
メモリアルマッチ

開催日 令和２年 月 日(土) 13：30

会 場 釜石鵜住居復興スタジアム

主 催 いわて・かまいしラグビーメモリアルイベント実行委員会

釜石シーウェイブスRFC 対 クボタスピアーズ

〇試合運営 常設6,000席のうち3,000席を開放（入場無料）

９月初旬より観戦チケットの申込抽選を開始（予定）

〇飲食ブース（フードコーナー20店舗程度）開設

〇各種歓迎アトラクション

（ありがとうの手紙、巨大フラッグ掲揚など）

〇ラグビー体験（ストリートラグビーほか）

10 10
KICK OFF

多くの感動と興奮・レガシー(遺産)を得た、ラグビーワール
ドカップ２０１９日本大会の開催１周年を記念し、「いわ
て・かまいしラグビーメモリアルイベント」を開催。

10.10メモリアルマッチ
うのスタ フードコーナー出店（申込）概要



■試合名称 いわて・かまいしラグビーメモリアルマッチ

■試合主催 関東ラグビーフットボール協会

■試合主管 岩手県ラグビーフットボール協会、釜石市ラグビーフットボール協会

■特別協賛

■後 援

■大会日程 2020年10月10日（土） 13:30試合開始

■試合会場 釜石鵜住居復興スタジアム

■会場所在地 〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第18地割5番地1

■対戦カード 釜石シーウェイブスRFC vs クボタスピアーズ

■試合形式 40分ハーフ／ハーフタイム10分

JRFU競技規則を適用

タイムキーパー制は実施しない

テレビジョンマッチオフィシャルは実施しない

■テレビ中継 有り（民放放送を予定）

■会場観客席 釜石鵜住居復興スタジアム

*収容数：6,000席

・メインスタンド：3,010席 （うち来賓及び招待者席530）

・バックスタンド：2,990席

上記のうち、上限を3,000席にてご案内するもの。

■飲食ブース 有り（出店事業者の規模は概ね20店舗を想定）

■出展コーナー 有り（友好都市出展、協賛企業出展ブース5箇所以上を想定）

■会場アクセス 鉄道：◇三陸鉄道リアス線 鵜住居駅 徒歩５分

バス：◇岩手県交通 鵜住居駅又は寺前バス停 徒歩5分

お車：◇付近駐車場 1,560台（公園用地760台、民間用地800台）

イベント（試合）概要

２



■業務目的 来場するお客様に、岩手の豊富な食材、釜石を中心とした三陸の新鮮な
魚介類等を活かした食べ物・飲み物を提供し、ラグビー観戦を楽しみ
ながら自然豊かな釜石の味覚を広く楽しんでいただくものとし、県内
に広く出店募集を行いながらフードコーナーを展開するもの。

■募集対象 岩手県内の出店事業者（20出店数とする）
●岩手県保健所の臨時営業許可を保持していること。
●いわて・かまいしの材料を使用した商品を販売する店舗であるこ
と。

■募集日程 募集告知 9月9日（水）
募集締切 9月21日（月）
書類審査 9月25日（金）※臨時営業許可確認
小間割り 9月29日（火）
出店者説明会 10月2日（金）
当日配置 10月10日（土） 入場8:00〜
消防検査 〃 当日検査有り
営業時間 〃11:00〜16:00※保健所及び消防署検査有り

■告知方法 スタジアムHP及び関連SNS及び受託事業者の広告業務による
■募集形式 ①テント内出店(飲食以外)

②ケータリングカー出店(スペースでお渡し)
のどちらか1方
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飲食出店（うのスタフードコーナー）出店募集について

1.5間W2,730mm (全3間5,460mmの内)
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②ケータリングカーによる出店/スペースでお渡し

①仮設テント1張(W２間×D3間)の半分(W２間×D1.5間)の出店
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募集要項
■小間仕様 ①仮設テント2間×3間の半分2間×1.5間 ３方幕有り

・備品:テープW1,800×D450×H700×2台、パイプ椅子2脚
・電源:無し/必要に応じて発電機をご準備願います。

(消火器の設置が必要) 
・給排水設備:無し/共同給排水設備の設置を調整中。
・火気:無し/持込下さい。(耐火ボード、消火器の設置が必要) 

②ケータリングカー
・スペース渡し
・備品:無し/持込又は有料で準備いたします。
・電源:無し/各自発電機などを持込で準備願います。

(消火器の設置が必要)
■出店料等 出店料(出店当日の早い段階で頂戴いたします。) 

■保健所の許可 岩手県保健所が発行する臨時営業許可証の写しを、出店申込
書に添えてお申し込み願います。

■消火器の設置 火気を伴う場合は、使用期限内にある消火器を各自持ち込む事。
■コロナ感染対策 従業員の体調管理に注意していただき、販売時の感染症対策を

徹底する事。
■ゴミの処分 出店に際して出たゴミは、それぞれの出店者で持ち帰りの事。
■注意事項 1.代理業者が仲介して出店申込や他名義での出店はできません。

2.搬入、搬出の経費は出店者様のご負担でお願いいたします。
3.つり銭は出店者様でご準備下さい。営業ごみは持ち帰り下さ
い。
4.領収書が必要なお客様には領収書を発行して下さい。事務局で
は準備いたしません。
5.パンフレット、チラシの配布等は自社ブース内で行って下さ
い。
6.食品を取扱う場合は、保健所の指導に基づき、食品衛生責任
者・作業員数が必要
となります。保健所への申請は事務局で一括して行います。
※酒類の販売は出店者様が期限付酒類小売免許を取得の上コピー
をお送り下さい。
7.火器を取り扱う場合は、耐火ボード、消火器の設置が必要とな
ります。 消防署への露天等の開設届出書は事務局が行います。
※消防署の立ち入り検査を当日朝に行う予定です。
8.出店ブースには限りがあります。出店出来ない場合もございま
すので予めご了承願います。
9.商品の販売、飲食を提供される場合は、生産物賠償責任保険の
付保をお願い いたします。

出店の形式 出店料（税込）

①仮設テント2間×3間の半分2間×1.5間出店 5,000円

②ケータリングカーの出店 5,000円
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臨時営業の注意事項

■提供できる食品
調理工程の簡易なもので、加熱調理が行われるものに限ります。
刺身やすし等の生もの、サラダ等、弁当類(おにぎり、サンドウィッチ
等含む)は 調理して提供する事はできません。

■食品の取り扱いについて
1.材料の仕入れに当たっては、適切な納入先から新鮮な食品を仕入れ
て下さい。
2.前日調理は行わない、調理した食品を次の日に持ち越さない。
3.原材料の細切等の下処理は許可施設等で行い、出店場所や自宅で行
わない。
4.イカ焼き、焼き鳥等、生肉や生鮮魚介類を使用するときは、事前に
ボイルした ものを使用すること。食品を加熱する場合は、その中心ま
で充分に熱を通すこと。
5.アイスクリームは、許可施設で製造されているものを使用し、
ティッシュアップ又はカセット式の機械を用い、使用する器具類は使
用の都度流水式の洗浄設備で 洗浄消毒を行うこと。
6.調理した食品はその場で食べさせるようにし、持ち帰りはさせない
こと。
7.調理済みの食品に直接触れる際は、使い捨て手袋を使用し適切なタ
イミングで交換すること。

■食品取扱い者について
1.調理責任者を決め、調理に携わる人を限定し、関係者以外には調理
させない こと。
2.清潔な服装で調理すること。調理者は爪を短く切り、指輪等は外す
こと。
3.作業前及びトイレ後、金銭を取扱った後等は手指の洗浄、消毒を行
うこと。
4.発熱、腹痛、下痢又は化膿性疾患等の症状のある人には、調理をさ
せないこと。
5.1年間許可を取る人は検便検査を受けることが望ましい。

■施設設備について
〇テントの場合
1.区画:施設は三方囲い （主催者で準備）
2.天井:テント、板張り等で雨風を防ぐことができること。
（主催者で準備）
3.使用水:テント内にポリタンクを設置すること。 (出店者で準備)
4.手洗い消毒設備:手指を洗浄消毒する設備を設けること。

※消毒液等 (出店者で準備)
5.冷蔵設備:冷蔵庫、クーラーボックス等

(必要な温度が確保できるもの、出店者で準備)
6.食器類:使い捨て容器として、廃棄物容器を備えること。
7.ごみ入れは蓋付きの物とすること。
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火気を使用した出店時の注意事項

チ ェ ッ ク 項 目 チェック欄

① ガスコンロの取扱いに関する事項

１ 使用中はその場を離れないこと。

２ 不燃性の台上で使用すること。

３ コンロの情報１m以内、周囲１５cm以内に可燃物を置かないこと。

４ 振動や衝撃で容易に転倒、又は落下するおそれのないよう据え付けること。

５ 始業前及び終了時には点検を行うこと。

② プロパンガスに関する事項

１ ボンベは水平な場所に置き、転倒しないような措置を講じること。

２ 直射日光や火気の近くを避け、風通しの良い場所に置くこと。

３ ホースはひび割れ、劣化したものを使用しないこと。

４ コンロとホースの接続部には、ホースバンドを取り付けること。

５ 使用しないガス栓にはゴムキャップを付けておくこと。

６ 使用後は器具栓だけでなく元栓も締めること。

③ 発電機の取り扱いに関する事項

１ 燃料を補給するときは必ずエンジンを止め、安全な場所で給油すること。

２ 火気から離れた避難の支障とならない位置で使用すること。

３ 長時間使用する場合は、適時にエンジンを停止するなど、過熱に注意すること。

④ ガソリン容器の取り扱いに関する事項

１ ガソリンを入れたまま、携行缶に保管しないこと。

２ 容器の蓋を開ける前に、エア調整ネジを緩めて内圧を抜くこと。

３ ガソリンを取り扱っている周囲で、火気や火花を発する機械器具等を使用しないこと。

⑤ その他に関する事項

１ 炭の残り火は、水をかけて完全に消火し、紙くず等と分別して処理すること。

２ 緊急時に備えて、避難誘導等の役割分担や連絡体制を決めておくこと。

３ 避難経路を確保すること。

対象火気器具等を使用する際のチェックポイント

露店開設時の注意事項
•火気のない場所に置く
•直射日光を避ける

ガソリン携行缶

ダンボール
火気周辺に段ボールなどを置かない

燃料補給は
エンジンを切ってから

発電機
火気から離して設置する

鎖等により
転倒防止

プロパンガス消化器の準備

ボンベはLPG耐圧試験に合格
したものを使用すること

※コンロ側方及び前方後方15㎝以内、
上方1m以内には可燃物は置かない

↗
台は不燃材料

↗
↙ 避難通路を確保すること

コンロ

使用しないガス栓には
キャップをつける

接続部を
ホースバンドで
固定する

上方
1m

←→
側方
15㎝

↗
↙ 前方15㎝

後方15㎝ ↗
↙



新型コロナウイルス感染拡大予防措置について

※釜石市が目安とする 新型コロナウイルス感染症対策による新しい生活様式の普及
と市公共施設利用などの段階的緩和

段 階 第３段階 第４段階

期 間
7月10日～7月31日
新しい生活様式の定着強化

8月1日～
新しい生活様式を取り入れた日常へ

移動など
・県をまたぐ移動に制限なし
ただし、県外への移動は慎重に

・新しい生活様式を取り入れた社会経済活動
を目指す

公共施設
の利用

文化施設/体育施設/集会施設
感染予防策を徹底し、施設利用を継
続
※感染が見られる地域からの利用者
は、状況に応じ慎重に判断する

文化施設/体育施設/集会施設
感染予防策を徹底し、施設利用を継続
※感染が見られる地域からの利用者について
の制限なし

イベント
などの

参加人数

屋内・屋外ともに
収容率50％以内かつ参集者の
上限は、1,000人まで

屋内・屋外ともに
収容率50％以内かつ参集者の
上限は、5,000人まで

釜石市が目安とする公共施設利用などの段階的緩和が第４段階へ移行さ
れる事に伴い、新しい生活様式を取り入れた社会経済活動を目指しながら、
スタジアムでの感染予防対策の徹底を行い、さらには日本ラグビーフットボール
協会が示す指針も勘案しながら、メモリアルイベントの開催運営を行うもの。

スタジアムでの感染予防対策の徹底

・入場者の制限：3,000人以内の一般来場者数とする
・入場時の検温測定
・マスク着用の徹底
・会場内でのアルコール消毒液の設置
・屋外のみの作業内容とする
・間隔を空けた座席シートの配席（事前の整理券発行等によるコントロール）

・参集者の人数は100名程度

※新型コロナウィルス感染症拡大予防の観点で重大な懸念が生じた場合は、参加者
地域や人数の制限・中止の可能性があります。

スタッフや選手等の感染予防対策

・試合日２週間前からの検温測定
・マスク着用での移動
・定期的な手指アルコール消毒の実施ほか

３
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出店者駐車場（予定）

メイングランド

サブグランドの
東側一部を
一般駐車場
とする

関係者
駐車場

芝生試験場

うのすた
フードコーナー

会場配置イメージ図（釜石鵜住居復興スタジアム）



５

飲食出店（フードコーナー）配置図※一例

↑
共同給排水

友好都市出展
エリア

←共同給排水

テント出店
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

ケイタリングカー出店
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

PR出展等
①釜石SW
②クボタスピアーズ
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

■出店配置は申し込み状況により主催者が配置いたします。
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出店申込書
■募集締め切り:9月21日(月) 郵送かFaxまたはE-Mailで申込願います。
※出店者が定数（20店舗）に達した場合は、その時点で早期に締め切ます。

出店申込書

出店者名

出店者所在地

ご担当者名

電話番号・携帯電話

メールアドレス

出店の形式

□①仮設テント2間×3間の半分：2間×1.5間
□②ケータリングカー
※□にチッェクして下さい。

看板表示
ー主催者側で看板の表示はご用意いたしませんので、必要に応じて
各者でご準備願います。－

発電機の持ち込み □持ち込みする □持ち込みしない
※□にチックして下さい。

出店予定の内容
（商品名・価格）

■申込先等

申込先・問い合わせ先 いわて・かまいしメモリアルイベント実行委員会事務局
釜石市スポーツ推進課 うのスタ・フードコーナー 担当
〒026-0031
岩手県釜石市鈴子町22-1(シープラザ釜石内)
TEL0193-27-5712
FAX0193-31-1170
Mail:sasaki1721@city.kamaishi.iwate.jp
■担当者 佐々木智輝


