
「第17回食育推進全国大会 in あいち」出展者募集要項（ブース出展） 

 

＜大会概要＞  

大 会 名 称：第17回食育推進全国大会 in あいち  

大会テーマ：“SHIN化”する「いきいき食育」あいちから 

      ～健康な体、豊かな心、環境に優しい暮らし～ 

開 催 日 時：2022年６月18日（土）・19日（日）  

開 催 場 所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）（常滑市セントレア５丁目） 

来 場 対 象：一般、食育推進関係者 

来場予定者数：20,000人 

主 催：農林水産省、愛知県、第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会  

 

＜出展要項＞  

１ 出展日時 

  2022年６月18日(土) 10：00 ～ 17：00(予定) 

  2022年６月19日(日) 10：00 ～ 16：00(予定) の２日間 

 

２ 出展場所 

  Aichi Sky Expo 展示ホールＡ 

 

３ 出展内容 

  申込みにあたっては、食育基本法及び第４次食育推進基本計画、第４次愛知県食育推進

計画「あいち食育いきいきプラン2025」の趣旨を御理解の上、本大会のテーマに合った内

容で、かつ、来場者の関心を引きやすい企画を御検討いただくとともに、来場者の食育に

対する関心と理解を深める内容としてください。 

なお、応募者多数の場合や出展内容によっては出展を見合わせていただく場合がござい

ますので、あらかじめ御了承ください。 

また、貴社(貴団体)が平素から取り組む食育活動を記録した動画コンテンツを大会Web

サイトに掲載しますので、掲載可能な動画コンテンツがありましたらご提供願います。 

 

４ ブースの基本仕様 

（１）ブースの種類 

ア 展示ブース 

（ア）内容 

食育推進の取組に関する展示、ＰＲ、ワークショップ等   

（イ）募集団体数 

120団体程度  

  



イ 飲食・販売ブース  

（ア）内容 

地元農林水産物、郷土食、加工品、愛知県産食材を使用した飲食物、健康に配慮

した飲食物等の販売等（アルコール類は、未開封商品の販売に限る。） 

（イ）募集団体数 

40団体程度 

 （ウ）その他 

電気加熱器具の利用は可能ですが、原則、ガスの使用はできません。 

（カートリッジ式ガスコンロのみ使用可能） 

キッチンカーによる出展の場合も同じく、電気加熱器具の使用は可能ですが、 

原則、ガスの使用はできません。（カートリッジ式ガスコンロのみ使用可能） 

（３）小間基本仕様（予定） 

 ※展示ブース、飲食・販売ブース共通となります。 

ブースサイズ W2970mm×D2970mm×H2400mm 

システムパネル W2970mm×H2400mm（背面３枚、側面２枚 ※角小間部は側面なし） 

団 体 名 板 W900mm×H200mm 

付 属 備 品 長机１台（W1800mm×D450mm×H700mm）、パイプ椅子２脚 

                    LEDアームスポット２灯、コンセント２口１カ所(100V・500W)            

 ＜ブースイメージ図＞ 

 

                        

５ 諸経費の負担 

（１）出展料 

２２，０００円（税込） 

   ただし、以下の①～③に該当する場合の出展料は無料となります。 

    ① 展示や体験イベントなど、来場者から料金を徴収しない場合。 

    ② 営利を目的としない食育関係資材（食育に関する冊子、食育関連グッズ、調理

体験に係る食材料、地産地消・伝統料理（食材）等の食育に関連する食品等の原

価程度での販売）等を販売する場合。 

    ③ 学校（保育園含む）が出展する場合のうち、学生・生徒が授業・部活・体験学

習等として栽培・加工した商品を販売する場合。 

1980mm 

2400mm 

2100mm 

2970mm 2970mm 

団体名板 

※角小間部は側面なし 

※側面パネルは２枚 



（２）出展料以外の経費 

  「４ ブースの基本仕様」にある小間基本仕様に係る経費については主催者が負担いた

します。それ以外の出展に係る資材・機器等の経費（基本仕様を超える電源設備や装飾、

給排水、原材料、試食等の配布品、パネル等の展示に係る物品、食事、賃金、交通費等）に

ついては、出展者で別途御負担願います。 

６ 出展上の留意事項 

（１）出展会場、ブース等の配置、ブース数の調整 

 ・出展する会場及びブース等の配置場所については、各出展者の出展内容、電気、給排水、

機器の使用、飲食物の提供等の状況を踏まえ、主催者が調整を行いますので、御希望に

沿えない場合があります。 

 ・出展スペースに限りがあり、また、より多くの団体の方に出展していただくため、原則

として１団体１小間の割り当てとなりますので、御了承の上お申し込みください。 

 ・複数の団体がグループ出展し、複数小間を使用することは可能です。 

・同一の団体が、展示ブースと飲食・販売ブースの両方に応募することも可能です。 

・応募状況等を勘案し、小間数を調整させていただく場合があります。 

 ・給排水、電気の設備は、提供できる量に限りがありますので、希望多数の場合は出展内

容を変更いただく場合があります。また、出展内容によっては、お断りする場合があり

ますので、あらかじめ御承知おきください。 

 ・出展に関して発生したごみの処理については、後日出展者説明会で説明します。 

（２）持込物品 

 ・資材、機器等を出品者が持ち込むことについては可能としますが、持込みをする物品に

ついては、必ず事前に申告してください。 

 ・持込みをする物品が出展申込時点で不明の場合、見込まれる物品名、数量等を可能な範

囲で申告してください。 

（３）出展時間 

 ・大会開催中にブースの撤去を行いますと、来場者との接触などの事故を招きますので、

出展は、６月 18日(土)10：00～17：00、６月 19日(日)10：00～16：00の時間を通じて

ブース等の展示、来場者への対応、展示物の管理ができる企業・団体に限らせていただ

きます。 

（４）食品の取り扱いについて 

・食品を取り扱う場合は、新型コロナウイルス感染症対策はもちろんのこと、時節柄、ま

た、大会の性格も踏まえ、衛生的に食品を取り扱い、感染症対策と食中毒の防止に最大

限の注意を払ってください。なお、時勢等により保健所からの指導内容が変動する場合

がありますので、御承知おきください。 

・食品を取り扱う場合（調理の実演、調理体験イベント、試飲及び飲食を含む）は、申込

段階で想定する品目について、様式２「食品取扱関係施設調査票」を、また、調理を伴

う場合は様式３「調理状況調査票」も併せて御提出ください。これらを基に保健所への

届出の要否について判断させていただきます。 



・保健所への届出が必要となる出展については、主催者が一括して保健所への届出を行い

ますので、出展者説明会後、改めて必要書類を御提出いただきます。 

・出展内容により、｢臨時営業許可｣などの営業許可を取得している必要がありますので、

各出展者で知多保健所への手続きが必要となります。（営業許可の取得および、検便等

の費用は出展者負担となります。） 

・油脂を使用した調理など、床が著しく汚損する可能性がある場合は、別途出展者負担に

よる床養生が必要となります。 

・瓶・缶や袋等の容器包装入りの食品を販売する場合には、容器包装に食品表示法に基づ

く表示が必要となります。事前に製造所を管轄する保健所等に確認の上、出展を申込み

ください。 

・本大会におきましてはアルコール類の提供は御遠慮ください。 

未開封商品の販売は可としますが、会場内で開封しないよう御注意ください。 

また、酒類を販売する場合はあらかじめ酒類販売に関する免許を取得してください。

（５）電源設備について 

・基本仕様以外の電源設備が必要な場合は、出展者説明会後、追加工事（有料）を申込み

ください。 

（６）給排水設備について 

・共同シンクを会場内に設置する予定ですが、利用箇所に限りがありますので、利用を希

望する場合は出展申込書の「水道設備の使用」欄に記載してください。 

・飲食物を提供するなどにより、ブース内に個別で給排水設備（シンク、簡易式手洗い設

備含む）が必要な場合には、出展者説明会後、給排水配管工事、レンタル備品等（有料）

をお申込みください。 

（７）火気の取り扱いについて 

 ・火気を取り扱う場合は、必ず出展申込書に記載してください。出展申込書に記載された

もの以外の機器の使用は認めません。 

・原則、ガスの使用はできません。（カートリッジ式コンロ（容器組み込み型）のみ使用可） 

・裸火を使用する場合は、必ず出展者で消火器を設置してください。 

 キッチンカーによる出展者は、キッチンカー内に煙感知器と消火器を設置してください。 

・電気を熱源とする機器は、使用電圧が 300V以下、定格消費電力が 10,000W 以下ならば使

用は可能ですが、著しく煙を発生する機器の使用は禁止とします。 

・火気を取り扱う場合は、出展申込書の記載事項に十分注意してください。なお、イベン

ト開催にあたり、消防署による事前確認検査が行われます。 

 （消防署の許可が得られない出展者につきましては、御出展いただけない場合がござい

ますので、あらかじめ御承知おきください。） 

（８）食育活動の動画コンテンツ等の提供 

 ・大会に出展する団体で、平素から取り組んでいる食育活動を記録した動画コンテンツを 

  大会 Webサイトに掲載し紹介することを予定しています。Webサイトに公開が可能な動 

  画コンテンツがございましたら、別記「第 17回食育推進全国大会における食育活動 

  動画の提供について」を参照の上、御提供いただきますようお願いいたします。 



７ 出展者説明会 

 2022年４月に出展者説明会を開催し、以下の点について説明する予定です。 

 ・搬入出作業、駐車場、展示資材等の宅配便発送先について 

・衛生管理、新型コロナウイルス感染症対策等について 

・レンタル機材、備品について（機材、備品については、各出展者でお持ち込みいただく

ことも可能ですが、出展者負担による大会運営業者からのレンタルも対応可能です。） 

・大会パンフレット記載用の出展企画タイトル、表示団体名等の最終確認について 

・出展に際しての保健所への届出について 

・ごみの取扱いについて 

 

８ 出展申込み 

（１）申込方法 

・様式１「ブース出展申込書」に必要事項を記入の上、電子メールまたは郵送で提出 

 してください。 

・申込書の様式は、以下の「第 17 回食育推進全国大会 in あいち」の公式ページからダウ

ンロードすることができます。 

https://www.syokuikutaikai17th-aichi.jp 

（２）申込期限 

  2021年 11月 15日(月) 必着 

（３）申込先  

  〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

（愛知県農業水産局農政部食育消費流通課内） 

第 17回食育推進全国大会愛知県実行委員会 事務局 

電子メール：info@syokuikuaichi17th.com  

 

９ スケジュール 

 2021年 11月 15日(月) ブース出展申込書提出期限（必着） 

 2022年２月下旬頃   ブース出展の可否を電子メールにより通知 

 2022年４月下旬頃   ブース出展者説明会（愛知県、東京都） 

 

10 その他 

 応募者が多数の場合には、以下の点を踏まえて御参加いただく団体等を選考させていただ

きますので、あらかじめ御承知おきください。 

 ① 出展内容が食育基本法、第４次食育推進基本計画、第４次愛知県食育推進計画「あい

ち食育いきいきプラン 2025」及び本大会全体の趣旨に対応したものとなっているか。 

 ② 多様な主体が連携・協力した出展であるか。 

 ③ 出展内容が、来場者参加型の企画等、来場者の関心を高めるような企画であるか。 

 （以下は、飲食・販売ブースの場合） 



 ④ 「いいともあいち運動」のネットワーク会員であるか。 

 ⑤ 愛知県にゆかりのある企業・団体であるか。 

 

11 お問合せ先 

 〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

（愛知県農業水産局農政部食育消費流通課内） 

第 17回食育推進全国大会愛知県実行委員会 事務局 

    電話：052-954-6396（受付時間：平日 9：00～17：00） 

 FAX：052-954-6940 

  電子メール：info@syokuikuaichi17th.com  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 17 回食育推進全国大会における食育活動動画の提供について 

 

１ 趣旨 

  本大会においては、大会会場におけるブース出展やシンポジウム、セミナー等の実施だ 

 けでなく、会場にいなくても大会に参加できるよう、ライブ配信等を活用した大会のデ 

 ジタル化を図ることとします。 

  ブース出展者においても、普段から取り組んでいただいている食育の活動を記録した 

 動画をご提供いただき大会の公式 Webサイト上で紹介していきます。 

  つきましては、貴社（貴団体）において取り組んでいる動画コンテンツで公開が可能 

 なものがございましたら、ご提供いただきますようお願いします。 

 

２ 動画コンテンツの提供に当たっての注意点 

（１）動画は YouTubeで公開しますので、YouTubeに対応した動画ファイルフォーマットで 

  ご提供ください。 

（２）事業や商品の宣伝となるような内容はご遠慮ください。 

（３）動画の再生時間は５分以内とします。動画が５分を超えないよう、内容を編集のうえ 

  でご提供ください。 

（４）動画の提供にあたっては、動画ファイルをＤＶＤ、ＣＤ等の記録メディアに格納のう 

  え、ご提供ください。電子メールでご提供いただくことも可能ですが、ファイルをメー 

  ルに添付する場合はファイルサイズ５ＭＢ以内の動画に限ります。 

   なお、記録メディアでご提供いただいた場合、当該記録メディアは返却いたしません 

  ので、あらかじめご了承ください。 

（５）動画内に肖像権や個人情報に関する内容がある場合は、必ず事前に消去の上でご提供 

  ください。また、ご提供いただいた動画については、第 17回食育推進全国大会愛知県 

  実行委員会に無償でご提供いただいたことになりますので、第 17回食育推進全国大会 

  愛知県実行委員会が行った行為に関して、著作者人格権を行使しないこととします。 

 

３ 動画コンテンツの提供先 

  2022年 2月上旬頃の出展者決定の際、提供先等を改めて通知いたします。 

 

４ その他 

  ご提供いただいた動画については、Web上での公開に当たり、一部加工・削除等を行う 

 場合があります。 

 

 

別記 


