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調布スクラムフェスティバル Vol.6開催概要 

１．目的 

  ラグビーワールドカップ 2019日本大会開催を契機に調布市の魅力を発信するとと 

もに，市民に触れる機会・参加する機会の場を提供することを主眼とした事業を実施し，イベントを通したま

ちの回遊性の向上，訪日外国人や市内外の来場者との交流の促進を目的に実施する。 

  また，ラグビーワールドカップ 2019 のレガシーを見据えるとともに，調布市基本 

計画に掲げる各施策の更なる推進に向けた取組となるようオール調布体制で実施する。 

２．対象 

  調布市民，市外在住者，訪日外国人 

３．会場 

  京王トリエ B館南北通路 

４．内容 

 （１）名称 

    調布スクラムフェスティバル Vol.6 

 （２）主催等 

    主催 調布市 

    共催 東京都  

後援 調布市教育委員会 

協力 市内各団体 等（現在調整中） 

 （３）内容 

    コンセプト：調布の秋まつり -調布の魅力を世界に発信- 
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   ア 体験ゾーン 

     （ア）和文化体験 

     （イ）昔遊び体験 

     （ウ）田舎体験（姉妹都市長野県木島平村交流事業） 

     （エ）スポーツ体験  

     （オ）ステージ鑑賞体験 

     （カ）「映画のまち調布」体験 

         映画のまち調布の紹介，調布シネマフェスティバルの紹介 

         10月 26日，27日「映画のまち調布デー」開催 

    イ 出展ゾーン 

     （ア）おもてなし・魅力発信ブース 

         ボランティアスタッフによる来場者案内，観光マップ等の配布 

     （イ）国際交流ブース 

                  ほか 

    ウ 飲食ゾーン 

     （ア）調布市商工会会員による出店 

     （イ）調布市観光協会会員による出店 

     （ウ）調布市福祉作業所連絡協議会会員による出店 

    エ コマーシャルパートナーの出店 

      コマーシャルパートナーとは，ラグビーワールドカップ 2019 とコマーシャル契約を締結している企業です。本

事業開催にあたり，これらの企業の大会 PR 活動の支援や彼らが参画のできる機会を提供するように

求められていることから，次のような企業による出店が見込まれています。 
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     （ア）ハイネケンによる生ビール，缶ビールの販売 

     （イ）ハイネケンによる缶ビールのサンプリング 

     （ウ）大正製薬によるリポビタン Dのサンプリング 

     （エ）その他，コマーシャルパートナーによるブース出展 等  

（４）期間・時間 

    基本的には調布駅前広場で実施のファンゾーンに準じる。 

     ※9/20（金）～11/2（日）のうち１５日間 

      ９月２０，２１，２２，２８，２９日 

      10月５，６，１２，１３，１９，２０，２６，２７日 

      11月１，２日 

    時間についてはブースごとで変動あり。 

     ※開始時間についてはファンゾーンに準じる予定。 

       予選プールは１２時，決勝トーナメントは１４時 

     ※終了時間は「飲食提供ブース」はファンゾーンに準じる予定。 

「体験・出展ブース」は１８時を予定 

（５）その他 

    出展ブースはテント（3600㎜＊2700㎜）を使用。 

    来場見込は１日５０００人を想定 

    体験・出展ブースでの物販は認められない。 

    体験・出展ブースの内容はすべて無料による体験とする。 

    飲食提供ブースは別途出展概要により詳細を明示する。   
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調布スクラムフェスティバル Vol.6飲食提供ブース出店概要  

 

１．事業名 

   調布スクラムフェスティバル Vol.6 

２．目的 

  ラグビーワールドカップ 2019日本大会開催を契機に調布市の魅力を発信するとともに，市民に触れる機 

会・参加する機会の場を提供することを主眼とした事業を実施し，イベントを通したまちの回遊性の向上，訪 

日外国人や市内外の来場者との交流の促進を目的に実施する。 

３．開催日・出店時間 

   ９月２０日（金）から１１月２日（土）までのうち１５日間※ファンゾーン開催期間に準ずる 

  （9/20,21,22,28,29,10/5,6,12,13,19,20,26,27,11/2,3） 

   ９月２０日（金）から１０月１３日（日）予選プール※基本 12時開店 

   １０月１９日（土）から１１月２日（土）決勝トーナメント※基本 14時開店 

   開催時間については別紙「募集店舗数・開催日一覧」参照 

４．搬入・搬出 

   搬入時間は開始９０分前から 

   搬出時間は２２時以降 

５．場所 

   調布駅前広場の一部（京王トリエＢ館南側通路） 

６．来場見込 

   １日５０００人を想定 
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７．出店方法 

   テント（サイズ 3600㎜＊2700㎜）※テントは主催者が用意する。 

  キッチンカー 

  テントを使用し出店する場合は東京都が定める「行事における臨時営業等の取扱要綱」の臨時出店の届出を

主催者に提出する。  

８．出店料 

   無料 ※ただし，出店店舗ごと各自で賠償責任保険に加入すること 

９．出店数 

   １日５店舗程度 

10．出店資格 

 （１）市内に住所を有する調布市商工会会員，調布市観光協会会員，調布市福祉作業所連絡会会員 

 （２）出店責任者は，申請時に満２０歳以上の者であること。 

 （３）応募した団体（個人）が出店すること。 

    ※共同出店や又貸しによる営業は一切認められない。 

 （４）過去３年間において，食品衛生法および食品表示法，またそれに関連する法令などに違反し，行政   

 処分を受けたことがある者の出店は一切認められない。 

（５）調布市暴力団排除条例第２条第３号，第５号，第６号に規定する者，団体の出店は一切認め 

られない。 

11．説明会 

    ９月中旬を目途に開催予定。 

説明会出席は出店を予定する出店者の必須条件とする。 

    その際，本人確認書類及び賠償責任保険加入が確認できる書類を事務局が確認する。 
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12．出店に関する留意事項 

 （１）料理・調理品     

 高温多湿期のため，生もの（さしみ，生卵，生肉等），生クリームの提供は行わないこと。ただし，こ

れらを原材料として使用し，加熱処理して提供する場合は除く。 

 （２）飲料 

     ビールはハイネケンのみ，その他アルコール類及びソフトドリンクはサントリー製品，栄養ドリンクは大正製薬

製品を取り扱うこと。 

 ビンは紙コップに移し替えて販売すること。 

 空き瓶，空き缶は出店者にて処分すること。 

 （３）ワンウェイプラスチック削減対策 

     出店にかかる食器類はワンウェイプラスチック削減対策に配慮すること。 

 （４）販売品目の徹底 

     すべての販売品目を事前に組織委員会に申請し，許可が必要なため，承認された品目以外は絶対に

販売しないこと。 

 （５）アンブッシュマーケティングの防止 

   ア イベント会場周辺では，ラグビーワールドカップ２０１９ファンゾーンが実施されているため，下記のいずれ

かの行為には抵触しないよう実施する。 

   （ア）ＲＷＣまたはラグビーワールドカップリミテッド（以下「ＲＷＣＬ」という。）に関する知的財産または業 

務上の信用を利用し，または利用しようと試みるもの（利益を得るためであるか，その他の目的である 

かを問わない）。 

   （イ）ＲＷＣＬの承認を得たＲＷＣＬライセンシーであると一般人が合理的に信じるようなＲＷＣとの関連

性を創出し，若しくは創出しようと意図し，または示唆し，若しくは示唆し得るもの。 
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   （ウ）ＲＷＣ，ＲＷＣＬまたはＲＷＣＬライセンシーの権利，信用または地位を減じ，または減じる可能

性のあるもの（商品若しくはサービスの販促，チケット，プレミアム，製品サンプル若しくはその他のマー

ケティング素材の提供，配布若しくは販売，またはＲＷＣＬにより承認されていないラグビーワールドカ

ップ２０１９日本大会についての言及を含むが，これらに限定されない）。 

   イ 当日，抵触行為があった場合，組織委員会から販売中止を求められる場合がある。 

     組織委員会による巡回も予定されている。 

     販売中止による損害・訴訟等に対し主催者は一切の責任を負わない。 

  (６）ケータリング 

   ア ケータリング店舗のブランディング 

     事業者自身が用意する看板やメニューボード，スタッフ用ユニフォーム等にＲＷＣ２０１９関連商標を 

使用することはできず，スタッフ用ユニフォームは原則としてノーブランドとする。 

   イ 飲食提供ブース出店にかかる契約 

     イベント会場における飲食提供出店者を募集し，決定する際には，主催者が別に定める出店届（出 

店同意書）（別紙１），出店希望日届（別紙２），行事における臨時出店届（様式１）を提出 

し，決定する。 

(７）出店について 

 ア 出店決定後の辞退は認められない。 

   ※やむを得ない事情が発生した場合は，書面による届け出が必要。 

 イ 出店位置は主催者が決定し，変更希望等申し立ては一切受け付けない。 

 ウ テント・キッチンカー内の衛生管理，スタッフの健康管理，接客については，出店者が責任をもって行 

う。  

    エ 出店者が会場，他ブースの設備・人身等に損害を与えた場合，当該に関する補修・賠償の一切の責 
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任は出店者において行う。会場等を汚損した場合においても同様に，現状復旧に対する一切の責任 

は出店者において行う。 

  （８）衛生管理について 

    ア 食品の下処理は営業許可を受けている施設や店舗で行う。 

    イ 調理行為は全て出店エリア内でキッチンカー，もしくはテントの中で行う。 

    ウ 出店の際は，食品衛生責任者の資格を有する者が１名以上必ず常駐する。 

    エ 提供した商品が原因の損害（食中毒，異物混入等）に対して，当該に関する賠償の一切の責任は

出店者において行う。 

  （９）火気の取扱いについて 

     ア ブース内での火気を使用する場合は出店届に必要事項を記入する。 

       ※内容を精査し，お断りする場合あり。 

     イ 火気及び加熱器具を使用する場合は，消火器をブース内に配備する。 

     ウ 火元（コンロ等）とガスボンベは２メートル以上離し，転倒防止対策を講じること。 

     エ 火気を使用するにあたり台座を使用する場合は，不燃材を使用すること。 

       また，延焼防止の観点から隣接店舗と接する場合は，接する面への不燃材による仕切りを設けること。 

  （１０）電気容量について 

     ア 一店舗あたりの電気容量は主催者で定める容量（1500W）とし，追加が必要な場合は出店者が

用意する。 

  （１１）価格について 

     ア 出店届で届け出た商品以外の提供・販売ならびに以降の価格変更は認められない。ただし，消費税

率変更があった場合に伴う価格変更はこの限りでない。 

     イ 同一商品で金額差が発生しないよう，主催者で販売価格を調整させていただく場合がある。 
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     ウ 価格表示は税込みとする。 

     エ 価格設定は極力お釣りを必要としない設定にする。 

  （１２）出店活動 

     ア 調理行為は全て出店エリア内でキッチンカー，もしくはテントの中で行う。（再掲） 

     イ 宣伝，集客にあたり，拡声器，鳴り物等の使用は禁止とする。 

     ウ 隣接するブースへの迷惑行為（騒音，はみ出し等）は禁止とする。 

     エ 出店エリア以外での販売は一切禁止とする。 

     オ 基本設備に含まれない設備・食器・食材については出店者の費用負担とする。 

     カ 基本設備に含まれない設備等の搬入・設置・撤去については出店者が行う。（含 費用負担） 

     キ 混雑が予想される場合，出店者において購入待ちの列を整理する補助員を用意する。 

     ク 訪日外国人対応等，可能な限りキャッシュレスに努め，その際はワールドワイドパートナーのマスターカー

ドを使用できるようにする。 

   (１3）ゴミについて 

     ア 出店ブースで発生したゴミに関しては，出店者各自で持ち帰る。 

  （１4）その他 

     ア ブースの売り上げを所定様式により，提出する。 

     イ 来場想定を下回り，売り上げに影響を及ぼした場合においても主催者は営業補償を行わない。 

 13．注意事項 

  （１） 出店日時を厳守する。主催者発表の開始時刻前，終了時刻後の販売は禁止とする。 

  （２） 出店ブース内等，すべてのエリアにおいて禁煙とする。 

  （３） 主催者による事前の荷物受取は対応しない。 

  （４） 車両等による搬入出の際には主催者の指示に従い，安全に留意する。 
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  （５） 車両の路上駐車，無断駐車は一切行わないこと。 

  （６） 事故や苦情があった場合は，開催期間中，終了後に関わらず，速やかに主催者に報告する。 

 14．開催中止に関することについて 

  （１） 雨天決行，荒天中止を前提としており，雨天時でも開催を基本とする。 

  （２） 自然災害等やその他事案により開催が妨害された場合は，主催者の判断によって，中止することが

ある。 

  （３） 中止判断は次のとおり行う。 

    ア 開催前に判断する場合   

開催にあたり，開始２時間までに開催決定会議を開催する。 

    イ 開催中に中断・中止する場合 

      突風やゲリラ豪雨等，突然の悪天候に見舞われた場合には，主催者が判断し，急遽中断・中止す 

る場合がある。 

 15．主催者の免責について 

  （１） 次に掲げる事項により出店者に損害が生じた場合，主催者は一切の責任を負わない。 

    ア 出店を決定した後に辞退した場合。 

    イ 事前準備，確認，連絡，当日運営において，連絡が滞り対応できず出店が取りやめとなった場合 

    ウ 自然災害等の不可抗力により，主催者の判断でイベントの縮小，または中止をした場合 

    エ 主催者が不適当と判断した行為などがあり，出店を中止した場合。 

    オ 出店者の行為により事故などが発生した場合。 

    カ 出店者の提供情報に虚偽があり，何らかの係争，事故などが発生した場合。 

     キ 本概要の「アンブッシュマーケティングの防止」に規定する行為に抵触し，損害・訴訟等が発生した場 

合。 
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 16．食品取り扱いにおける注意事項 

    ア 食品を取り扱う者 

   （ア）嘔吐，下痢，腹痛等の症状のある人，及び出店日付近にこのような症状のあった人，発熱等体調

不良の人，手指に傷のある人は，食品販売に携わらない。 

   （イ）爪は短く切り，作業前，用便後は殺菌効果のある薬用せっけんで入念に手洗いをすること。 

   （ウ）清潔な衣類，帽子，履物を着用すること。 

   （エ）あらかじめ決められた人以外は調理販売に携わらないこと。 

    イ 食品の取扱い 

   （ア）前日に，提供する食品の前処理や調理は絶対に行わないこと。 

   （イ）調理は提供の直前に行い作り置きはしないこと。 

   （ウ）食品や原材料は鮮度および表示に注意して，できるだけ当日に購入すること。 

   （エ）食品は衛生的に保管し，冷蔵庫，クーラーボックス等を用いて低温保存すること。 

   （オ）生野菜等の加熱しない食品は提供しないこと。 

   （カ）加熱は十分に行い，半煮え，生焼きの食品は絶対に提供しないこと。 

   （キ）調理後，長時間経過した食品は提供しないこと。※目安：２時間 

   （ク）調理済みの食品残品を翌日提供することは，非常に危険なため絶対にしないこと。 

   （ケ）使用する水は，水道水または飲用に適する水であり，十分に供給できること。 

   （コ）廃棄物容器は十分な容量であって衛生的に処理できるものを備えること。 

    ウ 器具等の取扱い 

   （ア）まな板，ふきん等は十分に洗浄したのち，塩素剤等で消毒してから使用すること。 

   （イ）出店にかかる食器類はワンウェイプラスチック削減対策に配慮すること。 
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 エ その他 

   （ア）食中毒などの事故が発生した場合，速やかに主催者に報告すること。 

   （イ）出店責任者は衛生管理を徹底し，スタッフの接客態度や苦情の対応等について管理・指導すること。 

   （ウ）出店責任者は，食品に異常な色，におい，味等を感じたり，不審な食品等を発見したら，直ちに

提供を中止し，主催者と協議のうえ，多摩府中保健所または調布警察署への連絡を判断すること。 
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別紙・様式 
 

別紙１ 出店届兼出店同意書 

別紙２ 出店希望日届 

様式１ 行事における臨時出店届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


