
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加しよう、行動しよう、集まれば大きな力 

-みんなで守ろう！わたしたちのまち－ 

第第 1122 回回 NNPPOO ままつつりり 22001166  
出展団体募集要項 

12 月 3 日（土）・4 日（日） 

 於・東京都立代々木公園（雨天決行）  

現在、ＮＰＯ法人は全国で 50,000 団体を超え、市民活動は年々広がりつつあります。  

東日本大震災復興、高齢化社会の進行、子育て問題、環境問題等々、ますますＮＰＯの活

動が重要になってきています。  

 しかし、多くのＮＰＯ・ＮＧＯや市民活動団体の活動が一般市民に知れ渡っているとは

まだまだいえません。  

 今年で 12 回を迎えた「ＮＰＯまつり」に、市民も、企業も、地域も、そして様々なＮ

ＰＯ、ＮＧＯ、市民団体が「出会い」｢語り合い｣「分かり合う」ために。  

 多くの関係者のご参加をお待ちしております。  

【主 催】NPO まつり実行委員会  

【協 力】市民キャビネット  

【後 援】環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省、渋谷区、新宿区、世田谷区（2015

年実績に申請中） 

【実行委員会構成団体】（順不同） 

(特)ニッポン・アクティブ・ライフクラブ、(特)ＮＰＯ埼玉ネット、(特)ＮＰＯアイデアツ

リーヒラメキ、(特)NPO 環～WA、(特)川内村ＮＰＯ協働センター、 (特)グリーンフォー

レストジャパン、(特)国境なき楽団、(特)コモンズ・ファーム、(特)災害支援団体ネットワ

ーク、(特)市民航空災害支援センター、(認特)市民福祉団体全国協議会、(特)地域文化 R

＆D プロジェクト、(特)デザインリブ、(特)ドリームスカイユニオン、 (認特)富士山クラ

ブ、(特)フリーマーケット主催団体協議会、（一社）ユニバーサル志縁社会創造センター、

ＮＰＯ連携福島復興支援センター、川崎市背骨と健康を守る会、全日本救助犬団体協議会、

チャリティショップ日本委員会、みらい東北「笑顔でつながる地球」プロジェクト  

申し込み締め切り 

11 月 3 日[木] 

必着  



 

 

◆開催要旨◆ 

開催日時（雨天決行） 

12 月 3 日（土）10:00～16:00（飲食は 20：00 まで） 

12 月 4 日（日）10:00～16:00 

開催場所   代々木公園（イベント広場・野外ステージ周辺）

渋谷区代々木神園町 2-1 

みんなで守ろう！わたしたちのまち※防災コーナー  

●杉戸町・富岡町・川内村広域的地域間共助の取組み・国

連防災会議等事例発表●協働型災害訓練（帰宅困難者対応

訓練、避難所ＨＵＧ、ワークショップ）●災害救助犬デモ

●炊き出し訓練・支援キャンピングカー●東日本大震災支

援コーナー（避難者交流会、写真展（東日本大震災・ネパ

ール地震等）、支援品バザー、巨大紙風船展示他）●復興

応援ソング「小さなくつ」紹介 

イベント内容※一部変更、中止の場合があります。  

●NPO・NGO・市民団体活動紹介・展示●ステージ（ス

テージカー「つばさ号」、活動紹介・報告、映像公開収録

等）●風評被害に負けるな！がんばっぺ復興物産展（農産

物・特産品販売）いわき市、南会津町、川内村、宮城県他

●食品・飲食コーナー（ケータリングカー、炭焼き海産物

マ等被災地産品）●低炭素社会推進森林・バイオマスコー

ナー●ワールドカフェ●子ども遊び広場（災害救助犬ふれ

あい、ふわふわトランポリン、キッズバイクパラダイス、

森林ワークショップ等）●フリーマーケット●ハンドメイ

ドマルシェ●まつり商店街●市民キャビネット部会コー

ナー●企業団体協賛コーナー他 

来場者   １0,000 名×２日を予定（入場無料）  

◆参加資格◆ 

 ・ＮＰＯ・ＮＧＯ・市民活動紹介展示コーナー、ステージ、ふれあいコーナー及び子ども遊び広場出展団体は、非営利

団体に限定します。（※法人格の有無、活動地域・分野は問いません。特定の政治活動や宗教活動を目的とする団体等は

参加対象となりません。） 

・飲食コーナーへの出展は、実行委員会直営を除き、東京都での車での保健所の販売許可が必要です。販売許可証を添

付ください。なお、申請、出店料金の入金日は厳守ください。  

・フリーマーケット、ハンドメイドマルシェ、まつり商店街への出展ご希望は、下記ホームページより、出店規約を確

認後申込下さい。 

ＮＰＯ法人フリーマーケット主催団体協議会   http://fleamarket.or.jp/  

・参加団体の決定については、別紙参加申込書、参加同意書等所定の書類受付後に実行委員会で協議の上決定させてい

ただきます。  

◆申込方法等◆ 出展内容により、申し込み先が異なりますのでご注意ください。  

①ＮＰＯコーナー、ステージ、ふれあいコーナー、子ども遊び広場、ＮＰＯ防災まつり、本部飲食の出展お申し込み

は、実行委員会事務局宛となります。別添の「NPO まつり参加申込書」と、「参加同意書」に必要事項をご記入の上、

最近の活動内容等がわかるパンフレット・資料を必ず添付して郵送、又はメールフォームにてお申し込みください。

（※過去参加団体は活動内容提出は不要）  

② NPO・NGO 展示コーナーでは、活動紹介を主として行い、団体活動に関連する物品以外の販売、募金活動はでき

ません。 

③ 電源を使用する場合は、出展団体で用意するか、又は電源使用料を別途ご負担いただきます。  

④ 各団体の出展区画及びステージイベントの開催時間等については、実行委員会で決定させていただきます。  

⑤ ②に関連して団体の活動に関係ない物品の販売をご希望の場合は、フリーマーケット、ハンドメイドマルシェ、ま

つり商店街、企業協賛コーナーにお申し込みください。 



 

 

 

 

 

参加資格 出展コーナー 規格・内容 出展料 申込み先 

一般公募 フリーマーケット  

１区画  2.5m×2m 

手持ち方式（駐車料は自己負担） 

1 日￥2,500 

2 日￥5,000 

フリーマーケット主

催団体協議会 

一般公募 ハンドメイドマルシェ  

フリーマーケット主催団体協議

会に確認 

左記 

フリーマーケット主

催団体協議会 

企業・商店公募 

まつり商店街 

直置き禁止テント持参  

フリーマーケット主催団体協議

会に確認 

左記 

フリーマーケット主

催団体協議会 

飲食関係公募 食品・飲食コーナー 

1 区画 5m×3m 

駐車 1 区画 1 台 

1 日￥15,000 

2 日￥25,000 

実行委員会事務局 

企業・団体公募 

企業協賛コーナー 

テント 2 張用意します 

（2.5m×2.5m）×2 テント分 

駐車 1 区画２台 

￥50,000（２日間） 

※詳細はお問い合わせ  

実行委員会事務局 

ＮＰＯ 

・ 

ＮＧＯ 

・ 

市民団体 

（非営利活動 

団体） 

 

招待・公募 

NPO・NGO 展示コーナー

（Ａ） 

テント 2.5×2.5m 

（机 1、イス２、パネル１～２、

ブース名パネル、ひも含） 

駐車 1 区画 1 台 

￥3,000(2 日間 ) 

電源￥3、000(2 日間) 

（ただし、500W 以上の 

電力使用団体は 5,000 円） 

実行委員会事務局 

メインステージ（Ｂ） 

（野外ステージを使用し

た、活動紹介、パフォーマ

ンス等） 

・１コマ（30 分）制（出入り込） 

・楽器等必要なものは出展者によ

る持込み 

・PA 関係は主催者側で設置  

招待・Ａ・Ｅ・Ｆコー

ナー出展団体に限る

（無 料） 

サブステージ（Ｃ） 

（ステージカーつばさ号

を使用した、ワークショッ

プ、パフォーマンス等） 

・１コマ（30 分）制（出入り込） 

・楽器等必要なものは出展者によ

る持込み 

・PA 関係は主催者側で設置  

招待・Ａ・Ｅ・Ｆコー

ナー出展団体に限る

（無 料） 

ふれあいコーナー及び子

ども遊び広場（Ｄ） 

（子どもや親子、一般の方

が気軽に参加できるイベ

ント、実演等） 

・出展に伴う備品及及び費用など

は参加団体負担 

・材料費等 1,000 円までは参加

者より徴収可能 

招待・Ａ・Ｅ・Ｆコー

ナー出展団体に限る

（無 料） 

（多数の場合、調整）  

災害救援・復興支

援関係参加団体 

招待・公募 

ＮＰＯ防災まつり（Ｅ）  

展示、写真展、ワークショップ、

炊き出し訓練、シェイクアウト訓練、首

都圏避難者支援交流会等  

無料 

本部飲食（Ｆ） 臨時食品販売 無料 実行委員会事務局 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加団体決定通知・参加費の支払い◆ 

 NPO まつり実行委員会での協議・確認後、11 月中旬までにメールまたは郵便等にてお知らせいたし

ます。振込先の指定は、参加決定通知と併せてお知らせいたします。 

※ フリーマーケット事務局へのお申し込み団体は、別途フリーマーケット事務局よりのお知らせとなります。  

◆ 事前説明会について 

ＮＰＯコーナー、ステージ、ふれあいコーナー、子ども遊び広場、ＮＰＯ防災まつり、企業協賛及

び食品・飲食出展団体は、参加団体決定通知後に、説明会を開催しますので、ご予定をお願いいた

します。 

日時：11 月 15 日（火）17：00～18：00（予定） 

会場 :港区立エコプラザ（港区浜松町 1－13－1） 

  JR 浜松町駅北口徒歩 4 分／都営地下鉄大門駅 B1 出口徒歩 3 分 

  地図→ http://eco-plaza.net/map/ 

内容：第 12 回「NPO まつり 2016」開催当日の運営方法、出展場所、駐車券の配布等 

    

◆お申し込み先◆ 

ＮＰＯコーナー、ステージ、ふれあいコーナー、 

子ども遊び広場、ＮＰＯ防災まつり、企業協賛及び 

食品・飲食出展団体関係問合わせ・申込先 

ＮＰＯまつり実行委員会事務局 

〒331-0823埼玉県さいたま市北区日進町２丁目 544番地 1 

埼玉ＮＰＯハウス 

TEL．048-729-6151 FAX．048-729-6152 

Ｅ-mail：info@nposaitamanet.or.jp  

HP: http://matsuri.npgo.net/ 

フリーマーケット・ハンドメイドマルシェ 

・まつり商店街問合せ先・申込先 

フリーマーケット事務局 

ＮＰＯ法人 フリーマーケット主催団体協議会 

TEL．048-598-6116 FAX．048-598-6744 

※参加希望者は、下記 HP から 

お申込みください。 

http://fleamarket.or.jp/ 

※お問い合わせはなるべくメールでお願いします。  

●参加お申し込み● 

郵送等でお送りいただく 

もの 

・ 参加申込書 

・ 参加同意書 

・ 最近の活動内容が 

解る団体資料 

（過去出展団体は不要） 

事前説明会 

11月 15日（火） 
17：00－18：30 

於 港区エコプラザ 

※通行・駐車券をお渡

しします。必ず出席く

ださい。 

 

出展前審査 

（実行委員会） 

決定出展団体へは、 

・ 事前説明会開催

のご案内 

・ 出展料等お振込

先のご案内 

をお送りします。 

http://eco-plaza.net/map/

