOOO 長崎県OOttOO町 司23-4
担当 〇〇〇〇

TELi 0950-△△-0●●●

Emani ttarumarumarusye◎ gma刊 .com

※マルシェヘのお間合せにつきましては上記申込先と同連絡先へお気軽にご連絡ください

記
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参者様式 <マ ルシェヘの出展申込兼出品可能物一覧 >

出展申込書

※責任者オご記入してもらう

月 ※数園たわたりP斉日催の場合

ブース (机)/ 椅子   脚

※集露静レジ方式の場合の後日売上振込園座

出展施設名

施設担当者

当日参加予定職員名

出展希望日

必要ブースと机・イスの数

主な出品物

連絡先 (施設)

担当者携帯

出展者の乗入れ車台数

振込先銀行回座

貴施設が出品可能な生産物、または加工品などを記載してください

販売形態予定売価販売予定数出品内容

<飲食ブース出展の場合>

食品営業許可指令所の有無

当日食品取扱者の人数

上記の通り、農福連携○○マルシェヘの出展申込をいたしま丸
また、出展にあたり、出展要項を遵守いたしま現

平成  年  月  日
農福連携○○マルシェ

施設名
施設長

同
μ

ビ
Ｆ

代表 様
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函1事前準備と会議

参者様式 <第 一回事前会議の日程のご案内>

平成0●年●月0日

△△施設

施設長 ○O OO様

◆◆◆◆マルシェ実行委員会

委員長 △△施設 OOOO 印

農福連携OOマルシェ

第1回事前会議の開催の案内と出席のお願しヽ

OOの候、日頃より福祉事業に多大なるご尽力をいただき御礼申し上げます。

さて、●月●国に開催を予定しているOOマルシェヘご参加の意向をしヽただき、

ありがとうございます。

下記の通り、開催に向けて第 1回事前会議を開催いたします。

ご担当者様のご出席にご配慮いただきますようお願いいた します。

記

日 時 平成0●年●月●日  ( )
OOiOO ～ (約 2時間程度をラ定)

場 所 i OO市 文化会館○○会議窒

協議事項 : OOマ ルシェ運営体制についての説明と担当者決め 他

※なお、マルシェの参力8施設や出品物の調整が跡要ですので、同封しております

「出店申込書」へ記載いたださ、ご持参いただきますようお願いいたします。

〈連絡先〉

OO施設OO課
農福連携OOマルシェ事務局

担当 OOOO
TELi 0950-△△-00●●

Emani marumarumarusye@gman.com
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参者様式 <開催要綱・ 注意点、当日までの全体的なスケジュール>

OOマルシェ開催要網・ 出展について

・ 開催 日時 :平成OO年 ○○月OO日  ( )OO時 ～OO時
・ 搬入 :当 日のOO時 ～O08き
。マルシェ開始前ミーテ ィング :OO時

・ 出店料 1ブース (O Ocm× O Ocm)OOO円
※電気使用料、ガス使用判は別途

※備品借入金 :机 1つ OO円 、椅子無料

※使用備品については事前にご連絡 ください。

〈お 願 い と 注 意 点 〉

・ 飲食販売について

各出展者ごとの保健所の営業許可に基づさ調理・ 販売を行 つて ください。

・ 駐車場について

指定 した駐車スペースヘ駐車をおねがい します。

・ ゴミについて

来場者にはフライヤーなどで、マイ食器やマイバ ックな どの持参を呼びか
けています。販売にあた り極カゴミの出ないアj法を考慮 してください。

どう しても出て しまうゴミについては、各出展者 ごとに回収の上、お持ち
帰 りください。

・ 出展キ ャンセルの場合

やむを得す出店ができなくなる場合には、 P汗]催 の 3日 前までに事務局へご

連絡をお願いいた します。

開催までの事前会議および顔合わせミーティングについて

0第一回事前会議 OOttOO日 ( ) OO時 ～

協議内容 :運営l本制の説明と役割・担当者決め

●第 2回事前会議 OOttOO日 ( ) OO時 ん

協議内容 :出品物の確認とブース配置、ポスターなど印隔」物ついて

0第3回事前会議 ○○屈OO日 ( ) ○○時～

協議内容 :ステージイベントの内容決め、抽選会詳細についてなど

担当ごとに分かれての打ち合わせ

0第 4回事前会議 OOttOO日 ( ) OO時 ～

協議内容 :最終確認、集客について、その他打ち合わせ

※各会議の場所については事前にメール等にて担当者へご連絡いたします。
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電理事前準備と会議

事前会議の進め方

(ア )開催要綱についての協議

事前会議の第 1回 目には、マルシェ発漣人を中心に事前に作成 した

「開催要綱」を案 と して提示 し、会議 にて会議出席者全員にて見直 し

を しま しょう。

疑間点や施設 ごとの意見を間き、話 し合いを行 うことで要率岡をまと

め トラブル回避に努めます。

出品物については、出展申込書に記載をいただいた中で、会場によ

る制約がないか確認する町要があるため、ガイ ドラインの作成をする

ためにも事前に使用する会場の提供者と相談 し調整を行 つておきま し

ょう。

(イ )マルシェのイメージカラー

マルシェの全体的な演出のために、販促資本オやレイアウ トを統一 し
景観を良くする財要があります。

ます、マルシェのイメージカラーを決めましょう。

また売合の統一を図るために、どのようなスタイルでブースを設置
するかを決めます。イメージカラーを決めることで、販売員の服装や
ブースのレイアウ トなどにも活用できます。

販 l足 資材 (フ ラッグや販売ブースの帯など)の率備やユニフォーム
を揃えることで、来店客への訴求がしやすくなります。

(ウ )前 日や当 日の役害」分担

事前に決定 した嚇要な役害」について、主催者恨」の担当責任者を決め
て置き、出展者 (会議出席者)か ら協力者について賜要な人数を割り
当てましょう。

マルシェに参加する施設また職員は、趨分たらの団体の出展グース
の管理 (前 日搬入や当日設置、販売や補充、最終片付けと撤斗又まで )

全体運営につしヽての役審」(開催基本構想で記述 した担当役割の例)を
分担 して行うように協力いただきましょう。

※担当の役割を決める際には、不ノム`平が出ないように者慮 し、交代制
を設けるなどの工夫も財要です。

※専門の業者への業務委託人数に限りのある場合や、開催の規模に廟
じて、専門的な知識を財要とする救護や駐車場案内整備については
業務委託を検討することも懲要です。費用がかかるため、事前に配
置できる人数と予算を把握 したうえで申込の検討をしましょう。
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(工 )プースの配置決め

何をメインとするマルシェなのか、参加施設間で意思を共有をしたうえで

販売ブース、飲食ブース、イベン トブース、抽選会場、レジ (集中レジ方式

の場合)の配置を決定しましょう。

開催場所の条件により規定があるため、会場側との打ち合わせを充台行つ

たうえで、配置決めを進めましょう。

会場の水道や電気・ ガスの配線もしっかり図面にて把握 し、各出展ブース

に隊要なものを者慮した配置を者えることが財要です。

使用する会場の提供者 と事前に相談 し調整を行 っておきま しょう。

(オ)役割 ごとに班 と して会議

決定 した役割に分かれ、責任者を中心に前日や当日の動きについて
説明を受け意識統一を行います。

責任者は班のメンパーとともに、当日に朗要なものや準備が跡要な
もの、仕事の流れや交代について、事前に作成 した業務内容とタイム
スケジュールを確認 します。話 し合いの中で疑間点を解決 し、変更が

跡要な場合は修正 してより良いものに作り上げましょう。



面1事前準備と会議

【2】 出展者 。出品物・ 主要販売品目

①出展者の確認

会場の広さや想定 したブース数について、出展の申し込みの過不足
がないかを確認 します。

出展者が多い場合には、全施設が参加できるように、プースの広さ
の調整や客」り当てなどを再者 します。不足 している場合には、再度締
切日を設け、施設や関連事業所、農業者へ向け、出展を勧誘 します。

②出品物の確認

事前に配布 した「 出品物可能品の一覧」 (27頁 )を出展申込書 と

ともに提出 してもらいます。遅 くとも、事前会議当日には持参 しても
らえるよう案内を しま しょう。

事前に提出いただき、どのような出品内容かを会議の参加団体に伝
えることができると出展者同上の調整がスムーズです。

飲食ブースを設ける際は、提供するメニ ューが重複 している場合は
出展者同士での調整を行います。

また、販売ブースについても同 じような出品物がある場合には、包

装や価格帯にて差をつけるようなことも大切です。

③主要販売品目についての決定

農産物のみでな く、加工品や、手芸品、水産物など、様プマな商品構
成が考慮されます。開催するイベン トの趣旨に合 つているかどうかな
どを検討 したうえで、 どのような品目まで出品 して良いかも協議 しま
しょう。

※開催の時期次第では農産物の出品に、品目や数の確保が難 し
い場合もあります。

収穫時期の天候条件などで、販売ラ定数量や出品物自体が変
更になる場合は早めに

実行委員事務局ヘ

連絡をしましょう。
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【3】 出展者負担金と商品の責任範囲、金銭管理

①出展による各出展者の負担金

出展することで発生する費用を明確にしましょう。

出展料となる費用 (19頁 )に おいて算出 した「出展者負担金」の

ほか、プースで使用する机や売合、町要な椅子などのリース料、飲食
での、プロパンガス使用料や水道料 。電気代など、隊要となる経費の

説明を行います。

嚇要となる経費の費用例は下記のとおりです。

③商品責任の範囲

原貝」として各施設のスタッフが責任を持つて、保管や販売を行いま
す。

利用者が販売できる場合には、積極的に参加してもらいますズ〕ド、プ
ースは利用者だけにならないようスタッフがあすヽ付きそうようにして
ください。

また、商品の搬入に伴う輸送費などが発生する場合には、各施設が
負担するようにな ります。

※遠方 (離 島など)の施設か ら参加する

場合には、商品を事前 (前 日)に事務局

か会場へ送ることが可能かを確認 します。

発送する商品には、明細 を同送 し、一き[

を保管紛失がないように します。

・ テン ト 1/2貼 り  (● ×●m)= ¥3000/隠
・ 机 (売台) 1台  (180× 90c m)=2160/日

・ イス  無創

・ 水道料   ¥1000/日
・ プ国パンガス (ガスバーナー)

※使用曇による
″

<費用例>

V
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題コ事前準備と会議

③精算方法と金銭管理

(ア )集中レジ方式の場合

レジを 1ズ〕`所にまとめて金銭管理・ 精算をおこなう「集中 レジ方式」

をとる場合は、各施設にコー ド番号を割 り当て、 レジ精算時、 どの施設

の商品が売れたかを把握できるように しますと これによ りどの施設がど

れだけ売 り上げたかのデータが収集できます。

売上金が一旦事務局で預か り売上金から、売 り上げの数%(パ ーセン

テージは協議の上決定するか、実行委員で事前に決定)を手数料と して

控除 し、後 日事務局から各施設の指定□座へ与辰込を行 うように します。

また施設か らスタ ッフの派遣がない場合は、事務局 に販売を一任 しま

すが、その際は手数料を増額 して委託分を支払います。

※振込指定□座は「出展申込書 (27頁 参照)」 に事前に言E入 して提出
してもらうようしましょつ。

※集中レジの場合は、数名の レジ担当者

が財要 とな ります。時間帯 ごとに、当番

制 と して、各施設からスタ ッフを出すよ

うに しま しょう。

他の役害」との兼ね合いがあるので、事前

に確認を し、割 り当て表などを作成 して

おくと問題防止 とな ります。

(イ )各ブースでの精算

各出展者が各ブースで レジ、または金庫と釣銭を用意 します。 こ

の場合は金庫や レジから離れることがないよう複数人で管理 します。

トイレや接客・ 役害」の仕事で離れる場合にも一人はブースにて レジ
の管理を しま しょう。

さらに、売上金額を把握するためにも、

lL百 札の工夫を して、販売 した商品の売上額 と

レジの残高が合うように、各施設で打ち合わ

せを しておさま しょう。

さらに、 トラブルの原因とならないよう、

鉤銭の間違いには十分注意 します。

(一例 )

切取線付きの値札に し商品が売れた
ら、半分をレジの中に入れる等把握
できるようにします。

▼

0  0

O

苫どき写ャム
¥580

てづくり
いらごジャム

¥580
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【4】 販売方法

①販売方法

原員」と して、各施設の職員から 2～ 3名 当日参加 し、マルシェの搬

入から片付け、搬出までを責任を持 つて行います。参加可能な施設利

用者にも 8害 間を決めて参加できるようはいりょしてください。

②商品の委託について

スタ ッフの参加が難 しい場合には、

商品の委託販売 という形でマルシェ

に参加することも可能です。

委託販売での参加の場合は、事前に事務局 と連絡を取 り合い、商品
の発送の時期、預かる方法、販売の仕方について詳細に打合せを しま
しょう。

※委託販売の場合の販売手数料について

委託販売の場合は、施設からの販売職員の派遣がない場合と同様に
売上金額の数%(パ ーセンテージは事前協議 しましょう)と し、手数
料を差 し引いた金額を後日施設の指定振り込み□座へ振り込みをしま
す。

0  0

● <委託販売の商品送付について > ●

1.事務局と発送時期について打ち合わせを行います。

2.納品する商品の一黄表を 2部作成 します。

3.1部 は事務局へFAXします。

4.納品する商品と一緒に一覧表を 1音8同送 します。

5,事務局は荷物を受取り次第、送付 した施設へ連絡をいれます。

6.商品と一覧表とを内容のチェックします。

7.チ ェック して、内容と一覧表に間違いがあればすぐ送付 した施設

へ連絡 しましよう。

※一覧には断す。、送付した施設の施設名・ 担当者・連絡先を記載するように
しましょう。

●
●

35



函]事前準備と会議

【5】 ブースづくり

①売合への陳列

売台 (机 )には、マルシェの統一カラーのクロスを した り、腰巻 (

帯)をするなど して演出を します。各ブースが統一 したカラーを使用

することで、マルシェ全体がす つきりと見やすくな ります。 これは消

費者の目線が ,島 ′マまで届 くためにも財要です。

陳列はお客様の方か ら品物 と価格がきちんと見える位置に配置を し

ま しょう 。手前の商品は l氏 く、奥の商品を高くするなど、商品の配

置場所に高低差をつけると商品が見やすくな ります。お客様によ り、

配置が変更することもあるので、マルシェP升ヨ催中には目を配 り、陳列

を直 した りすることも大切です。

また、近燐のブースの商品の陳列と雰囲気を合わせることによ り、マル

シェ全体の統一感も生まれるので、他ブースの陳列も参者 に した りしま し

ょう。※写真は平成30年農福連携マルシェの際の商品陳列の様子です。

お甘育慟

36



②価格の表示方法とプライスカード

(ア )価格の表示方法

商品の価格表示は、お客様にとって商品を選心ヽうえで最も重要
な情報となります。価格表示が適正に行われない場合、お客様の
お買い物に混舌しをもたらす可能性も者えられます。そこで、マル
シェでの価格表示は消費不党込みの表示をお勧め します。

(イ )プライスカー ド

プライスカードは遠自からも見つけやすく、文字は前みやすいサ
イズで書くようにしましょう。

お客様から見やすい場所へ置き、どの商品のプライスカードかわ
かりやすいこと、また、プースでプライスカードの用紙 (色 やサイ
ズ)を統一すると、見やすくなります。

可能であれば、出展者全体でプライスカードの書き方や用紙を
統一するとお客様には親切です。

値札は、各商品ひとつひとつにシールなどで価格 (税込)と施設
コード (集中レジの場合)を記載して添付します。ついてない場合
レジで混乱するため付け忘れの無いよう注意しましょう。

〈プライスカード案〉

黒い圃鰯紙に自いマーカーで記載すると

お客様ぬ`見やすいプライスカードとなります。

③商品のフピールポイントをひとこと記載

②商品名

③サイズ声ぶど

④l趨あたりか数畑あたりかを記載

③価卒善 ⑥必ず奉党込で表示

ひ 廿味たっぷιIの六玉 r

範 ジ・ ン

3トマト(六 )

al色
3100円

嚇起

ri ir
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題1事前準備と会議

③POPの作成

お客様へ商品の説明を して くれるPOPは 、他のお客様 との接客

中などに、スタ ッフのかわ りに商品をアピールする大切な役割があ

ります。

商品ができるまで Jと`コヽを込めて栽培 したことや、他の商品との違い

(美 味 しさや買い求めやすさなど)をわか りやすく、お客様へのお

手紙 と思 つて、楽 しんで作成 しま しょう。

当日マルシェに参加できない利用者にも、作成のお手伝いを して

もらうなど して、マルシェが施設全体 として参加するものであるこ

とや、作 ったものがお客様の手へ渡るまでの過程を利用者へ伝える
ことにも大七刀な意義があ ります。

C呼弩ゼにf寝いや奪い簿票を
建ゅぶとI講め込んだ盗得機ット

ギ野菜A買‖得也wト

ａ
■
口
Ｖ

ａ
■
口
Ｖ

O

と掛

⑦

R(税込)。

η

850円を→
買 うこ

☆セット内容☆

冒警亀″

め

トマトZ個Ⅲレタス打玉
サ巧T玉わご 打個
l蕃うれた車 打束

〈POPの参者例〉

文字サイズをあえて変え、

インパクトのあるものにしましょう

お客様の印象に残るものにします。

①施設の作業紹介になるもの

②商品の説明

③商品の名前

④どういうものかを説明

⑤イラストや写真

⑥お得感を演出

⑦販売価格 (税込)

③自分たらの食べた感想
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〈POPの実例写真〉

※写真は平成29年 12月 に開催された「まらかども、れあいバザール」POPで す。
このように、「当店人気」の見出 しや、人気の理由な どをイラス トを加えて説明
を入れると、お客様が足を止めてくれるPOPと な ります。

また、写真右のように、「国産」 (地元産)であることや、安 Jと`コヽの材料を使用
していることも、他 との差別化となる大切なアピールポイン トとな ります。

このようにわか りやすく、大きく見やすく記載することがポイン トです。

。おから,こ 樋¥iSO
(ぜまヽくるみ プヽルーンヽとなこョヨア球,

●プレッツェル ¥170
(カ リカリ食感食へやすい■ ごま塩妹)

●おからチップλ らこと200
(おすす0斎霞患事 えび・のリテーズ妹)

コーナーに対 して、 1枚のまとま ったPOPの
一例です。商品ごとでの記載はあ りますが、

売場の看板のような効果が期待できます。
※下 3点の写真は平成30年 2月 28日 開催の

「 農福連携マル シェ」のPOPです。

あまり矢□られて
いない商品の場
合は、その商品
がどんなものか
を説明すると親
切です。
興味を持つても
らえる内容に仕
上げま しょう。

各商品についてコメン トを丁寧に
書いたPOPです。どのような効果
や香りを楽 しめるのかなど、お客
様が選びやすいポイン トを記載 し
ます

十から  ●で   すごtitt「 I
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巨1事前準備と会議

④試食の準備

試食は可能な範囲で準備 しま しょう。試念 を用意することで、お

客様に足を止めていただくができます。

試食は購入につながる可能性を広げます。

<卵売り場での美味しさ体験>

生卵を販売する横で、

実際にその場で食べられる「ゆでた
まご」コーナー。試食もかねての、飲
食の販売方法は、生卵の購入にも
つながります。

⑤手提げ金庫の取り扱いについて

集中レジ方式ではない場合は手提げ金庫又はレジを各ブースで用
意 しま しょう。精算時に混乱のないよう十分な釣銭を用意 します。

また、販売価格を 100円単位や、500円単位にすると鉤銭を少
な くすることができます。

マルシェ終了時に売上の確認を しやす くするために、金種表を作
成 しておきます。最終金庫にある金額か ら釣銭を抜いた残高が売上
となるので、計算が容易にな ります。

※清算時|こは町す跡要なもの…電卓・筆記具 。メモ帳 (バラバラになりにくいもの)

レジがある場合は、なるべくレシート発行できるものが良いでしょう。 (トラブルロ)百
止のため)

※お客様とお話をしながら、お金の受け

渡 しをすることもありますので、預かり

金額や釣銭の Fttg違 いがないよう、できる

限り複数名でお金のやり取りをしましょ
う。 (金銭の管理にlc卜 隊す2名以上の担
当を決めましょう)

※持ち場を離れるときには、町す誰かが
プースに残るようにし、離れる旨を断す
伝えてから、役害」の仕事やトイレなど持
ち場を離れるようにします。

か

,
慕  ダ

希
-0ィ

げ

舟
!´

IHil日   『
          11,Hけ

静

JPい
.♂

静
静

金種表 (例 )

15,OOO円

20,OOO円

6,OOO円

3,OOO円

750円

250円
45,OOO円

3枚

20枚

12枚

30枚

15枚

25枚

5,OOO円

liOOO円

500円
100円

50円

10円

合計金額
※釣銭の合計金額lEX端数の少ない金額が良いでしょう

40



⑥消火器の設置方法、ガスなどの利用法の説明

ガスや電気などで調理を行う飲食関係の出展を行う際には、消火
品の確認や準備を行いましょう。

祭礼、縁 日、花火大会、展示会などの多数の者の集合する催 し

(※ 1)に おいて、対象火気器具等 (※ 2)を 使用する場合に、迅

速な初期消火と被害拡大防止の観点から「洸火器の準備」を義務付
けま した。

これは露店、屋合な どの開設の有無にかかわ らず消火器 (※ 3)
の設置が財要です。

※ 1「 多親の者の集合する催 し」とは地域における夏祭 りなどのほ
か、学校での学園祭、実行委員会によるイベン トなどが該当 し、近

親者によるパ ーベキ ューなどの個人的な行事は対象とな りません。

※2「対象火器器具等」とは、火器を使用する器具のうち、その使
用に際して火災の発生の総れのある物として、消防法で定めるもの
です。

(例 :コ ンロ、鉄板焼き機、ス トーブ、発電機など)

磯驚等常,

※ 3「消火器」は検定合格表示

(検定マーク)が添付されてい

る国家検定の

消火器 (い わゆる「業務用消火

器」)を準備 して ください。

「住宅用消火器」や「 エアゾー

ル式簡易消火具」は含まれませ
ん。

暮 エー ,‐‐ 
・

対象火気器具等の一例

l

魯 a
国 題 E
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⑦保健所への許可・申請

飲食物を販売する場合は、管轄の保健所へ届けを出す嚇要があり
ます。

これは参加する施設や団体ごとでの提出となります。

(手数料 1品 目2,OOO円 )
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【6】 イートインスペースの設営と飲食提供

飲食提供のブースを設けるマルシェを開催する場合には、お客様にその場で
食べていただける「 イー トインスペニス」の設営も検討 しま しょう。

イー トインスペースがあることにより、マルシェに長時間滞在 してもらえ、
再購入へのき つかけにもなる可能性もあ ります。

イー トインスペースの設童は、事前に設営場所を決めておき、当日参加者に
協力 して設営を行うか、事前に設営班を設けてスムーズな設置を心がけます。

またイー トインスペースを設置する際には、それに応 したゴミ箱の設置も財
要です。残飯を捨てるコーサーを作 つた り、机や椅子の掃除をする担当を害」り
当てる財要もあります。

①ゴミ箱の設置・汁物廃棄物のバケツ設置

会場全体に設置するゴミ箱とは別に、各ブースも責任をもって収集処理を
行うようにしましょう。各ブースにはわかりやすいゴミ箱やゴミ袋を設置し、
お客様の持つているごみに気づいてら声掛けをして捨ててもらいます。(ポ イ
捨て防止)

各ブースで収集してゴミについては、各施設で責任をもって持ち帰り、規定
通りに処理を行います。

飲食ブースが提供した飲食牛勿のお皿やお箸などは提供した施設が回収し
ます。

0ゴミ箱の作り方

事前にスーパーなどで空いた大きめの段ボールをいただき、ゴミの種類別
の札を貼つてゴミ箱を作成 しておきます。

また会場案内図にも、ゴミ箱の設置場所を記載するなどして、ゴミの収集
に協力 してもらえるよう案内します。

餌えおいゴ|
餌える求

・燃えるゴミ
・プラスティックごみ
。空き缶
・空き瓶
・ペットボトル
※残飯 (汁物 )・

・・,十 物と固形物の分
別ができるよう、ザルをセットした
ゴミ箱などを設署Lしましょう。

<一般的なゴミ分別の種類 >
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②イートインスペースの清掃に必要なものと片付け・ゴミ処理

イートインスペースは常に清潔であるよう、十分配慮し、清掃を行います。
水道設備状況によりますが、テーブルの拭き掃除は、ウェットティッシュなど、
使い捨てのものを使用し、除菌スプレーなどをつかってふき取りを行います。

担当を割り当て、時間ごとに掃除することも大切ですが、イートインスペー
スの周辺ブースの施設スタッフが、手の空いた時には汚れ状況を確認して清
掃にまわるなど、協力体制が必要です。

最終的な片付け、確認のために担当を事前に決めておきましょう。ブース
の片づけが終わつた施設からも協力をしてもらい、周辺に食べこぼしなどが
残つていないかも確認します。

全体のゴミ処理は、施設に持ち帰るほか、開催地のゴミ処理事業者に依頼
することもできますと。



【7】 ステージイベント開催の場合

マルシェヘの集客のために、お客様が興味を持 つていただけるような、ステ
ージイベン トを開催することも検討 しま しょう。

会場 と して、ステージイベン トの開催が可能かどうか (広さや音響の要因な
ど)を会場責任者に確認を取 り、可能であればどのようなタイムスケジュール

で行 うのか、誰に出演を依頼するのか、どんな催 しであれば集客が見込めるか

などを協議 しま しょう。

ステージに十分な広さがあり、マイクや音響設備を整えられる場合は、ダン
スの発表会やカラオケ大会など幅広いパフォーマンスが可能となります。

どのようなことができるステージなのかを検討したうえで、出演依頼を誰
にするのかを考えましょう。

②参考例

0オープニングの市長挨拶、福祉施設などの理事長の検拶
0近隣の保育園のお遊戯・鼓笛隊
0障がい者支援施設の利用者による出演

(音 楽に合わせた手話やハン ドベルなど)

0近隣小中学校のクラブ活動の発表の場
(吹 奏楽、ダンス、コーラス部等 )

0抽選会発表 (景 品を出展施設から準備 )

0地以住民の方の活動の発表の場
0野菜の詰め放題などのイベント販売の場
0じゃんけん大会 。ビンゴゲーム

※写真は平成30年 2月 28日 開催の農福連携マルシェの
様子です。左は、ステージの様子、右は保育園児によるマ
ーチングの演奏の様子です。

ステージの広さ 備凱眼の饗
国

立日
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国田事前率備と会議

③ステージイベントのタイムスケジュール

ステージイベントは、開催 中継続 して催 しを行うのか、時間別やオープニン

グのみなどで行うのかを決めましょう。
マルシェ開催 中に継続的に催 しを開催する場合は、タイムスケジュールを

しっかり組み、合間のMCなどマイクパフォーマンスをどうするかも事前に協

議 しスムーズな進行に配慮 しましょう。

(ア )継続的に催しをする場合

各催 しに何分割り当てられるかを計算 します。10～ 15分の催 しの間に
5～ 10分を空けて計算 し、いくつの団体 に出演を依頼するかを決めまし
ょう。また、出演が決まつたら、出演の合間の司会の原稿を作成 し、スム
ーズに演出が行われるよう進行 します。

(イ )時 間を決めての催し

マルシェの趣旨により、時間を決めてのイ
ベントを行う場合は、演出と演出の間にはス
テージは使用しません。抽選会場としての場
としたり、マイクパフォーマンスなどで、各ブ
ースの紹介などをアナウンスするなど、会場
を盛り上げるように心がけます。

演出の時間が近くなつたら、マイクでアナ
ウンスをし、たくさんのお客様が見に来られ
るよう紹介をしましょう。

3月 ie(4,

サツクスコ車O
サツクス嘉7rO

′( ツ`ト犠
サ,ク

為
サリ,ス

鞠
帝 _4

設7なケックス疑
輩懃サウ抜麹

探

④拍選会場などでのステージ利用

歌や演奏の演出のみではなく、抽選の発表の場としてもステージを利用し
ましょう。

お買い上げ金額ごとの抽選に対し、さらに応募形式にした「大抽選会」など
をイベントの最後に設けることで、イベントに長くいてもらえる可能性も増え
ます。

また、時間ごとに「野菜の詰め放題」などのJAな農協の協力を得ながら、イ
ベントの集客を増やし、マルシェの活性化に努めます。

<出演団体 に確認すること>

。どんな内容を演出してもらえるか
。約何分の所要時間で行えるか
。事前にセットしておくものはないか
。何人がステージに上がるのか
。使用する音楽やマイクの有無

・司会進行の必要性
※右の進行表は平成30年 2月 28日 開催の「農
福連携マルシェ」の際使用したものです。
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参者様式 くステージイベン トタイムスケジュール〉

マイクテス ト・音響チェック

オープニング演奏

紹介アナウンス演奏 1

施設利用者 によるコーラス 紹介アナウンス

司会進行

内容

出演者など

時 間

9:30

9:50 マルシェ開催のアナウンス

10:00 マルシェ開始の挨拶 進行アナウンス

10:05 進行アナウンス

10:15 来賓挨拶 進行アナウンス

10:30 テープカット

10:35 進行アナウンス

10:45 開会式おわり 進行アナウンス

11:30

13:00 野菜の詰め放題午後の部 1 進行アナウンス

14:00

15:00 野菜の詰め放題午後の部 2 進行アナウンス

15:50 :  BGM

16:20 抽選会の案 内アナウンス

16:30 大抽選会 (発表者の上段 ) 抽選会の進行

17:00 1  マルシェ終了時間 i   終了アナウンス

謹
」・一一
　

一■:干言農I
e'■

タィナキ1生
苺

∫
1

謀「

と

!豪T

発
.

守
′

,
lキ
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函1事前準備と会議

【8】 接害・対応

マルシェヘの出展はお店を開くことと同じです。服装声ょどの墓だ しなみ
を整えたり、髪の毛や手を清潔にしておくことも財要です。

服装はマルシェ全体で統一するか、各ブースで統一をするのかをよく会議
で話 し合い、マルシェを会場全体で盛り上げるための工夫をしましょう。

①服装など身だしなみ

マルシェの統一カラーを決める際に、男性、女性それぞれの服装につ
いて、 どのように統一をするか、また、服装についての禁止事項 につい
て話 し合いを しま しょう。

嚇要であれば、ラ算に応 じて新たにユニフ ォームを作ることも良いで
しょう。

②利用者の接遇

お客様へ商品を説明 した り、商品の受け渡 し時の言葉かけなどについ
て、各ブースで統一 しておきま しょう。職員だけでな く、利用者がブー

スで販売に立つ場合の接遇については、各施設で責任をも って、開催 日
までに接遇勉強会などをひらきま しょう。

利用者も一緒に楽 しく参加できるマル シェ作 りを心がけ、利用者を社
会へ参画させるためのき つかけとなるよう、利用者が楽 しみなが らお客
様 との会話や商品のや り取 りなどできるよう雰囲気作 りを しま しょう。

会場の設自や、各ブースの 3東 列など
も、プースや会場の責任者をはじめ、
管理者の監督のもと積極的な活動がで
きるようにし、あたたかくフォローで
きるような体制をとりましょう。

お客様との 1対 1の接客も利用者の
みにせず、うしろから見ていてフォロ
ーするなどしましょう。

正装 してエプロン
例 1)

▼

0  ●

お祭り様の法
例 2)
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開催当日・ 前日搬入の場合

【1】 会場設自 (前日搬入の場合を含む)

会場設自が、前日から可能な場合は、なるべく設菌は前日に行い、
出展者にはおおまかな設営後の前日搬入を行つてもらうか、当日の搬
入を案内するようにしましょう。

会場の全体的な設自については下記のとおりです。

準備に財要なものなどは事前に再度確認を行い、備品類が無いなど
の トラブルがないようにしましょう。

次頁は会場全体の設営についての注意事項や設営に財要な備品など
です。会場ごとに財要な備品類は異なるため、事前に財要なものを確
認しておくと良いでしょう。

※テン トには「受付」「救護」など、案内の

香板 (張 り紙)を用意 しま しょう。

※各出展者ごとの香板 (案内ポップ)は各自
に作成 しますが、テン トがある場合はそれに
加えて統一で張り紙もしておくと
お客様に親切です。        ⌒

救護受付



田  開催当日・ 調 叫入の場合

参者様式 <前日・当日の設営と区要備品など>

・ 長机 1台
・ 僑子 3]却

・ 会場案内パ ンフ

・ 受付の香板

・ 長机 2合
・ 椅子 5脚
・ 音響設備

・ 看板

・ BGM用 スピーカー
。マイク (2本 )

・ 長机4合
・ 椅子 10脚
・ マル シェ財要備品

・ 荷物用 シー ト

・ 福引用備品

・ 来賓用お茶

・ 長机2台
・ 橋〒8脚
・ 救護セ ッ ト

・ 救急用連絡網

。長机2合
・ 椅子4脚
・ レジ 2～ 3台
・ 釣銭

・ レシー ト用紙

マルシェ開催の案内をする香板と、出展者 と出品内容が記
載された会場見取 り図も事前に作成 して、数か所に設置を
しま しょう。集客に効果があるよう、人通 りなど把握 した
うえで設置すると良いです。

またそれをチランに して、来場者に配布 しても良いです。

会場の案内をする総合受付所を設置 し
ましょう。会場内のどこを総合受付に

するかは、事前にレイアウ ト決めの際
に決めておきましょう。

舞台の位置や什器の設置など大ア〕ヾか り

な準備なのでなるべく前 日に完了 しま
しょう。音響設備やマイクな ど嚇要

なものんヾ多いので、業者委託の場合も
夕夕ぃので、搬入に関 しては入念な打ち
合わせが財要です。

バ ックヤー ドはステージの裏に控
~釜

な
ども兼ねて設置すると効率的です。実
行委員の滞在場所と して、マル シ正

に嚇要な荷物の置き場 と して設置 しま
しょう。

大切なものも多く置くため、常にだれ
か担当で滞在するため、椅子の十分な

用意も財要です。

ステージや本部席周 囲等わか りやす い

位置 に配置 します。

※イベント救護など有料で救急時に備える方
法もあり、医療従事者の派遣や搬送経路・搬
送先施設の確保なども可能です。規模が大き
い屋外マルシェをP弄∃催の場合は考慮してみま
しょう

集中レジの場合、レイアウトを決めた
通りの場所に財要な売合を設置してお
きましょう。「会計」の香板も設置し
て並んでもらえるような「→」なども
床にテープなどで貼ると、当日のレジ
での混乱も防ぐことができます。

受付

ステージ

バックヤード
管理者席
(本部)

救護席

会計所

看板
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【2】 出展者の搬入とブース設営・ I東 列

出展者がプースを設置する場所は、事前に会場設営の担当者で場ミ

リテープなどで印 (しるし)を付けておきます。会場のプース配置に
ついては事前に矢□らせておきますが、搬入当日にもわかりやすく配置
図を渡 して、各施設で確認をしながら搬入してもらいましょう。

①搬入

各ブースヘの搬入は、前日または当日の指定の時間からの搬入
となります。

主催狽」からの指示に従い、搬入をしましょう。また、マルシェ
会場が狭い場合や、通 I各 に制限がある場合は、奥の方のプース位
置の施設から搬入をするようにし、主催者は搬入開始時 F日5をあら
か じめ指定をして、渋滞を避けるようにします。

②ブースの設営・ 陳列・ POPな どの設置

机や売合を設置 した ら、商品の陳列を します。参加者は陳列の
シミュレーシ ョンを事前に行 つておきま しょう。

商品を予定通 りの配置に陳列 した後で再度、会場のメインスペ
ースや お客様の導線を者慮 し、商品配置の調整を します。

売合の高さやお客様の目線に廠 じてPOPの 位置や値札を酉己置
しお客様恨」の位置から見やすさを確認 してみま しょう。

陳列や微調整など、すべて完了するのはマルシェスター ト時間
の 10～ 15分前までが理想です。

お客様へ商品をお渡 しする袋の位置や、町要備品の使いやすい
位置なども確認 し準備を しておきます。集中レジでない場合は、
金銭の管理場所を決め、盗難 lノ葛止に努めま しょう。

商品の受け渡 しの担当決めや レジの当番の確認、また商品の品
出 し 。補充の役審」分担もあらか じめ決めておきますが、お客様が
来 られ込み合 った蛎合には、担当関係なくお互いが協力を して、
販売がスムーズに行われるよう工夫をすることが隊要です。
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抽選会場

ステージ

農産物コーナー

テントにつけた

店舗看本反
ステージ裏の
バックヤード

集合 レジの前に

並ぶお客様

※写真は平成30年 2月 28日 開催の農福連携マルシェの様子
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【3】 全体朝礼

イベン トの開始前には、参加者全体で朝礼を行いま しょう。

開始のタイミングは、マルシェ開始の30分前などの準備途中か、開始
10分前ほどの準備完了時か、事前に朝礼時間を定めておきます。

朝礼の内容は注意事項の確認が主です。

° ●実行委員長の紹介とあいさつ

0接審†こおしヽての注意事項

●マル シ五盆 l本 でのスタ ッフと しての統一攀項のる雀認

● 卜うブル発生 e書 の文」廂 |こ っぃて

●敏護 IB甚 サーや 洋イとノの場誘の確認、安全対策 |こ ついて
0

0

0

※朝礼には基本的にスタ ッフ全員で参加 しま しょう。

マルシ正の規模により、代表者 1名 と施設関係者、会場責任者、
イベン ト関係者、ボランテ ィアスタ ッフなどに参加いただきま しょ
う。持ち場を離れ られない、駐車場整備の担当者には事前に内容を

個別に伝えま しょう。

【4】 マ)レシェ開始 終了まで～

マル シェがスター トした ら、会場全体の進行がスムーズに行われているか
参加者全員が気を配 りなが ら販売を行いま しょう。

マル シェに来場されるお客様は、 自分のプースに来ていな くてもすべて「
お客様」であることを認識 し、困 つているお客様がいた ら、声推卜けなど して
案内を しま しょう。

①会場の見まわり

運営の代表者は常に会場を回り、ブースごとの実施状況の確認を行い
ます。来場者吠況などを次回の参者のために記録します。

また、 トラブルが発生していないかも確認して回ります。
※トラブルなどへの対応は次頁を参照してください

※安全衛生の担当者は、主に飲食プースについての見回 りを行いま し
よ つ 。

※見回る賜要のある担当者は、常に連絡を取り合えるような状況かに
あることが賜要です。
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肛 関l窪当日・ 前日搬入の場合

②クレームなどへの対応

お客様からのクレームや間い合わせがあった場合は、各ブースでのみ
解決をせず、主催側への連絡を行うようにしましょう。

代表者は、事の大きさに関わらず状況を手巴握 し、責任者として応 じる
ようにします。

状況に応 じてお客様を本部へ案内して、その他のお客様へのお迷惑な
らないよう、また他ブースの販売の夕方げとならないよう努めましょう。

▼

0  0

,

く迷手のイ呆護 >

6

迷子の子どもを保護 した場合 は

本部へ誘導 し、所定の記録をして

保護者を探 します。

/■

一|■

（
や

〇

ノ

,  0

の救護 >
<ケ ガな

ケガなどのトラブルの場合は
まずは救護コーナーで応急処置をし
規定通りの対応をします

くクレーム対応 >

♂
V  V

クレームなどお客様よりお叱りを

受けた際には、一人で解決せ或
本部へ報告しましょう。

（
つ ケ

<P口尋合せ応対

マルシェ開催中も問い合わせなど

対応できる電話を設
'大

問い合わせ
を受けるようしましょう
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【5】 後片付け・搬出・清掃・賞借物の返還

イベン トが終了時間を迎えたら、速やかに片付けに入りま しょう。

また、終了時間になるまでは、片づけをしたりせず、販売に徹 しましょう。

①後片付け

終了時間が来た ら、陳列の商品が残 つている場合は、ます商品を納め

ま しょう。

売合の上に商品がな くな つた ら、備品の片づけ、 ごみのまとめ、プー

ス周辺の清掃を行います。使用 したスペースにはゴミなどが落ちていな
い状態になるまで、隊ずされいに清掃を しま しょう。

またブース内で集めたゴミに関 しては、貢任をもって持ち帰るように
しま しょう。

※イベン ト会場に設置 したゴミ箱のごみに関 しては、あらか じめ決
めた方法でゴミ捨てを行います。 (43東 を参照 してください )

清掃担当は、売台などがすべて徹去された後に、会場全体の清掃を行
います。清掃作業だけでなく、忘れものがないかなどの会場のチェック
もしましょう。

主催側や清掃担当だけでなく、出展者でも手の空いた人は清掃活動の
手伝いをしましょう。

運営責任者や会場の責任者は、会場の見まわりと最終チェックをしま
す。

②破損について

会場の見まわりでは、清掃についてだけでなく、破損などがないかも
確認 しましょう。

万が一、破損などがあった場合には、事前に入つている保険「イベン
ト賠償責任保険」 (※ )な どへ、速やかに連絡をしましょう。

※イベン ト貝き償責任者保険について

イベン ト主催者の行事運営委上の不備によ って、偶然起きた
事故により、第3者 (出 展者を含む)がケガを した り、持ち物
が壊れた りした場合に、イベン ト主催者側が、法律上の損害賠
償責任を負担することにより被る損害に対 しての、保険を支払
うものです。

保険料は来場ラ定人数など規模によ り異な ります。
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団  開催当日・ 前日搬入の場合

【6】 全体終礼

片付けなどがある程度済んだことを確認 した ら、全体での終礼を しま しょ
う。終礼には施設スタ ッフ、利用者やボランテ ィアスタ ッフにも参加いただ

き、無事終了 した旨とお礼を伝えま しょう。

当日の状況のまとめや、集客の状況報告、プースごとの売れ行きや、客足
の動向など気づいた点や感想などを報告 しあいま しょう。

また、終礼の機会に、 ご協力いただいた外部関係者へのお礼を込めて、運
営責任者か ら挨拶を します。

※会場の都合上終礼の時間が取れない場合は、マル シェ終了の前に各ブー

スヘアンケー ト用紙を配布 した り、後 国会議の案内を しま しょう。

【7】 来場者アンケート

次回開催 8き の参者とするために来場者アンケー トを取りたいものです。

アンケー トは各プースや本部事務嵐で配布 して回収 します。

参考様式 ○○マルシェご来場者様アンケート

この度は○○マルシェにご来場いただき誠にありがとうございま現
よろしければ下記のアンケートにご協力ください。

☆お客様情報  性別  年齢 お住まい

走その他、ご要望やご感想をお間かせください

ひ来場のきつかけ

□HP(SN5)ロ テレビ ロラジオ ロチラン ロポスター

ロマルシェスタッフ  ロ施設利用者  □そのほか (

□知人の紹介

)

マルシェ商品の構成

□大変良かつた

□その他 (

スタッフについて

□大変良かつた

□その他 (

□良かつた  □普通 □悪かつた □大変悪かつた

)

□良かつた  □普通 □悪かった □大変悪かつた

)

交通手段  □徒歩  □自転車  □電車  □自家用車  □その他

次のマルシェが開催されたら

□また来たい  □近所で開催されたら来たい  □もう来ない

☆ご協力ありがとうございました。  ○○マルシェスタッフー同
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後日検証と後国会議

マル シェを開催 して 1か月以内に、マルシェ参加施設の各代表者を集
め後国会議を行いましょう。

後国会議を行う前に、各施設にマルシェヘ参加 してよかった

点や改善 したい点などの項目について話 し合いを行い、後日会

議にて、その結果を発表すると共に次回開催への提案事項など

を話 し合いましょう。

【1】 各施設での旧員評価と利用者からの意見聴取

各施設において、マルシェヘの参加を してみての感想や問題点など、
施設職員との話 し合いを行います。反省点などをお互いに出 し合 った り、
出展に際 して施設内で拐力を得た利用者や、実際にマルシェヘ参加 した
利用者の意見などをまとめ、良か った点、改善 したい点、◆後の課題な
どを話 し合います。

O O
<施設内で協議する内容と参加実績 >

0出 展内容 (出 品牛勿)

0当 日参加 した人数 (職員 O名 、利用者○名 )

0売上

0よ く売れたものと残りやすい商品

0当 日参加 した職員の感想

0当 日参加 した利用者からの感想

0事前準備で協力を得た利用者からの感想

0参加 して良かつた点

0参加 してみて改善 したい点

0もう一度 出展 したいかどうか

0役割分担 についての意見・感想

0今後売り上げをあげるために改善できる点

0今後参加するために改善 してほしい点
O O

V
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【2】 利用者の家族からの意見聴取、来場者アンケートの集計

①来場者アンケートの集計

56頁に掲載の「来場者アンケー ト」を集計 して、お客様の声を確認 しま
す。お客様の声か ら、次国開催に際 しての改善点を見つけま しょう。

②利用者の家族への意見聴取

マルシェをお子伝いいただいた利用者の家族やボランティアスタッフに
もアンケー トを配布し、集計を行います。

様プマな視点からの問題点・ 改善すべき点が見えてきます。自由意見・ 要望
などは施設運営の参者にもなります。

0 0
<利用者のご家族・ボランティアスタッフヘのアンケート>

0参加のきつかけ                 
｀

(ボランティア または 利用者ご家族 )

0参加動機 (ボランティアの方 )

●担当した役割

0マルシェで魅力に感じた点

0魅力を感じた商品

0魅力を感じたイベント

0参加してみての感想

0改善してほしい点

0維持してほしい良かった点

0もう一度お手伝いしたいかどうか

0その他マルシェに期待することなど

O ◎



【3】 集客状況と収支の確認

(集害の実績と売上等の結果と評価)

各施設において、どれだけの集客があり、どの部門がどれだけ売れた
のか、また売れ行きの悪かつた商品は何かなどよく協議 し、数字に集計 し
ます。

集中レジ方式の場合は各ブースの総合売上高は把握できますが、施設
内の商品の売上高の詳細は把握できません。在庫状況から逆算 して算出し
ます。

次国のマルシ正の為にも売れ筋商品を把握 しておくことは重要です。

①集客状況

時間帯 ごとでの客数の集計を取 り、◆後の開催の参者 と しま しょう。

②売上についての販売結果と評価

他のプースに重複の商品があ った場合は、どち らがどのように売れた
のか、売れなか つた理由、売れた理由な ども検証 してみま しょう。

O

例)「 トマ ト」を販売

A施設では、 1袋 4個 100円で販売 → 完売

B施設では、 1袋5個 130円で販売

→A施設 と比較 して 3のの 1余 った

※理由の検証

→A施設では呼びかけを した り、試食の用意があ った

検証→マル シェの場合は試命の効果が高いかも しれない

(理由は 1つ とは [艮 らない )

B施設ではPOPはわかりやすかつたが試食は用意していなかった

O 0 O
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後日検証と後国会議

参者様式 〈各施設での収支結果〉

売上の部

部門売上

5′ 250

3,380

5,760

15,000

5′ 400

3′ 450

38,240

販売数

35(@150)

26(@130)

32(@180)

30(@500)

12(@450)

23(@150)

38,240

販売予定数

60(@150)

30(@130)

40(@180)

30(@500)

30(@450)

40(@150)

54,600

トマ ト(袋売り)

大 根

しいたけ

野菜セット

トマトドレッシング

切干大根

総合売上

支出の部

備 考

椅子は2つ に変更

一人 はボランテイア

売上の 150/O

決 算

2,000

],000

1,200

0

10,000

5,736

19,936

予 算

2,000

1,000

1,500

0

15,000

19,500

項 目

出展料

出張・交通費

売台 。いす使用料

テント借入料

人件費

販売手数料

支出合計

上記は一例としての売上、支出となります。

この例の場合の利否としては、売上金額から実際の支出金額を目|いた

金額となります。

この例の場合は

38,240円 - 19,936円 = 18,304 円となります
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【4】 後日会議の開催

(マルシェ出展施設、協力者を交えての評価)

後国会議を開催する前に、参加出展施設から集めた売上報告や関係者
アンケー ト、各施設からの意見をもとに、協議事項をまとめておきます。

後国会議は、マルシェを機会とした新たな連携を前向きに検討する場で
もあります。

①反省点と改善点、また◆後も維持したしヽ良かつた点

出展者が参加 してみての反省点や改善点について話 し合います。

「苦ガ したこと、困ったこと」なども話 し合い、◆後どのように改善
して行くかをまとめ、次国の参者として記録 します。

また、マイナス点だけでなく「やってみて良かった」ことや「お客様
から褒められたこと」なども挙げま しょう。◆後、利用者が社会活動に
参加するにあたり、自信となる経験になるよう、前向きな意見も出し合
うとよいです。

さらにお客様か らのアンケー ト結果の集計結果も発表 し、次国への参
者 に しま しょう。

②マルシェ全体の収支報告と、決算につしヽて

収支に関 しては、予昇
~案

に対 し、どのような収支結果であ ったのかを
報告を しま しょう。

また売上に関しては、日標値に文0しどの程度の達成度合いであったの
かや、また達成できなかった場合の反省点なども話 し合う跡要がありま
す。
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國 後日検証と後国会議

参者様式 くマルシェ決算例 支出の部〉

支出の部

備 考

100000/日

1150X15h

2160× 20

2160× 5

長電 リース

製作費

協賛企業名掲載用

配布用チラン

新間などに入れる場合

製作費用、印刷料

0円 /h× ●時間

使用した施設へ請求

即売品の仕入れ

施設の出品物から

イベントスケジュール告知

会議室使用料、お茶代

残高証明

切手代、振込手数料

封筒・レジ袋、テープ

○○円 ×人数

事務手数料

差 引

29ァ 050

18,000

9′500

0

48′300

決 算

100,000

17,250

43,200

10,800

30,000

45,000

10,000

8,000

264ァ250

20,000

12,000

10,000

42,000

10,000

8,500

0

18,500

8,000

10,000

18,000

16f000

3,200

2.500

8′000

0

29,700

予 算

100,000

18,300

43,000

20,000

30,000

60,000

12,000

10,000

293,300

30,000

20,000

10,000

60,000

10,000

10,000

8000

28ァ000

8,000

10′000

18ァ000

20,000

5,000

3,000

10,000

10,000

48,000

項 目

会 場使 用料

警備費

売台。机。いす使用料

テント借入料

配線設備工事費

看板代

協賛企業掲示板

チャーター便他

設営費合計

チラン製作費(デザイン費)

印刷実費

折込手数料

ポスター制作費

広報費

電気使用料

水道代

ガス料金

ヽヽ
ヽ

ゴ 廃棄料

水道光熱費

販促備品

出演料お礼品など

抽選会景品

掲示板料

販売促進費/イ ベント費

会議費

雑費

通信運搬費

消耗品など

イベント保険料

旅費交通費

事務費負担金

予備費

その他雑費合計
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○○円×参加施設数

売上金×150/0

○○円×協賛企業数

長崎県OO市

差 引決 算

43,200

150,000

290,000

予 算

43,200

105,000

150,000

項 目

参加費/出展料

販売手数料

協賛金。寄付金

補助金助成金

参考様式 くマルシェ決算 ②収入の著8〉

※決算後の支出金額を、坪叉入となつた金額から差し引いた金額が、そのマルシ
ェの最終的な利益として残る金額となります。

③次回マルシェの開催について

マルシェを継続 して開催する場合、中心となる実行委員長や主要 (

担当)施設を決めましょう。

持ち回り開催や各施設のイベン ト時に合わせたマルシェ開催など、 Jヽ

規模でも実施できることから意見を出し含いましょう。各団体の意向を
聞き、おおよその開催時期の希望をとります。

なお、農産物の収穫の時期なども者慮 して、開催時期を選定すると、
さらに魅力あるマル シェが開催可能です。

※各施設の責任者は「この時期なら参加できそう」という意思表示を示しましょう。
詳細は次回のマルシェの規模や会場を考慮し、参加をよびかける施設を検討してい

きます。



【5】 安全衛生報告

安全衛生については情報を共有 しま しょう。

万が一、事故が発生 していた場合は、詳 しく間き取りを行い事実確認を
行いま しょう。

イベン ト保険の契約事項 を確認 して、該当する可能性がある場合は保険
会社に連絡 し、指示を受けます。連絡のあ つた日付や 日時、電話の内容や
受けた担当者の名前なども詳細 に時系列に記録するように しま しょう。

【6】 反省会のまとめ

事前会議の記録や当日の状況、後日の後 日会議の記録まで、すべての
情報をマルシェ開催の ノウハウの資料 とな ります。

すべての会議の内容は次回の開催のためひとつのマルシェが終了 した ら
次回マルシェの主催担当者 (次期実行委員長)へその記録を渡 します。

<マルシェの記録 として残す資料 >
。事前会議の各回の議事録

・スケジュール管理表や担当者名簿
。マルシェの開催要綱

・危機管理連絡先や関係者連絡先

・予算案と決算書
。お客様から収集したアンォケート
。後日の評価会議の記録    千  など
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