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平成３０年１０月吉日 

各 位 

新発田商工会議所青年部 

会長 鈴木 健太郎 

 

 

「第十五回城下町しばた全国雑煮合戦」出店のご案内 

 

謹啓 秋涼の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、新発田商工会議所青年部では来る平成３１年１月１３日(日)「雑煮のまち新発田」

の実現を目標に、「第十五回城下町しばた全国雑煮合戦」を開催いたします。この事業は

町おこし事業として平成１６年に始められ今回で１５回目の開催となりました。ここ数年では

約２万人の来場者に恵まれ、新発田市民はもとより市外、県外の来場者も少しずつ増えて

きております。 

今回も「第十三回」以降開催しております”新発田市庁舎札の辻広場”を会場といたしま

す。新発田市の新しい顔として定着した札の辻広場を中心としたエリアに県内外から多く

の来場者を集客し、まちのにぎわいに一層寄与いたします。 

また当日は、全国各地にまつわる伝統雑煮や、味や見た目に創意工夫を凝らしたオリ

ジナルの創作雑煮を出店していただきたいと思います。同時に味・店の雰囲気作り・独自

性など審査を行い、優勝した作品には「日本一の雑煮＝征夷大将軍」の称号を授与いた

します。更に賞金や副賞も用意しております。 

つきましては、趣旨賛同の上、何卒ご出店いただきますよう宜しくお願いいたします。 

謹白 

 

 

 

 

 
 

【お問合せ先・お申込み先】 

新発田商工会議所青年部 事務局 高橋                               

TEL 0254-22-2757 

FAX 0254-23-5885 

Mail  yeg@shibata-cci.or.jp 

H P  http://www.zonigassen.com 

      http://www.facebook.com/zonigassen 



     - 2 - 

 

※必ずお読みください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申込みはＦＡＸまたはメールでお願いします。 

 お電話でのお申込みはできませんのでご注意ください。 

《締切り厳守のお願い》 
※ 出店申込書並びに検便検査結果は、添付の出店申込書にご記入の上、関係

書類と併せて１０月２６日（金）必着でご送付くださいますようお願いい

たします。 

※ 応募多数の場合は先着順となります。お早目のお申し込みをお願いいたし

ます。 

※ 上記の締切り期日に間に合わない場合、出店されるお店の店舗名、PR 文

が配布されるパンフレットに記載されない場合がございます。必ず締切り

期日までに出店申込をお願いいたします。 

《ルール厳守のお願い》 
※ 合戦ルール及び注意事項は、この合戦にあたっての最低限のお約束事にな

ります。 

出店される皆様はもとより、来場されるお客様が安全に楽しんで気持ちよ

くお帰りいただけるよう、ご協力をお願いいたします。 

※ もし、ご協力をいただけない場合、残念ではございますが、当日の合戦か

らの即時撤退（出店料は返金いたしません）、並びに今後の出店を見送ら

せていただく場合がございます。予めご了承ください。 
 

《保健所より指導を受けました》 
※ 検便検査の提出書類の突合せ調査を行っております。 

「出店にかかわる全員（調理・販売・盛付け・提供・仕入担当など）の名

簿」、「検便成績書（検便の結果）」、「調理・製造・販売及び仕入状況」を

締切り期日までに必ずご提出ください。 

※ ご提出いただけない場合、残念ではございますが、出店をお断りさせていただ

きます。 
 

《消防本部より指導を受けました》 
※ 火災予防条例の改正により、消火器（業務用）の設置が義務化されました。 

消火器がない場合は出店できませんのでご注意ください。当日、消防本部

の確認がございます。 

※ 消火器のご用意ができない場合は、主催者側で用意いたします。（別途料

金をいただきます） 
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第十五回 

 
 

 

 

出店要項 
 

 

 

平成 3１年１月 13 日（日） 

http://www.zonigassen.com 

http://www.facebook.com/zonigassen 
 

新発田商工会議所青年部 

 

申込期限：１０月２６日（金）まで 
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出店要項 

1. 開催日時 平成 3１年１月１３日（日） 10：00～15：00（予定） 

2. 開催場所 新発田市庁舎(ヨリネス新発田)及び地域交流センター駐車場  

      中央町交差点～石川小路交差点 

3. 基本出店料 40,000 円／１店舗…450 食分のもち・容器・箸 

（ガス使用料・マスク代を含む。） 

4. 販売価格 設定いたしません。 

5. 出店小間（1 ブース） 間口 2.7m×奥行き 3.6m（2 間×3 間テントの半分） 

6. 設備関係 「主催者が用意する設備」の項をご参照ください。 

それ以外は各自でご準備願います。 

7. 調理用品、食材（もち以外）は各出店者がご用意ください。 

8. その他  搬入：当日 7：30～9：00（予定）まで 

     搬出：当日 15：30（予定）～16：30 まで 

    運搬車両の駐車場所については、後日郵送にてご連絡いたします。 

合戦ルール 

1. 雑煮については伝統・創作を問わずもちの入った椀物であれば可とします。 

2. 主催者が栽培した越後新発田産最高級もち米「こがねもち」で作ったもち

を各陣営に対し配布いたします。但し、形状は四角とし（今回は全て角も

ちとし、基本的に丸もちのご用意はいたしませんが、創作雑煮以外の郷土

の雑煮として丸餅を使用する場合はご連絡ください）、餡入り、豆入り等

特別なものを使用する際は各自でご負担ください。また、その他の食材に

ついては事前にご用意ください。 

3. 販売価格は主催者側では設定いたしません。 

4. 雑煮にはもちを必ず１個分入れることとします。 

5. 基本設備として１ブースにガスコンロ２基、もち焼き機は１テント（２店

舗）で１台（共同使用）を主催者がご用意いたします。 

但し、上記以外の鍋・包丁・まな板等の調理用品については、食材同様各

出店者がご用意ください。 

6. 県外出店者に限り、合戦前日及び当日のみ調理施設をご用意いたします。 

(※事前申し込みが必要です) 

7. 当日は雑煮を主とした合戦（コンテスト）を実施いたします。 

尚、合戦（コンテスト）審査方法等、詳細につきましては後日郵送にて連

絡いたします。 

8. 当日の調理・販売スタッフは各店で確保してください。 
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禁止事項 

・ 開催時間中における会場内でのあらゆる宗教的活動及び政治的活動は厳禁

といたします。また、それらと混同及び誤解される様な活動が確認され、

主催者が適切でないと判断した場合、その時点で販売を中止させていただ

きます。 

・ 雑煮以外の商品を販売された場合、販売中止もしくは、お店を撤去させて

いただく場合がございます。 

・ 雑煮の移動販売は禁止です。販売は必ず店舗内で行ってください。 

１月１３日（日）タイムスケジュール（予定） 

時刻 内容 

07:30 会場セッティング完了 

07:30 受付開始 

搬入開始(会場内車両進入禁止) 

09:00 搬入完了(指定) 

09:15 出店者全体ミーティング 

09:30 オープニングセレモニー 

09:50 開場 

10:00 販売開始 

10:15 雑煮審査開始 

15:00 販売終了 

閉会式・審査結果発表・表彰式 

15:30 撤収開始(会場内車両進入禁止) 

16:30 撤収完了 
 

出店者駐車場 

運搬車両の駐車場所については、後日郵送にてご連絡いたします。 

主催者からの配布物（参加出店料に含まれるもの） 

1. 雑煮合戦用のもち  450 個 

もち寸法 角もち   約 63mm×39mm×14mm(50g) 

     丸もち   直径 50mm(33g)※使用制限あり 

もち形状 角形状：十文字に切れ目入 

2. 容器    450 個（直径 140 ㎜×高さ 50 ㎜） 

                        ※審査用は、別途ご用意いたします。 

3. 割り箸    450 膳  

※残った割り箸、容器は回収させていただきます。ご協力をお願いいたしま

す。(返金はご容赦ください) 
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主催者が用意する設備 

1. テント半張分（巾 2700mm 奥行 3600mm・後ろ幕あり） 

2. ブーステーブル 2 台（1 台の大きさ 1800mm×900mm） 

3. イス 2 脚 

4. マスク 5 枚・手袋 10 枚 

5. ガスコンロ 2 台（3 連 2 台） 

6. プロパンガスボンベ 1 本（ボンベの持ち込みは不可） 

7. もち焼用焼台＋プロパンガスボンベ（2 店舗に 1 台） 

※大きさが異なる場合があります。予めご了承ください。 

8. 風除け 2 枚（ガスコンロ用） 

9. 手洗い用シンク（会場内に 3 ヶ所） 

10. 出店看板（店名・地域名） 

※物販品名・販売価格等を掲示される場合は各店舗でご用意ください。 

  
 

出店料（税込価格） 

1. 出店料（ガス使用料・マスク代を含む。）      

オプション(税込価格) 

1. 雑煮合戦用もち・容器・割り箸、各 50 1 セット       3,000 円 

2. ガスコンロ 1 台        5,940 円 

3. プロパンガスボンベ 1 本      5,000 円 

4. 発電機 15A 100V まで       5,000 円 

5. 消火器（業務用）       6,500 円 

※オプションの申込の最終期限：12 月 20 日(木) 

 

雑煮コンテスト 

コンテストを行い、征夷大将軍に輝いた出店者には主催者から副賞として賞

金 10 万円を贈呈いたします。また、2 位の出店者には 5 万円、3 位の出店者

には 3 万円を贈呈いたします。（審査用に雑煮の提供をお願いいたします。） 

 

審査用の容器・もちは、別途ご用意いたします。 

※審査方法により変更の場合がございます。 

40,000 円 
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※必ずお読みください！！ 

注意事項 

1. 新発田保健所からの指導の結果、食品衛生上の問題・ノロウィルスなどの

食中毒対策として当日の調理及び販売スタッフには、必ずマスク・手袋の

着用をお願いいたします。尚、不足の場合は、各自でご用意下さいますよ

うお願いします。 

2. 当日の天候により、やむをえず主催者が中止を判断する場合がございます。

その場合、出店料は返金できませんので、予めご了承願います。 

また、中止に伴う出店者の不便、費用、その他個人的・団体関係の損害に

ついて主催者は一切責任を負いませんので、予めご了承願います。 

3. 搬入出時、車輌の会場内通路は一方通行です。荷物の積み下ろしの際は他

の車両の妨げにならないよう停車してください。 

尚、会場内・駐車場における事故について、主催者は一切責任を負いませ

んので、予めご了承願います。 

4. 車両より荷物を下ろした後、必ず本部テントにて受付を行ってください。 

認定証は受付の際お渡しいたします。（販売中、見えやすい場所に掲示を

お願いいたします。） 

また、当日使用する容器・もち・箸は各ブースに、ご用意します。マスク・

手袋については、受付時にお渡しいたします。 

5. 会場周辺の道路は駐停車禁止です。周辺に車を移動して搬出する等の行為

は厳禁です。 

当日販売時間中、会場内は全て駐車禁止及び進入禁止といたします。搬入

作業後速やかに車輌を移動してください。また同様に、合戦終了前に完売

されました出店者は、車を場内に入れての搬出（撤収運び出し）は、合戦

が終了し、最終の無料シャトルバスが出発した後、主催者からの指示があ

るまで車輌の進入をご遠慮ください。 

会場内の車両用通路が封鎖される前に車両を場内から撤去してください。

時間厳守(9：00 までに完全に撤去)でお願いいたします。 

6. 出店者車両は駐車車両許可証を提示してください。 

駐車車両許可証については、年内に郵送いたします。 

当日は、事故の無いよう十分ご注意ください。 

7. 当日は主催者が用意する容器を使用していただきます。 

この容器は会場内に設置するリサイクルステーションで回収いたします。 

徹底した分別を実施してまいりますので、ご協力くださいますようお願い

いたします。 

8. つり銭は各自ご用意ください。 
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9. 当日会場では調理器具等の洗浄はできません。 

また残った食品についても捨てる場所がありませんので必ず持ち帰りい

ただくようお願いいたします。 

尚、各店で出されたゴミについても同様に持ち帰りをお願いいたします。 

お帰りの際には、各店舗の周りに落ちているゴミなど、綺麗にしてから

お帰りいただきますように、ご協力をお願いいたします。 

10. 主催者が準備いたしました備品類について、破損・紛失をされた場合、

別途補修費を頂戴させていただきます。 

11. 「残り食数５０食」・「売り切れ」の紙を各店舗、残り食数になりましたら

テント前に掲示をお願いいたします。（用紙は主催者が用意いたします） 

尚、完売しましたら本部までご報告をお願いいたします。 

12. 他出店者に迷惑のかかる振る舞い等についてはご遠慮願います。 

13. 出店場所の配置については、厳正な抽選により位置を決めております。 

位置の希望にはお応えすることはできませんので、予めご了承ください。 

 

 
 

 
 

以上 
 

 

 

《消防本部より指導を受けました》 
※ 火災予防条例の改正により、消火器（業務用）の設置が義務化されました。 

消火器がない場合は出店できませんのでご注意ください。当日、消防本部

の確認がございます。 

※ 消火器のご用意ができない場合は、主催者側で用意いたします。（別途料金

をいただきます。） 
 

《保健所より指導を受けました》 
 

※ 検便検査の提出書類の突合せ調査を行っております。 

１．「出店にかかわる全員（調理・販売・盛付け・提供・仕入担  

当など）の名簿」 

２．「検便成績書（検便の結果）」 

３．「調理・製造・販売及び仕入状況」 

を締切り期日までに必ずご提出ください。 
※ ご提出いただけない場合、残念ではございますが、出店をお断り

させていただきます。 
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各提出書類 締切一覧 

 

１．出店申込書 … 平成 30年 10月 26 日（金） 

 

２．保健所提出書類 

   1)食材仕入状況表 

   2)出店者名簿 

   3)調理従事者の検便検査結果 

        … 平成 30年 11月 22 日（木） 

 

※ オプション申込最終期限 

        … 平成 30年 12月 20 日（木） 


