
「いちはらアート×ミックス２０１７」地域プロジェクト募集要項 

趣 旨 

「いちはらアート×ミックス２０１７」は、市原市南

部の丘陵地に広がる美しい春の里山を舞台に開催す

る芸術祭です。 

今回の芸術祭は、地域で活動する個人・団体の魅力を

広く知ってもらうことを目的に開催します。 

 

募集概要 

学校等の空間を生かしたアート作品、インスタレーシ

ョン作品、ワークショップ、飲食の提供などを行う個

人又は団体を募集します。 

 

募集内容 ≪A～D重複も可≫ 

A 展示作品〔平面・立体・映像〕 

B ワークショップ 

C 物販〔クラフト（手工芸品）・土産物等〕 

D  飲食の提供〔弁当・キッチンカー〕 

 

応募資格 ≪Ａ～C共通≫ 

市原市、中房総観光推進ネットワーク協議会参加自治

体（いすみ市、一宮町、大多喜町、御宿町、勝浦市、

長南町、長柄町、睦沢町、茂原市）、千葉市、君津市、 

木更津市、袖ヶ浦市、四街道市に在住、在学、在勤の

方。プロ・アマ・個人・団体は問いません。 

※D 飲食の提供については別紙をご参照ください。 

 

応募方法及び締切 ≪Ａ～D共通≫  

いちはらアート×ミックス事務局へ必要書類を郵送。

平成 28年 12月 2日（金）※ 当日消印有効 

 

募集期間      

≪Ａ：作品展示≫ 

会期である平成 29 年 4 月 8 日(土)～5 月 14 日（日）

のうち、次の(1)～(3)の期間にて募集。 

(1) 全会期：4月 8日(土)～5月 14日(日)   (37日間) 

(2) 前期：4月 8日(土)～4月 23日(日)   (16日間) 

  ※作品撤去期間：4月 24日～25日 

(3) 後期：4月 29日(土)～5月 14日(日) (16日間) 

※作品制作・設置期間：4月 26日～28日 

≪B～D：ワークショップ・物販・飲食≫ 

会期である平成 29年 4月 8日(土)～5月 14日(日) 

のうち、希望日。 

 

会 場   

市原市南部地域の旧白鳥小学校他廃校施設等を予定 

A 展示作品〔平面・立体・映像〕：教室 

B～C ワークショップ・物販：教室又は屋外 

D 飲食の提供：基本的に屋外 

普通教室は概ね幅 7m×長さ 7m×高さ 3ｍ程度 

 搬入する場合の教室間口（幅 1.7×高 1.9ｍ程度） 

※最終的な出展（店）場所は協議のうえ決定します。 

 教室イメージ      ワークショップ・物販会場イメージ 

 

 

 

 

採用件数 ≪予定≫ 

A   10件程度を予定 

B～D 各 10件程度を予定 

 

募集条件 

A 展示作品〔平面・立体・映像〕 

※作品制作についてはテーマの設定はありません。 

 ※提案内容により、一定期間現地に滞在し、地域の

住民を交えた協働制作が出来ること。 

① (1)～(3)の期間で展示が可能であること。 

会場開館時間は 10:00～17:00となります。 

② 材料費・制作費・滞在費・交通費及び必要な備品

調達費は出展者の負担でお願いします。 

※展示期間に応じて次の謝礼をお支払いします。 

(1) 全会期・・・100,000円 

(2) 前期・・・・ 50,000円 

(3) 後期・・・・ 50,000円 

③ 作品の完成時期 

(1)～(2)・・・4月 4 日（火）まで 

(3)・・・・・4月 28日（金）まで 

作品の搬入・搬出、会期中の作品管理は出展者が

責任を持って行ってください。



「いちはらアート×ミックス２０１７」地域プロジェクト募集要項 

※(2)の作品撤去、(3)の作品制作期間については、

日中の大型資材の搬入・搬出、大きな音の出る作

業は出来ません。 

④事務局スタッフの配置は、会場入口の受付のみとな 

ります。（展示室への配置はありません） 

B～D ワークショップ・物販・飲食 

① 出店時間は 10:00～16:00の間となります。 

② 出店料は無料です。 

但し、出店に必要な準備、管理・運営、事故等の

責任は出店者各自で行ってください。 

③ ワークショップ参加費、販売価格（物販・飲食提

供）、実施内容を応募用紙に記入してください。 

（任意様式での提出も可） 

④ 食品の現地での調理・販売をされる方は、屋外で

の食品営業許可を保健所から受けている方とな

ります。申込時に次の書類を提出してください。 

ア 誓約書 

イ 出店責任者の身分証明書（運転免許証の写し） 

ウ 屋外での食品営業許可の写し 

エ 従事者全員の検便結果報告書の写し 

※④に係る詳細は、別紙をご参照ください。 

 

 

※電源はありませんので各自でご用意ください。 

※火気を扱う出店者は消火器をご用意ください。 

※調理の際に発生したゴミは、各自で責任を持って処 

 理してください。 

 

選考方法   

実行委員会会長（市長）を含む有識者で組織された選

考委員会にて審査し、決定いたします。 

 

選考結果発表   

平成 28年 12月下旬に採用者に連絡いたします。 

 

主催・応募書類送付先        

〒290-0225   

市原市牛久 500番地（南総支所内） 

いちはらアート×ミックス実行委員会事務局 

（経済部 芸術祭推進課内） 

電話   0436-50-1160  

FAX   0436-50-1303 

E-mail  kokugei@city.ichihara.chiba.jp 

 

 

 

 

 

Photo by Chiba-ken 



                                    （別 紙） 

「いちはらアート×ミックス２０１７」地域プロジェクト 

D 飲食の提供に係る応募資格及び募集条件 

出店条件 

（１） 「いちはらアート×ミックス２０１７」の趣旨を理解し、運営に協力できること。 

（２） 法令等により、許可または登録を必要とする営業については、当該許可または 

    登録を受けていること。 

 

出店資格対象エリア 

市原市、中房総観光推進ネットワーク協議会参加自治体（いすみ市、一宮町、大多喜町、

御宿町、勝浦市、長南町、長柄町、睦沢町、茂原市）、千葉市、君津市、木更津市、 

袖ヶ浦市、四街道市 

 

出店資格 

下記のいずれかに該当すること 

①対象エリア内に事務所を有する事業者または団体 

②キッチンカーでの営業を営んでおり、対象エリア内で住民登録がある者 

③いちはらアート×ミックス実行委員会が認めた者 

 

選 考 

市原市産もしくは千葉県産の産品を取り扱う申込者を優先とする。 

 

品 目 

（１）飲食製造の形態 

①現場での調理加工を行う場合 

  屋外での営業許可を保健所から受けているキッチンカーであること。 

（テントでの出店は行えません） 

②現場での調理加工を行わない場合 

  食品衛生関係法令等に規定する営業許可施設等において製造されたもので、容器包装 

などにより衛生的な措置がとられ、かつ、同法に基づく適正な表示がなされている 

飲食品であること。 

（２）その他、いちはらアート×ミックス実行委員会が認めるもの。 

 

提出書類 

（１）「いちはらアート×ミックス２０１７」地域プロジェクト応募用紙 

（２）誓約書 

（３）出店責任者の身分証明書（運転免許証の写し） 

※食品の調理加工をする場合は以下も必要となります。 

（４）屋外での食品営業許可証の写し 

（５）従事者全員の検便結果報告書の写し（検査後１年以内のもの） 

（６）キッチンカーの写真 

 



「いちはらアート×ミックス２０１７」地域プロジェクト応募用紙 

 

募集カテゴリー 

※該当項目に チェック（レ） 

※重複申請はカテゴリー毎に申請 

Ａ □展示作品〔□平面作品 □立体作品 □映像作品〕 

Ｂ □ワークショップ 

Ｃ □物販〔□クラフト（手工芸品） □土産物等〕 

Ｄ □飲食の提供〔□弁当 □キッチンカー〕 

 

 

氏
ふり

 名
がな

 

 

※作家名で応募の場合は（ ）で本名を記載、グループの場合は代表者名とグループ名を記載してください。 

 

 

住 所 

（代表者住所） 

〒 

 

電話番号 

（代表者連絡先） 
自宅           携帯 FAX 

E-mail 

（代表者連絡先） 

 

生年月日 

（代表者生年月日） 
西暦     年   月   日（    歳） 性別 □男  □女 

出展（店）名 
※ガイドブック・イベントガイド等広報物に記載します。 

 

出展（店）内容の概要  ※任意の別紙に記入し添付しても構いません。 

(作品は素材・サイズ・重量・コンセプト、ワークショップは内容及び参加費、物販は提供内容及び提供金額を記載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※裏面に参考資料として作品スケッチや過去の活動内容、販売物のわかる写真等を添付してください。 

Ａ：出展期間 
□全会期  

4月 8日～5月 7日（37日間） 

□前期 

4月 8日～4月 25日（18日間） 

□後期 

4月 26日～5月 7日（19日間） 

Ｂ～Ｄ： 

出店場所及び 

出店日 

Ｂ：ワークショップ □教室 □屋外 希望日 

Ｃ：物販 □教室 □屋外 希望日 

Ｄ：飲食提供 □教室 □屋外 希望日 

設営・撤去にかかる時間の目安 :  

事務局使用欄（記入不要） 

受付日  受付番号    ― 審査結果  



Ａ 作品展示：応募作品のイメージスケッチ、過去作品の写真等を貼付（任意様式に添付も可能） 

Ｂ ワークショップ：過去の活動写真、スケッチ等、ワークショプ内容のわかる資料を貼付 

Ｃ 物販［クラフト（手工芸品）・土産物等］：過去の販売状況、販売物の写真等を貼付 

Ｄ 飲食の提供〔弁当・キッチンカー〕：過去の販売状況、販売物の写真等を貼付 

 

 



誓 約 書 

『いちはらアート×ミックス２０１７』地域プロジェクトに出店するにあたり、私は別紙

「飲食の提供に係る応募資格及び募集条件」を遵守します。また、私は暴力団員又は暴力団

関係者ではないことを宣言し、下記の事項について、厳守することを誓約します。 

 

１．出店申込みの際、名義貸しや虚偽の記載その他不正な方法による出店等を一切しません。 

２．出店申込み時やイベント当日に、いちはらアート×ミックス実行委員会からの身分確認

証等の提示要求及び指導・指示に従います。 

３．暴力団との関係等を調査するため、出店申込書などの関係書類等が関係機関に提出され

ることに同意します。 

４．名目を問わず、暴力団に一切の金品等を渡したり、暴力団にとって利益となる行為をし

ません。 

５．暴力団員及び暴力団関係者を従事者等として一切使いません。 

６．営業中に、粗野、卑猥な言動をするなど、お客様に迷惑をかける行為をしません。 

７．半裸体及び刺青をのぞかせる等の粗野な服装や態度をとりません。 

 

 

 

上記事項に偽りがあった場合は、出店の不許可、出店許可の取消措置をとられても、一切

異議申し立てをいたしません。 

 

 

 

平成  年  月  日  

いちはらアート×ミックス実行委員会 様 

 

           出店責任者  自宅住所： 

                  フリガナ： 

                  氏  名：             印 

                  生年月日・性別：    年  月  日  男 ・ 女 

                  電話番号： 

従業員名簿（当日従事する者で出店責任者以外の者を記載してください） 

※出店責任者の身分証明書（運転免許証等）の写しを添付すること 

 

No 氏名 フリガナ 性別 生年月日 自宅住所 

1   男・女   

2   男・女   

3   男・女   

4   男・女   

5   男・女   

6   男・女   



従業員名簿（当日従事する者で出店責任者以外の者を記載してください） 

No 氏名 フリガナ 性別 生年月日 自宅住所 

7   男・女   

8   男・女   

9   男・女   

10   男・女   

11   男・女   

12   男・女   

13   男・女   

14   男・女   

15   男・女   

16   男・女   

17   男・女   

18   男・女   

19   男・女   

20   男・女   


