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都市公園におけるキッチンカー等出店制度の試験的実施について

米子市では、公有財産の有効活用の観点から、都市公園の利活用推進の一環として、都

市公園でのキッチンカー等による飲食販売の導入を目指しており、飲食販売の常設化に向

けた制度やルール作りに活用するための出店制度を試験的に実施します。

なお、実施に伴い、出店申込の受付を 6月 13日より開始いたします。

記

１ 飲食販売の導入に係る経過

令和３年度に民間事業者等から都市公園の利活用提案を募集する制度「米子市都市公

園等トライアル・サウンディング」を実施。民間事業者等から合計 12個の提案を受付、
そのうち 9個の提案が提案者により実施された。それらの提案のうち、とりわけキッ
チンカー等による飲食販売の提案が多く、かつ、提案実施後の公園利用者アンケート

等での満足度やニーズなどが高かったことから、公園利用者の利便性向上を目的とし

た飲食販売の導入を検討している。

２ 試験的実施の目的

飲食販売の導入に当たっては、現行の市の内規において、イベント開催に含まれる場

合のみしか都市公園での飲食販売を許可していないことから、市が出店を募集する特

例の制度として当該制度をこの度試験的に実施にすることとし、今後の本格的な制度

化や内規の見直しも視野に入れて、試験的実施を行う。

３ 試験的実施の概要

① 実施期間

令和４年８月から１０月まで（土日祝日のみ）※延長の可能性あり。

② 出店対象公園

弓ヶ浜公園・湊山公園・憩いの道

※１日あたりの最大出店数は弓ヶ浜公園及び湊山公園を各３店舗・憩いの道を１店

舗としているが、出店申込状況によっては弓ヶ浜公園及び湊山公園を各５店舗まで

に変更する可能性あり。

③ 出店申込方法

別添の募集要項を参照

４ 今後の展望

本格導入の時期については、令和４年度内に本格的な制度化や内規の見直しについて

の検討を行ったうえ、令和５年４月頃の開始を想定している。
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キッチンカー等出店制度の試験的実施における出店者募集要項

１ 趣旨

本募集要項は都市公園でのキッチンカー等出店制度の試験的実施における出店者を募集するため、応募に必

要な条件及び手続きを示したものです。

２ 試験的実施の目的

都市公園でのキッチンカー等による飲食販売の制度導入を検討しており、制度確立に向けた事前段階として

暫定的に実施します。

３ 出店対象者

① 出店資格

以下の(ア)(イ)のいずれか及び(ウ)以下の全てを満たしている者。

(ア)米子市内にて営業を許可する自動車営業許可(飲食店営業・魚介類販売業・食肉処理業)を有する

者

(イ)米子市内にて営業を許可する露店営業許可(飲食店営業)を有する者

(ウ)食品衛生責任者、又はそれに代わる資格を有する者

(エ)保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者

(オ)別添誓約書に同意した者

(カ)当該制度の目的に賛同し、協力する者

② 除外要件

次のいずれかに該当する者は、当該制度で出店することができません。

(ア)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の

申立をしている者

(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者

(ウ)法人税若しくは消費税若しくは地方消費税又は市税のいずれかを滞納している者

４ 出店条件

① 出店場所

弓ヶ浜公園・湊山公園・憩いの道において市が指定する場所

※別紙で示す区画内から指定します。

※最大出店数は、弓ヶ浜公園・湊山公園は各３店舗、憩いの道は１店舗とします。

② 出店可能日

令和４年８月から１０月までの間における土日祝（全３０日）のうち、市から指定を受けた日

※出店希望日を「出店希望カレンダー」でお知らせください。

なお、出店を希望出来るのは、１日につき１箇所(弓ヶ浜公園・湊山公園・憩いの道のうち)です。同

一日に２箇所以上の出店希望を出された場所は、その希望日について無効となります。

※出店希望者が１日当たりの最大出店数を超過する日は抽選にて出店者を決定します。



③ 出店時間

午前１０時から午後６時まで

※準備・撤収を含みますので、午前１０時からの入場及び時間内の撤収にご協力ください。

④ 出店料（１日につき）

販売に要する面積×110 円

※使用出来るのは販売に要する面積（キッチンカーの面積または露店販売に用いるタープ等の面積）の

みです。

※出店料については、「都市公園等行為許可申請書」を提出頂いた後に市からお送りする「納入通知書」

により、出店日までに金融機関等の窓口にてお支払いください。

なお、出店中止に伴う還付について、出店者の都合による中止の場合は対象外とします。

⑤ 販売可能品目

食品衛生法の規定に基づく営業許可範囲内の飲食物

※アルコール・酒類の販売を禁じます。

⑥ 出店に係る費用負担・備品使用等

(ア)出店に必要なすべての費用・備品等は出店者の負担・準備とします。

また、出店・販売に係る備品・必要品は出店者の責任において全て管理してください。

(イ)法令が定める申請、届出や、必要な資格者の配置は出店者の責任と負担で実施

してください。

(ウ)出店者は、出店者の責務で出店スペースにゴミ箱を設置するとともに、適正に

廃棄物処理（排水含む）を処理してください。また購入者に対してゴミ箱への廃

棄をお願いしてください。

(エ)公園内の電気設備、排水設備、水道設備は使用できません。発電機等は出店者が

用意してください。

(オ)火気を使用する場合は消火器を設置してください。

５ 募集スケジュール

出店を希望される場合は、以下のスケジュールに基づき応募してください。

６ 応募の流れ

出店初回日の約１か月前までに出店日を通知します。

日 程 内 容

6月 13 日（月）～6月 27 日（月） 8月分の出店者募集

7月 11 日（月）～7月 25 日（月） 9月分の出店者募集

8月 8日（月）～8月 22 日（月） 10 月分の出店者募集

１

出店応募 メール、郵送またはファクシミリにて必要書類を事務局までお送

りください。

※必要書類・連絡先等は次ページをご覧ください。



７ 出店応募に係る提出書類

① 出店申込書

② 営業許可証一式の写し

③ 食品衛生責任者証の写し

④ 製造物賠償請求保険等の証明書の写し

⑤ 納税証明書等の滞納がないことが証明できる書類（市税は除く）

⑥ 誓約書

⑦ 役員等調書兼照会承諾書（法人のみ）

⑧ 車検証の写し（自動車営業のみ）

⑨ 販売形態（販売車、テント等の大きさ）がわかる写真 ※実物を撮影してください。

８ その他

① 本要項に定めのない事項については、市と出店者による協議のうえ、市から指示します。

② 市からの指示・指導等に従わない場合や許可条件に違反する場合には、出店を取り消すことがありま

す。

９ 申込み・連絡先

（事務局）

米子市都市整備部建設企画課企画調整室

住 所：〒６８３－８６８６ 鳥取県米子市加茂町一丁目１番地

電 話：０８５９－２３－５２５３

ファクス：０８５９－２３－５３９６

メ ー ル：kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp

２ 出店通知受取 募集対象期間の初日の約１か月前までに出店日を通知します。

※出店できない場合にも通知します。

３ 都市公園等行為許可申請書提出 出店初回日の約２週間前までに当該申請書を提出してください。

※申請書は出店通知と併せて送付します。

※また、出店時の注意事項等を記載した書類も併せて送付します



対象施設の概要

（一覧表）

（全体位置図）

番号 公園名 場所 総面積 駐車場 備考

① 湊山公園 米子市西町地内 約 28.5ha 有り 都市公園

② 弓ヶ浜公園 米子市両三柳地内 約 10.9ha 有り 都市公園

③ 憩いの道 米子市中町地内 約 0.3ha 有り(市役所) 緑地

①湊山公園

②弓ヶ浜公園

③憩いの道

別紙



①湊山公園（米子市西町地内、約 28.5ha、都市公園）

（出店区画）

【参考情報】

『周辺施設の状況』

周辺施設 米子市児童文化センター・鳥取大学医学部付属病院 など

(年間利用者数) 米子市児童文化センター 102,583人(R3年度)

『米子市都市公園等トライアル・サウンディングのアンケート結果』

※飲食販売の利用者に対するアンケートより

利用者の属性

年代 20 代・33% 30 代・11% 40 代・11% 60 代・11% 70 代以上・11%

性別 男性・44% 女性・56%

公園の来場目的
遊び・86% 散歩・43% 休憩・11% （複数回答）

※上位三傑のみ掲載



②弓ヶ浜公園（米子市両三柳地内、約 10.9ha、都市公園）

（出店区画）

【参考情報】

『周辺施設の状況』

周辺施設 鳥取県立武道館 など

(年間利用者数) 鳥取県立武道館 70,187 人(R3 年度)

『米子市都市公園等トライアル・サウンディングのアンケート結果』

※飲食販売の利用者に対するアンケートより

利用者の属性

年代 10 代・13% 20 代・7% 30 代・27% 40 代・40% 50 代・13%

性別 男性・40% 女性・60%

公園の来場目的
遊び・40% 休憩・40% 散歩・33% （複数回答）

※上位三傑のみ掲載

県立武道館



③憩いの道（米子市中町地内、約 0.3ha、緑地）

（出店区画）

【参考情報】

『周辺施設の状況』

周辺施設 米子市立図書館・米子市立美術館・米子市役所 など

(年間利用者数)
米子市立図書館 652,131人(R3年度)

米子市立美術館 62,126 人(R3 年度)

『米子市都市公園等トライアル・サウンディングのアンケート結果』

※飲食販売の利用者に対するアンケートより

利用者の属性

年代 10 代・14% 20 代・14% 30 代・29% 40 代・21% 50 代・21%

性別 男性・40% 女性・60%

公園の来場目的
周辺施設の利用ついで・40% 散歩・40% 休憩・14% （複数回答）

※上位三傑のみ掲載


