
 
 

 

 

 

 

 

 

自然栽培フェア2020 

「出店の手引き」 

 

 

 

 

 

 2020年10月24日（土）～25日（日） 

各日10〜16時開催 

 
 

第2版 9/6策定 

 

 

 

 

                    主催：NPO法人 オーガニック事業協会 

 

          

 

 

 



【開催概要】  
 名   称 第８回自然栽培フェア2020 

 会   期 10月24日（土）～25日（日） 各日10～16時 少雨決行 荒天中止 

 会    場 中野セントラルパーク パークアベニュー http://www.nakano-centralpark.jp/ 

 入 場 料 無料 

 2019来場者 25,000人（2日間合計） 

 2019出店数 合計60店（うちキッチンカー6台前後） 

 主    催 NPO法人 オーガニック事業協会 

 後    援 （過去の後援実績）中野区、野口種苗研究所、木村興農社、中洞牧場 

 

 

【開催主旨】 
 
  2013年から開催しております「自然栽培フェア」本年で 8年目を迎えるに至りました。 

皆様のご支援ご協力が基にあってのことであり、心より感謝申し上げます。 

 

本年は新型コロナの影響を鑑み、開催について、また時期等について主催オーガニック事業協

会（OJK）では何度となく議論を重ねてまいりました。そして 6 月上旬に開催した最終会議におきま

して、「開催」を決定いたしました。 

 

無肥料自然栽培にご縁を頂いた私たちは、このような時にこそ、わが国民に対し、世界に対し大

いに啓発し、自己の気づきから他への発信を行うことが重要ではないか。そもそもこの新型コロナ

に関しては様々な憶測が飛び交う中、マスコミに左右されない統計をつぶさに見たときには ―例

えば季節性インフルエンザの致死率 0.07％、新型コロナの致死率 0.08％― 真実を見極めていく

自立心の向上が必要であり、また国民が不安に思っている中でどのようにその真実と健康や幸福

を伝えていけるのか、そしてその中で経済的に成り立たせていくのかという事を、あらゆる業種の

中でも先端的に問われているように感じます。 

 

しかしながら様々な考え方があるかと思いますので、ご出店について、ご無理されないようにと

いう事と、募集は開始いたしますが、開催直前の社会状況が全く読めないこともあり中止せざるを

得ない状況がないとはいえない中、出店料のお支払いは 10月からとさせていただき開催へと向か

って参ります。 

 

本年もどうぞ皆様のお力にて多くの出会いと繋がりそして来場される方のマインドの変化、幸福

への誘いができますことを祈念して、OJKスタッフ一同準備を進めて参ります。 

ありがとうございます。 

 

 

 

NPOオーガニック事業協会 代表理事 松浦智紀 

 

 

 

about:blank


１ 会場ロケーション・スケジュール・搬入搬出方法 
   

   

  中野セントラルパーク パークアベニュー http://www.nakano-centralpark.jp/ 

 
  【アクセス情報】 
   ■電車でお越しのお客様 

   JR中央線 、JR総武線、東京メトロ東西線「中野」駅より徒歩5分 

   ■駐車場 利用可能時間 7:00〜23:30  

   一般ご利用料金 30分／200円 最大料金 24時間毎1,400円（2019年12月現在） 

   収容台数 サウス：138台、イースト：76台 ※クレジットカード使用可能※Suica・ 

   PASMO使用可能  
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 【開催場所イメージ】  同会場スペース 
 過去の開催風景 

 

  
 

 
 

 
 

 

●昨年来場者 25,000人（2日間） 

 ※新型コロナウイルス感染予防のため、本年は、来場者制限をする場合があります。 

●出店枠 60まで（キッチンカーも含む） 

●募集〆切 2020年9月30日 

 

【新型コロナウイルス感染予防対策】 東京都のガイドラインに準拠し、以下を開催前、開催時に行います。 

 熱等の症状がある人に参加を控えるよう要請（事前告知が望ましい。） 

 エチケットの徹底や、頻繁な手洗いなどの周知。あわせて正しい手洗い方法の普及啓発 

 アルコール消毒液を会場入口や会場内の複数個所に設置し、確実に実施 

 相互接触の機会を減らす、対面での会話機会を極力減らすなどの取組み 



２ 出店スペースと費用について 
 
■出店費用 

 

１）農産物・生産者（物販・ワークショップ） ：1日 9,000円  ／ 2日間 16,000円 （税込） 

   ２）加工・販売業者（物販・ワークショップ） ：1日 12,000円 ／ 2日間 20,000円 （税込） 

   ３）キッチンカー ：1日 15,000円 ／ 2日間 25,000円 （税込） 

     ※油汚れ防止の為シート等をご用意願います。振込手数料は出店者様でご負担願います。 

 
■出店スペース ２ｍ×２ｍ （キッチンカーは1台分）  

 パラソル（下記画像）が費用に含まれます。生産者・物販・ワークショップの方は、丸テーブル（60cm）は有償

（2,000円/個）でお貸出しします。椅子はございません。 
商品の安定展示にベニヤ板（1800×600×10㎜）の用意を推奨しています（丸テーブルに渡し展示し易くする為） 

 

 
■ごみについて運営ルール【重要】 

 
本年の開催趣旨に従い、ごみは各出店者様で持ち帰りをお願いします。 

飲食等をご提供される方は、必ずごみ箱をお店に設置いただき、お客様ご購入後のごみも持ち帰りをお願 

いします。 

 

遠方の方等、どうしてもごみを持ち帰りできない方はイベント事務局にてごみを有償回収させていただきます 

（1,500円/日・当日現金精算・会場での回収を依頼するにあたってイベント管理会社への支払いが発生するため

です。おそれ入りますがご了承ください） 

 

 駐車場は、本施設内にございます。有料（1日1400円：2019年12月現在）となります。 

 なお、売上歩合の出店料はいただきません。費用に関しては以上がすべてになります。 
 

■新型コロナウイルス感染予防のため、各出店者様ごとにも消毒液１つ＆各自マスクを用意お願いします。 

 

■持込が必要な備品 

●販売什器 ●のぼり(自立型） ●パネル(自立型） ●ごみ袋 ●販売用包装材 ●テーブルクロス ●つり銭 

●領収書 ●消毒液１つ（コロナ対策のため） ●マスク（出店人数分）（コロナ対策のため） 等  

 
■什器、電源、水源について 

１）什器持込は可能です。電磁調理器は可能。（保健所への届出必須） 

２）電源は、１００Vがございます。（電源使用の場合は、電源 1口につき 2,000円、当日現金精算） 

３）イベント用の電源持ち込みや音の大きい物や火器の持ち込みは、必ず書面にて事前申告ください。 

審査があります。 

４）水源は、ございません。各出店者様ご持参ください。（トイレはございますが、給水は不可です。） 

５）コードリールが必要です 



３ 出店基準 
 

①全国の無肥料自然栽培生産者 開催趣旨に賛同するオーガニック生産者、エコ生産者 

②無添加の加工食品を製造・販売している業者さま（自然栽培農産物、オーガニック農産物を 

                                 一部または全部使用） 

③無添加（自然栽培農産物、オーガニック農産物を一部または全部使用）のフードを提供している 

 ケータリングカー及び屋台営業をしている方 

④自然派雑貨やサービスを扱う業者さま 

・自然派化粧品、マッサージ、アロマテラピー等の美容系サービス業 

・リサイクル、リユース等の商品を扱う皆さま 

・てづくり雑貨、アート作品を制作している方 

⑤その他、環境系 NPOなど。 

 

お申込み後、主催者で審査をさせていただきます。 

 

 

 

「自然栽培農産物」の定義   

 

化学的に合成された農薬ならびに化学肥料を使用せず、さらに有機肥料であっても施肥目的では

施用しない栽培方法により、永続栽培することを主眼とした農地にて栽培された農産物を「自然栽

培農産物」といたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本フェアは、自然栽培の普及を目的として、全国の生産者様はじめ関係者様の発展を願って企画運営しており、 

主催者は一切の利益を出さず、ボランティアで運営しております。 

皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 



４ 申込方法  
 

■申込締切：  9/30（水）申込書、メール必着 

  

①添付申込書にご記入の上、FAXまた書類添付にて提出をお願いいたします。 

 

 ｢申込書の提出先｣ 

FAX：049-264-1914 又はメール：info@organic-jk.org 
NPO法人オーガニック事業協会 〒356-0052 埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27 

埼玉本部 サン・スマイル  宛 （担当松浦携帯090-8891-8212/日向携帯090-9973-9118） 
 

②フォーム受信後、事務局より受付完了のメールをお送りいたします。これで申込受付は完了です。 

 

③試食、試飲、飲食販売、加工食品、キッチンカーの方 

9/30までに、「行事における臨時出店届」の６ 取扱食品及び取扱方法への記載と提出をお願いします。 

 

④コロナによる開催中止も考えられるため、ご入金は10/15以降、下記口座どちらかに費用をお振込みくだ

さい。（振込手数料はご負担ください）※振込時、団体名・代表者名のどちらかを必ずご記入ください。 

 

【振込口座名】 ジャパンネット銀行 ビジネス営業部〔店番：００５〕 

普通預金：２５２２２６１ 

口座名（漢字）：特定非営利活動法人オーガニック事業協会自然栽培フェア事業部  

口座名（カナ）：トクヒ）オーガニツクジギヨウキヨウカイシゼンサイバイフェアジギョウブ 

 

 

【振込口座名】 みずほ銀行 芝支店（シバシテン）〔店番：０５４〕 

普通預金：４３５７９２１ 

口座名（漢字）：オーガニック事業協会  

口座名（カナ）：オーガニツクジギヨウキヨウカイ 

 

 

⑤入金確認後、事務局より「受領済みメール」をお送りします。 

事務局で出店料の受領確認が出来次第「受領済みメール」をお送りします。これで出店手続きは完了です。 

 

 

  ｢各種許可証の郵送先｣ 

 FAX：049-264-1914 又はメール：info@organic-jk.org 
NPO法人オーガニック事業協会 〒356-0052 埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27 

埼玉本部 サン・スマイル  宛 （担当松浦携帯090-8891-8212/日向携帯090-9973-9118） 
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５ その他ルール 
 

１） 『小間位置の決定』 

小間位置は申込先着順、小間数、販売品目などを考慮して、主催者が決定します。 

また実行委員会は入場者の安全対策上、または会場構成のために小間割図面を変更し小間の再配置を

する権利を有します。その際、出店者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。 

 

２） 『出店物の管理と免責』 

主催者は、出店物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、天

災、その他正当な不可抗力原因により生ずる出店者の損失又は損害（盗難、紛失、火災、損傷等）につい

て責任を負わないものとします。 

 

３） 『会場内及び駐車場での車両の管理・事故等の補償』」 

主催者は、会場内及び駐車場での車両の管理・事故等の対処・処理及び補償は一切責任を負わないもの

とします。入場時および退場時のみ、担当者が立ち会いますが、これも管理・事故等の対処・処理及び補償

をするものではありません。 

 

４） 『損害賠償』 
主催者は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備又は会場内の建造物もしくは人

身等に対する一切の損害に付いて責任を負わないものとします。 

 

５） 『イベントの中止』 
主催者は、イベントが開催される会場が開催に不適切となった場合、または天候不順等、正当な不可抗力

原因により開催が妨害された場合は、自身の判断によって開催を中止することがあります。また、主催者及

び実行委員会は、この場合の払い戻しには応じないものとし、その他不利な事態についても責任を負わな

いものとします。（10/20頃に開催の可否を判断します。その際、中止と判断した場合には、諸経費を除き、

払い戻しをいたします） 

 

６） 『規定の遵守』 
出店者は、主催者及び実行委員会が定める一連の出店規定について、これを遵守することに同意するも

のとします。更に、出店者は主催者及び実行委員会の定める全ての規定の実行に協力するものとします。 

 
 

 

7） 『会場のルール』 
 

次の事項を順守いただけますようお願いします。万が一、要項を順守していない出店者様には、販売中止、出店

差し止めを行う場合がございます。 

 

①会場周辺の非常口、非難導線を確保すること。 

②会場に危険物・裸火の持込は行わないこと。 

③会場内は禁煙となります。 

④販売に際し、諸官庁の法規を順守し、必要な届出は必ず行うこと。 

⑤使用エリア以外での販売・勧誘は禁止します。 

⑥許可なく発電機等の持ち込みは禁止します。 

⑦新型コロナウイルス感染予防のため、出店者様ごとにも消毒液と、出店人数分のマスクを用意ください。 

 

 



〔重要〕農産物・加工食品・飲料を出品する方、試飲をされる参加者の皆様へ 
 

自然栽培フェアでは、中野区保健所の指導のもと、農産物・加工食品・飲料の販売、および、試食・試飲につい

て、以下の基準を設けます。なお、販売品、試飲などで起きた事故につきましては、事務局は責任を負いかねま

す。各出店者さまの管理・責任のもとに出品いただきますよう重ねてお願いいたします。「農産物・加工食品・飲

料を出店される方」、すべての商品について「試食・試飲をされる方」が対象です。 

 

■農産物・加工食品・飲料を販売、もしくは試飲される参加者のみなさまへ 

 

①別紙「行事における臨時出店届」の６ 取扱食品及び取扱方法への記載と提出（9/30提出〆切） 

 

 ※飲食店形態の当日の食事提供について 

キッチンカーは、仕込み・調理を可能とする。ブース内での包丁・まな板の使用は原則禁止です。 

 

②各種許可証のコピーの提出 

  各種許可証（飲食店営業許可証、菓子製造許可証、味噌製造許可証等）のコピーの提出をお願いします。 

 

  ③当日、食品表示が義務付けされているものは、必ず販売品へ、ラベル表示をお願いします。 

   ＊詳しくは製造場所管轄の保健所にお問い合わせください。 

   □ 品名 

   □ 原材料 

   □ 賞味期限 

   □ 製造者（所在地、連絡先） 

   □ 販売者（所在地、連絡先） 

   □ アレルギーに関する表示 

     ＊必ず表示しなければならない5品目⇒卵・乳・小麦・そば・落花生 

     ＊表示が勧められている20品目⇒あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キウイフルーツ・牛肉・ 

      くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン  

 

  ④酒類販売をされる方 

    中野税務署への「期限付酒類小売業免許届出」は各出展者の責任で行ってください。 

    開催 10日前までの届出が義務付けられています（2020年 4月現在） 

 

■試食・試飲を予定される出店者のみなさまへ 

 

  ※新型コロナウイルス感染予防のため、本年 試食は禁止とします。 

  密閉容器からその場で開封した液体のみの飲料（ジュースやお茶類）の販売・試飲はそのままOK。  

試飲用食器の保管用容器・蓋付きのゴミ箱 

    試飲用の食器はダンボールやビニール袋ではなく、ゴミなどの付きにくい蓋付きの容器に保管して 

    ください。また、蓋付きのゴミ箱もご用意ください。 

 

 

７ お問合せ 
その他 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。 

 

NPO法人オーガニック事業協会 埼玉本部 サン・スマイル 宛 
FAX：049-264-1914 又はメール：info@organic-jk.org 〒356-0052 埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27 

（担当松浦 携帯090-8891-8212 / 日向携帯090-9973-9118） 
携帯電話がつながらない場合には、留守番電話に伝言を残していただけたら幸いです。 
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