
1月15日理事会へ提案

　イベント自体の消滅は避けられない。

・そのため、2020年2月に五番街の団体として「五番街イベントセンター」を設立。

・2021年度は、ワクチン「検証期」と捉え、中期的な視点に立ち企画立案作業を継続。

　2022年度からのイベント開催を目指す。（前提：新型コロナとの共生）

　新しいイベント＝感染症時代に「マッチング」「共生」＝持続可能なもの

「五番街マルシェ」企画のご提案（最終案）

　五番街の主力イベントの企画立案を担い、運営ノウハウ継承と持続可能なイベント開催をサポート。　

・新たなイベントを通じ、住民間のコミュニケーションの場を提供することで、明るく魅力ある

　コミュニティづくりに貢献する。

　コンセプト：「手づくりマルシェ」　　　地域の名物マルシェへ育成・・・資産価値向上へ

イベント名 「五番街マルシェ」・・・マルシェ（フランス語）＝市場（朝市）

　柔軟な発想による新たな価値創造、時代にマッチした「新たなイベントの企画立案」に向け、

　感染リスクなどに配慮しつつ取組を進める。

2022.1.8
自治福祉部、五番街イベントセンター

　

背景・課題

・新型コロナの感染拡大により、2020年度に続き2021年度のイベントは全て開催中止。

　（新松戸まつり、納涼祭、もちつき大会、七五西敬老の集い・七五西展示会・七五西音楽祭）

・これまでのイベント開催スタイルでは、新型コロナ感染防止の基本「3密（密閉、密集、密接）」

　「ソーシャルディスタンス」回避が困難で、今後も継続開催が難しい。

　　　（「納涼祭」「もちつき大会」の継続開催が難しい理由）

　　　①３密・ソーシャルディスタンス回避が難しい場面が多い。

　　　②階段連絡員の高齢化によりイベント協力体制の維持が難しい。

　　　③理事のイベント経験者不在（2020～2021年度中止のため）によるイベント運営力低下。

　　　④イベント開催までの準備作業が多く、これまで同様の運営が難しい。・・・など

・このままイベント未開催が続けば、ノウハウ継承が難しく、モチベーション低下も相まって

目的（趣旨）

課題解決のために

・感染症時代にあって、変化への対応力と課題解決のため「イノベーション」が求められている。

まつり：一堂に会する（大勢が1つの場所に集まる）

既存イベント：納涼祭・もちつき大会

混乱期（未知の感染症、感染拡大）

2022年度（4月-3月）

　共生期（ワクチン・治療薬・コロナと共生）

持続可能なイベント開催

新たなイベント検討開始 新たなイベント企画立案・提案 安全・安心を優先

2020年度（4月－3月） 2021年度（4月-3月）

検証期（感染拡大・ﾜｸﾁﾝ接種）

　全てのイベント開催中止 　全てのイベント開催中止

新たなイベント：マルシェ

（注）企画（骨格）最終案です。詳細は開催月の1カ月前までに確定します。

マルシェ：三々五々（三人、五人とバラバラに集まる）



・2022年8月から開催（2022年5月団地総会へ提案）

　

＜五番街マルシェ＞

・模擬店出店者（開催日3カ月前に確定）※原則、年間出店計画を優先

　毎年3月初旬に「マルシェ参画調査」を行い、年間出店計画を作成。

（模擬店A出店予定）

　①複数農園合同出店（JA松戸西支店傘下）「新鮮野菜・お米・花の直売」

　②乃が美（のがみ）千葉松戸店出店「生食パン２斤」他の直売

　　 出店は屋内出店が前提条件となるためD棟集会所内使用

　③「キッチンカー」出店（軽トラ３台程度予定）渡辺グループ日本移動販売協議会

　　・五番街のイベント実績を踏まえ、売上保証は不要

　④理事会出店：外部出店状況を踏まえ販売内容を調整

　⑤五番街住民の個人出店・・・出店対象は、当面、3月・5月とする

　　開催月の３カ月前までに、イベントセンター　プランナー宛てに出店届出提出

　　届出受付窓口：管理センター（五番街HP：イベントセンターに書式掲載予定）

※①②③の外部出店予定は、開催スタート時のものであり、必要に応じ出店内容

　の見直しを行い、持続可能な「魅力あるマルシェ」を目指す。

開催日

開催時間

開催場所

片づけ

届出

スタッフ 理事会役員（顧問含む）、自治福祉部、イベントセンター、協力者

階段連絡員 階段連絡員への応援依頼は原則行わない。

設営準備
前日（土曜日）13：00～会場設営（テント、テーブル、イス、のぼり旗など）

Ｄ棟集会所前広場(D棟集会所内は、「乃が美」出店を除き使用しない）

当日（日曜日）7：30～模擬店、会場準備

当日（日曜日）14：30～

五
番
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9：00～14：00（模擬店の営業時間：5時間）　　

第4日曜日・・・雨天決行、「悪天候」と判断した場合は「翌週」へ1週間延期（再延期なし）

市役所、馬橋消防署への届出（警備員配置なし）

3月
・

5月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

提案 ● ● ● ● ● ● ●

※●五番街マルシェは、2022年度は年3回、2023年度からは年4回開催を予定。

2022年度 2023年度

＜当日＞

●2023年3月26日（日）9：00～14：00　五番街マルシェ

●2023年5月28日（日）9：00～14：00　五番街マルシェ
（プログラム）

時間 内容

　9：00～

14：00～ 五番街マルシェ閉店宣言（副理事長）

五番街マルシェ開店宣言（理事長）　⇒　模擬店販売開始

※五番街マルシェ開催にあたり、階段連絡員の皆さんへの応援依頼は原則、行わない。（負担軽減）



＜五番街マルシェ＞
・模擬店出店者（開催日3カ月前に確定）※原則、年間出店計画を優先

　毎年3月初旬に「マルシェ参画調査」を行い、年間出店計画を作成。

（模擬店A出店予定）

　②乃が美（のがみ）千葉松戸店出店「生食パン２斤」他の直売

　③「キッチンカー」出店（軽トラ2台程度予定）渡辺グループ日本移動販売協議会

　④五番街団体、クラブサークル出店

　　　◆ふれあいセンター　　　　：カレーライス 　　　　◆ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ花水木の会　：焼きそば

　　　◆ペンタクラブ　　　　　 　：炊込み御飯、浅漬け、チューハイ

　　　・缶ビール（リスク軽減のため生ビールを缶ビールへ変更）

（模擬店B出店予定）

　　　◆子ども会　　　　　：射的　　　　　　　　　 ◆セプテム　　　　　 　 ：輪投げ・かき氷　　

　　　◆きぼうサッカー　　：ｽ-ﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい　◆絵画サークル　　　　：絵はがき

（アトラクション）

　　　●踊る阿呆会：踊り　　 ●新松会：太鼓、お囃子　　●おやじバンド：バンド演奏

　　  ●絵画ｻｰｸﾙ：似顔絵　●将棋愛好会：縁台将棋　 ●子ども会：子ども山車　　

　　  ●理事会：すいか割り大会　　

　※アトラクションは、D棟広場の密集回避のため中止することもあり得る。

　※上記のプログラム内容は暫定、最終確定は開催１カ月前とする。

　※D棟広場内に常設の電源1～2箇所設置検討。（いわい電業）

　※住民引換券300円（従来250円）を発行。・・・100円2枚、50円2枚

第3金曜日：8月19日　18：00～20：00・・・D棟広場（盆踊り）

第3土曜日：8月20日　10：00～15：00（模擬店の営業時間：5時間）

片づけ

届出 松戸市役所、松戸警察署、馬橋消防署へ届出

スタッフ 理事会役員（顧問含む）、自治福祉部、イベントセンター、協力者

階段連絡員 階段連絡員への応援依頼は原則行わない。但し、自主的に協力いただける方は自治福祉部へお申出いただく。

救護所 救護所はD棟集会所内に設置。救護班は、看護師、ふれあいセンター、自治福祉部員で構成。

警備員 歩行者天国の両端に警備員2名配置

当日（土曜日）8：00～模擬店、会場準備

当日（土曜日）15：30～

　⑤理事会出店：焼きとり（1，000本）、フランクフルト（300本）、缶ビール、冷酒など

※A・D棟間の公道に歩行者天国設置・・・A棟広場へ模擬店、公道にお休み処展開

　①複数農園合同出店（JA松戸西支店傘下）「新鮮野菜・お米・花の直売」

五
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前日（金曜日）13：00～会場設営（テント、テーブル、イス、のぼり旗、灯篭など）

場所
Ｄ棟集会所前広場(D棟集会所内は、乃が美出店、救護所として使用）

設営準備

開催日時

8月

　※提灯、灯篭の配線工事（いわい電業）は行わない。灯籠毎にLFD豆ライト設置。

※A棟広場使用（模擬店）を前提

　使用不可ならD棟広場3密回避

　のためアトラクション中止も

＜前夜＞

＜当日＞

●2022年8月20日（土）10：00～15：00　五番街マルシェ
（プログラム）

来賓受付開始

※「住民お楽しみ抽選会」は、密集回避のため行わない。

※ステージ前のD棟広場に観客席は設けない。

内容

大杉神社　お祓い（理事長、子ども会、自治福祉部）3名程度

●2022年8月19日（金）18：00～20：00　盆踊り（住民、踊る阿呆会、新松会）

時間

8：30～

15：00～

9：30～

11：20～

13：30～

10：00～

14：20～

五番街マルシェ開店宣言（理事長）　⇒　模擬店販売開始

子ども山車、新松会お囃子（歩行者天国、D棟遊歩道内限定運行）

10：30～

10：00～

鳴子踊りパレード（歩行者天国、D棟遊歩道内で展開）

踊る阿呆会による踊り披露（ステージ及び周辺）

すいか割り大会（幼児～小学低学年）・・・すいか１０個程度

おやじバンド

五番街マルシェ閉店宣言（副理事長）

※長期修繕工事2023.2月～

　2024.8月実施予定。

　この間8月はA棟広場使用不可



＜五番街マルシェ＞
・模擬店出店者（開催日3カ月前に確定）※原則、年間出店計画を優先

　毎年3月初旬に「マルシェ参画調査」を行い、年間出店計画を作成。

（模擬店A出店予定）

　②乃が美（のがみ）千葉松戸店・・・出店なし

　　12月はD棟集会所使用不可（もちパック作業あり）のため、出店なし

　　※事前に住民より予約注文受付、生産依頼し買取り、理事会模擬店で

　　　 事前予約注文者へ受渡し（事前予約注文者以外の方の当日購入は不可）

　③「キッチンカー」出店（軽トラ2台程度予定）渡辺グループ日本移動販売協議会

　④五番街団体、クラブサークル出店

　　　◆ふれあいセンター　　　　　：カレーライス

　　　◆ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ花水木の会　　：焼きそば、手づくりケーキ

　　　◆男の料理　　　　　　　 　　：五番鍋

　⑤理事会出店：おでん、フランクフルト、缶ビール、酒など

　　　・おでん（２００パック）、フランクフルト（300本）

（アトラクション）

　　●踊る阿呆会：獅子舞、踊り　　●新松会：お囃子　　●理事会：佐渡ヶ嶽部屋力士もちつき

　　●理事会：子どもビンゴ大会

　※アトラクションは、D棟広場の密集回避のため中止することもあり得る。

　※上記のプログラム内容は暫定、最終確定は開催１カ月前とする。

　※力士による「もちつき」はアトラクションとして行う。

　※感染対策のため、もちパック製作規模は大幅に縮小する。（約70％減）

　　　もち85ｇ×２＝１7０ｇ/パック（あんこ添付なし）

　※もちつきは、大人用（力士用）１臼、子ども用１臼で行う。従来の「住民によるもちつき」は行わない。

　※住民引換券400円（従来もちパック引換＋400円）・・・100円3枚、50円2枚

　※子ども会「お菓子」引換券・・・別途、子ども会と協議予定。

開催日時

場所

片づけ

届出 馬橋消防署へ届出

スタッフ 理事会役員（顧問含む）、自治福祉部、イベントセンター、協力者

階段連絡員 階段連絡員への応援依頼は原則行わない。但し、自主的に協力いただける方は自治福祉部へお申出いただく。

救護所 救護所はD棟集会所内に設置。救護班は、看護師、ふれあいセンター、自治福祉部員で構成。

五
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12月

設営準備
前日（金曜日）13：00～会場設営（テント、テーブル、イス、のぼり旗など）

当日（土曜日）8：00～模擬店、会場準備

第3土曜日：12月17日　10：00～15：00（模擬店の営業時間：5時間）　　　

　①複数農園合同出店（JA松戸西支店傘下）「新鮮野菜・お米・花の直売」

当日（土曜日）15：30～　　　翌日日曜日9：00～

Ｄ棟集会所前広場(D棟集会所はもちパック作業、救護所として利用）

　※住民へのもちパック配布は行わず、販売のみとする。（販売　100円/パック　約240パック限定販売）

＜当日＞

●2022年12月17日（土）10：00～15：00　 五番街マルシェ
（プログラム）

来賓受付開始

※感染リスク防止のため、樽酒の鏡割り、振舞酒は行わない。

時間 内容

10：00～

15：00～ 五番街マルシェ閉店宣言（副理事長）

10：00～ 五番街マルシェ開店宣言（理事長）　⇒　模擬店販売開始

10：10～ 新松会によるお囃子、獅子舞、おかめひょっとこ

10：50～ 佐渡ヶ嶽部屋力士の紹介

11：00～ 力士によるもちつき（もち米2升/臼×6回）、子ども（1臼）

14：00～ 子どもビンゴ大会（幼児～小学生まで）・・・景品用意



　②マルシェ会場から帰る時に、出入口で「リボン（黄色）」を返却していただく。（箱を用意）

　　返却数＝集客数としてカウントし、今後のマルシェ展開の参考とする。

　③会場出入口付近に「看板」を設置し、イベント開催時の新型コロナ対策ルールを徹底する。

　　　との認識共有。

・開催前月の感染ステージが「２」の場合、感染傾向を見極め開催判断を行う。

・開催判断は、感染状況（ステージ）、ワクチン接種進捗状況などを踏まえ慎重に行う。

　これまでの４つのステージ ※2021.11.8現在の感染ステージ見直し（案）

現時点の
開催可否
判断基準

開催中止
・新型コロナ感染ステージ：東京都「３」および「４」

・開催前月および当月の感染ステージが該当すれば、開催中止とする。

　　（例）　・ワクチン未接種の高齢者、基礎疾患をお持ちの方は、マルシェ参加をご遠慮願います。

開催に向け
可否判断

感染対策

・新型コロナ感染ステージ：東京都「1」および「2」

　※2022年度マルシェ開催の前提となる感染症への対応イメージ

　　

　　・ワクチン接種率の更なる進捗（3回目接種含む）と国内ワクチン、治療薬の安定供給が前提。

・出入口２箇所で、手指消毒、検温（非接触型）、マスク着用確認。（未装着者にマスク配布し着用徹底）

　　・ワクチン接種率による集団免疫確保は難しく、接種後経過（半年程度）でワクチン効果漸減

　①確認済みの方に「リボン（黄色）」を肩付近に装着していただく。（子ども、大人）

　　（対策の見える化＝共有化＝不安・リスク軽減）　

　　・ゼロコロナ（終息）ではなく、コロナ収束による「感染症との共生」を目指す。

　　　　　　・出入口の検温で「体温３７度以上」の方は、マルシェへの参加をご遠慮願います。

支障が出ている

感染者が徐々に増え負荷蓄積

感染者が発生しても支障なし

政府分科会による感染状況に応じた４つのステージ

3 感染急増

2 感染漸増

1
感染者が

散発的発生

ステージ 感染状況

4 感染爆発

医療供給体制

機能不全に陥っている

※2022年3月を目途に、最新の「感染ステージ」に基づきイベント開催可否判断基準を明確化する。

・日常生活・社会経済活動

2

警

戒

を

強

化

3

対

策

を

強

化
　重点措置も含めた措置。

　を呼び掛け。

0 新規感染者なし

　の回復が可能。

病床増で適切に対応可能。

一般医療が安定的に確保され、

コロナにも対応可能。

状況 対応

・更なる医療の制限。

・「災害医療」的対応として、

　国が都道府県を支援・調整。

　

・大都市圏では緊急事態宣言。

・集中検査、飲食店営業や

　イベント開催の制限。

・地方部ではまん延防止等

・自治体が必要な対策に着手。

・保健所の体制強化。

・病床を段階的に確保。

・感染リスクの高い行動回避

・ワクチン接種の推進。

・医療提供体制の強化。

・基本的な感染対策の継続。

一般医療を大きく制限しても

コロナ対応ができない。

最大確保病床数を超えた入院が

必要な状況。

一般医療を相当制限しなければ

コロナ対応が不可。

これまでの「ステージ３～4」

に相当。

新規感染者が増加傾向、
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感染傾向

収束傾向↓＝開催　　拡大傾向↑＝中止

東京都HPから作成

2020 2021

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1

4

3

2

東京医療提供体制の警戒レベル推移

ファイザー 2回目接種後 3回目接種後

ワクチン 半年経過 1カ月経過

発症

予防効果

重症化

予防効果

死亡抑制

効果

※50％以上はリスクが低くなる。

7.9% 48.4%

35.2% 85.5%

50.4% 91.7%

厚労省アドバイザリーボード西浦教授提出資料

英インベリアルカレッジロンドンによる研究

オミクロンに対する

ワクチン効果（予測値）



　・外部出店者（乃が美、JA農園、移動販売協議会）から、悪天候時の延期判断「1週前」を一次判断

　　とし、「開催直前の水曜日」に最終判断したい旨の申出あり。今後、五番街内出店者との整合を図る。

　　（2022．3月代表者会議）

出店料

会場ﾚｲｱｳﾄ

のぼり旗

灯籠、電源

届出

松戸保健所

歩行者天国

子ども山車

参加人数把握

ｱﾝｹｰﾄ調査

個人出店

出店者リスト

朝市終了後に都度アンケートを行い、改善に繋げる。（参加住民、出店者など）

「五番街マルシェ（朝市）」15本を製作。

出店申込

（申込・許

可）

その他
五番街内の模擬店出店の保健所届出は行わない。（常設ではないため）

自治活動費

（予算）

・D棟広場内の電源設置、灯篭（絵画サークル）、共用レンタル費用、

　すいか、防炎ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ、消毒液、体温計、景品など。

毎回、参加者人数を把握、イベントの有効性などを検証。（黄色のリボンの返却数をカウント）

近隣町会
「あかしや学童クラブ」への招待状は、8月、12月に行う。

8月開催は、Ａ棟・Ｄ棟間の公道に歩行者天国を設置。（松戸警察署への届出および警備員2名配置）

山車（ダシ）の運行を行う場合は敷地内の遊歩道で行う。（松戸警察署への公道運行届出を行わないため）

電源配線（いわい電業）の見直し、灯篭（絵画サークル）は電源配線不使用を検討。・・・経費削減

松戸市役所、松戸警察署、馬橋消防署へのイベント開催届出。

・1，000円/店・台（個人出店を含む）・・・出店料の対象はマルシェ「模擬店A」とし、景品代などに有効活用

別紙参照（「3月・5月五番街マルシェ」「8月五番街マルシェ」「12月五番街マルシェ」）

ﾚﾝﾀﾙ費用
・レンタル品（ガス、ガスコンロ、ガス炊飯器、焼き鳥機、焼きそば用鉄板、かき氷機など）

・出店に際し当該レンタル費用は、自治福祉部内規に基づき対応。

・五番街住民による「個人出店」の対象は、当面、3月および5月マルシェとし、開催月の3カ月前までに届出を提出。

・予算化（初期費用＋開催費用）、議案書へ反映。

・外部出店の選定はイベントセンターが行い、イベント運営会議で承認する。

・毎年3月初旬に団体、クラブサークルへ「マルシェ参画調査」を行い、年間出店計画を作成。

五番街内の個人出店は、模擬店Aとして出店対象を、当面、「3月」「5月」マルシェとする。

マルシェ出店者リストの作成。（とくに外部出店者候補の開拓を行いリストをストック）

現時点の
開催可否
判断基準

開催中止
および
延期

近隣町会への招待（接待）は、「８月」「１２月」に行う。（「3月」「5月」マルシェは対象外とする）

中止 開催 悪天候

〇 － －

－ 〇 翌週へ延期

1週前

中止 開催 悪天候

〇 － －

－ 〇 中止

1週前

※悪天候（豪雨（台風・線状降水帯）、強風）の場合、

　①「五番街マルシェ（模擬店A）」は、翌週へ延期する。（再延期はしない）

　②「模擬店B、アトラクション」は、中止とする。（延期はしない）

※判断レベルは、感染対策（ワクチン、治療薬）などに大幅な変化が生じた場合は見直す。

五番街マルシェ（模擬店A）

※原則「雨天決行」とする。

※②「模擬店B、アトラクション」中止の際、食材などキャンセルできない場合はマルシェでの活用を検討。

感染ステージ「3」「4」及び悪化傾向の「2」

感染ステージ「1」「2」及び改善傾向の「2」

判断時期

判断レベル

開催月の前々月末

感染ステージ「1」「2」及び改善傾向の「2」

判断時期 開催月の前々月末

（模擬店B、アトラクション）

判断レベル

感染ステージ「3」「4」及び悪化傾向の「2」


