
燃ゆる感動かごしま国体競技別リハーサル大会鹿児島市売店出店者募集要項 

―セーリング・卓球・ライフル射撃（50m、10m・AP、BR・BP）、ボウリング― 

 

１ 趣旨 

本市で開催する第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」競技別リ

ハーサル大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者

並びに一般観覧者の便宜を図るとともに、本市の特産品等の紹介及び販売を促

進するため、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会（以

下「実行委員会」という。）が設置する売店の出店者を募集します。 

 

２ 設置場所及び期間等 

売店の設置場所、設置期間等は次表のとおりとし、設置期間中の途中開設及

び閉店は原則認めません。 

 

 

３ 開設時間 

開設時間は、原則として競技開始１時間前から競技終了後３０分までとしま

す。ただし、実行委員会は、必要に応じて開設時間を変更できるものとします。 

 

４ 出店位置及び規模 

出店位置は、実行委員会が決定し、出店規模は、１店舗あたり約２０㎡とし

ます。ただし、実行委員会は、出店状況等を勘案し必要に応じてこれを変更で

きるものとします。 

募集
番号

競技名 大会名 設置場所 設置期間
競技開始予

定時間
競技終了予

定時間
参加選手・監督数 募集数

9月14日（土） 9:30 16:00

9月15日（日） 9:30 16:10

9月16日（月） 9:30 14:00

10月18日（金） 11:00 18:00

10月19日（土） 9:00 15:30

10月20日（日） 9:00 15:00

10月25日（金） 9:00 17:05

10月26日（土） 9:00 15:10

10月27日（日） 9:00 15:10

10月25日（金） 9:00 18:05

10月26日（土） 9:00 12:55

10月27日（日） 9:00 13:10

11月1日（金） 15:30 20:00

11月2日（土） 7:30 22:00

11月3日（日） 8:30 20:10

11月4日（月） 8:30 13:10

① セーリング
高松宮妃記念杯第６５回全日本実業団ヨット選手権大会

第２１回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会

２０１９年全日本セーリング選手権大会

鹿児島市平川特設
セーリング会場

10約1,140人

5② 卓球 ２０１９年全日本卓球選手権大会（団体の部） 松元平野岡体育館 約430人

2

④
ライフル射撃
（ＢＲ・ＢＰ）

２０１９年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 ハートピアかごしま 約230人 2

③ ライフル射撃
（５０ｍ、１０ｍ・ＡＰ）

２０１９年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会
鹿児島県
ライフル射撃場

約1,020人

3⑤ ボウリング
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第４８回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会 サンライトゾーン 約1,080人



５ 運営設備等 

出店に伴う設備等のうち、次に掲げるものについては実行委員会が準備しま

す。その他必要な設備等（発電機、給排水設備等）については、出店者が準備

するものとしますが、実行委員会が運営上必要と認める場合は、実行委員会が

準備するものとします。 

なお、実行委員会の許可を受けて対象火気器具等又は燃料等危険物を使用す

る出店者にあっては、ブース内に必ず消火器を設置してください。 

(1) テント（２間×３間）１張（横幕を含む。） 

(2) 長机６台 

(3) 椅子４脚 

 

６ 出店料 

 (1) １店舗あたりの出店料は、次のとおりとします。ただし、出店料とは別

に売店の開設にかかる会場使用料が発生する施設がありますので、その場

合、出店者は、別途実行委員会にその費用を支払うものとします。 

  ア 鹿児島市内に本店、支店又は営業所等を有する者：1日あたり 3,000 円 

イ 上記以外                  ：1日あたり 6,000 円 

(2) 前号の規定に関わらず、次のいずれかに該当するものについては、出店 

料を免除することができます。この場合、出店料の免除を受けようとする 

方は、売店出店料免除申請書（様式第７号）を提出し、実行委員会の承認 

を得てください。 

ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法 

律（平成 24年法律第 50 号）に規定する障害者就労施設等 

イ 国又は地方公共団体 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、実行委員会において特に認めるもの 

 

７ 販売品目 

売店における販売品目は、次に掲げるものとします。 

(1) スポーツ用品 

(2) 国体記念グッズ 

国民体育大会標章又は燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会のマスコッ 

トキャラクター「ぐりぶーファミリー」を使用した商品で、それぞれ公益 

財団法人日本スポーツ協会又は燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実 

行委員会の使用承認を得ているもの。 

(3) 郷土物産品 

(4) 飲食物（アルコール飲料を除く。） 



ア 製造加工品 

食品衛生関係法令に規定する営業許可施設等において製造・加工され 

たもので、容器包装等により衛生的な措置がとられ、かつ、法令等の規 

定に基づく適正な表示がなされているもの。 

イ 現地調理品 

簡易な調理、加工をされたもので、営業許可施設等において仕込みを 

されたものを使用し、提供直前に加熱調理する食品や飲料、市販の飲料、 

かき氷等に限る。 

(5) 宅配便 

(6) その他実行委員会が特に必要と認めたもの 

 

８ 出店者条件 

売店の出店者は、(1)の条件のいずれかに該当し、かつ(2)の条件をいずれも

満たす者とします。 

(1) 次の条件のいずれかに該当する者 

ア 申請時に 1年以上、市内に店舗を有して営業を継続していること。 

イ 競技団体の推薦があり、実行委員会が必要と認めた者。 

ウ 第７０回国民体育大会以降の国体、競技別リハーサル大会に出店実績 

がある者 

  エ その他実行委員会が認めた者 

(2) 次の条件をいずれも満たす者 

ア 各競技開催期間中、本要項で定める開設時間を遵守し、継続して出店 

すること。 

イ 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又 

は登録を受けていること。 

ウ 当該出店業務に関する法令等に違反して、過去１年間に営業停止等、重 

大な処分を受けていないこと。 

エ 飲食物販売の出店者については、過去３年間に食中毒発生等による行 

政処分を受けていないこと。 

オ 調理従事者については、出店前1月以内に検便検査を実施し、その結果 

を実行委員会まで提出できること。当該検査項目は、赤痢菌、チフス菌、 

パラチフスＡ菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌とする。なお、検便に 

かかる費用は、出店者の負担とする。 

カ 申請書の提出時点において、市税（鹿児島市が賦課徴収するものに限 

る。）、法人税（個人の場合は所得税）並びに消費税及び地方消費税の滞 

納がないこと。 



キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

７号）第２条第２号に掲げる暴力団及び同条第６号に掲げる暴力団員並 

びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 

９ 出店申請 

出店希望者は、実行委員会が定める期日までに、次に掲げる書類を添付し 

たうえで、売店出店申請書（様式第１号）を実行委員会に持参または郵送で 

提出してください。なお、(5)については、該当する場合のみ提出してくださ 

い。また、当該出店申請書は、出店を希望する会場ごとに提出してください。 

ただし、申請書を複数同時に提出する場合に限り添付書類(4)及び(5)は各 1 

通のみで構いません。 

(1) 売店出店概要書（様式第２号） 

(2) 売店従事者、搬入車両予定表及び持込み備品調書（様式第３号） 

(3) 誓約書兼承諾書（様式第４号） 

(4) 売店責任者及び従事者の本人確認書類 

（運転免許証、パスポートの写しなど、顔写真のある公的機関が発行し 

たもの） 

(5) 営業に関する保健所の営業許可証又は届出済証の写し  

(6) 鹿児島市税の納税（完納）証明書 ※写し可 

 （申請日以前 3ヶ月以内の日付のもので、課税されている全税目「市民税、 

固定資産税等」が記載されているもの） 

(7) 消費税及び地方消費税、法人税（個人の場合は所得税）に未納の税額が 

ないことの証明書 ※写し可 

（納税証明書その３の３（個人の場合は納税証明書その３の２）） 

 

10 出店者の選定 

実行委員会は、前項に規定する申請があったときは、本要項に基づき、適 

当であると認めた者を出店者として選定します。ただし、申請者が、次のい 

ずれかに該当するときは、実行委員会は当該申請をした者を優先して出店者 

として選定し、これによることができない場合は、実行委員会において厳正な

る抽選により選定します。 

(1) 売店の販売品目に係る業種別協議会、連合会、協同組合等の団体 

(2) 障害者就労施設等 

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、実行委員会が適当と認めた者 

 

 

 



11 受付期間 

(1) 受付期間  

令和元年７月２５日（木）から８月７日（水）まで（土曜日及び日曜日 

を除く。） ※郵送の場合は受付期間内に必着とします。 

(2) 受付時間  

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（正午から午後１時までの時間を除く。）  

 

12 提出及び問合せ先  

  〒892-8677 鹿児島市山下町 11番 1号（鹿児島市役所 西別館 2階）  

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会事務局 

（観光交流局国体推進部国体総務課内） 

TEL:099-808-2478 FAX：099-808-0083 

 

13 その他 

(1) 競技会場では斡旋弁当を利用する大会関係者がいるほか、休憩所では一般

観覧者も利用できる無料ドリンクコーナーが設置されます。また、セーリン

グ、卓球、ライフル射撃（10m・AP）、ボウリングの競技会場では、数量限定

のふるまい料理が提供されます。 

(2) 売店従事者、搬入車両予定表及び持込み備品調書（様式第３号）に従い、 

１出店者につき１台の駐車許可証を交付します。ただし、会場によっては 

駐車場は遠方になる場合がありますので、御了承ください。 

(3) 出店者が決定後、出店者説明会を実施します。日程については、後日、 

お知らせします。 

(4) 提出された書類に含まれる個人情報については、実行委員会が売店設置 

運営のためのみに使用するものとし、その他の目的には使用しません。 

 (5) 各大会の詳細については、実行委員会までお問い合わせください。 


