
常駐責任者（警備・火元責任者）届 

ふりがな  

出店者名  

 

所在地  

 

電話・FAX 電話 ： 

FAX ： 

ふりがな  

担当者名  

※出店者は各自の責任において自主警備及び火元責任者としての防火対策を行っていただきます。 

※各出店者において催事中、必ず常駐し、運営の責任を負われる方を、警備責任者及び火元責任者として、 

専任させていただきますので、下記にご記入のうえ、ＦＡＸで御送信ください。 

※万が一、有事の際には下記の方へ責任等が発生しますので、必ず代表の方２名の名前を記載してください。 

常駐警備責任者・常駐火元責任者 

責任者名 緊急連絡先 （勤務先） 緊急連絡先 （自宅） 

＜常駐警備責任者＞ 

氏名： 

所在地： 住所： 

  

会社名： 

電話： 電話： 

ＦＡＸ： ＦＡＸ： 

所属： 携帯電話： 

＜常駐火元責任者＞ 

氏名： 

所在地： 住所： 

 

会社名： 

電話： 電話： 

ＦＡＸ： ＦＡＸ： 

所属： 携帯電話：  

締切：２０２２年 ５ 月 ３１日（火）１８：００ 必着 

送付先のＦＡＸ番号：０７８－３０３－０１７５ 

第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会  

屋台ブース担当者 渡辺 宗章  

〒６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１  

神戸商工会議所会館 ６ 階  

一般社団法人神戸青年会議所事務局内  

電話番号：０７８－３０３－００７５  



誓 約 書 
  

２０２２年    月    日  

みなとまつり実行委員会 殿  

この度、私共、                                 は、第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」（２０２２

年７月１７日・１８日）に出店を申し込むにあたり、別紙における出店規約の主旨・内容をよく理解した上で関

係法令に定められた全ての事項及び義務を守ると共に、貴委員会並びに各委員の指示等に従うほか、特に以下の

事項を遵守励行することを誓約致します。もし、これに反する事象が発生した場合は、協賛（屋台含む）ブース

出店中止等の措置を受けても異論なく又、これに伴う損害賠償等の請求も一切、おこないません。   

   

《特に守るべき遵守励行事項》   

１. 出店申込者以外の団体及び個人へのブース転売、貸与の禁止   

２. 実行委員会への事前届出以外の物品の販売の禁止   

３. ブーススペースを著しく越えた出店の禁止   

４. 出店者説明会の資料に記載された各禁止事項   

５. １．５ｋｗ以上の電気機器の使用の禁止（２間×４間は ３．０ｋｗまで）   

６. ２０２２年５月３１日（火）までに出店料を振込完了していない者の出店の禁止   

（前もっての届け出があった場合はこれに該当しません。）   

７. 他の出店者の迷惑になるような大音量での音だしの禁止   

８. その他主催者の定めた禁止事項   

９. 申し込みと異なる内容の協賛ブースの出店の禁止   

  

住所：                                      

出店店舗名：                                 

会社名：                                         

代表者名：                                   印  

締切：２０２２年 ５ 月３１日（火）１８：００ 必着 

送付先のＦＡＸ番号：０７８－３０３－０１７５ 

第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会  

屋台ブース担当者 渡辺 宗章  

〒６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１  

神戸商工会議所会館 ６ 階  

一般社団法人神戸青年会議所事務局内  

電話番号：０７８－３０３－００７５  



駐車許可証・進入許可証引換券 
 

２０２２年７月１６日（土）１３時より１７時、７月１７日（日）７時から９時の間にて、ホテルオークラ神

戸西側メリケンパーク場内進入口にて一般社団法人神戸港振興協会様発行の許可証と交換いたします。入り口付

近には神戸青年会議所メンバーが係員として配置しておりますので、お申し付けください。   

※ この用紙を２０２２年５月３１日（火）までに、ＦＡＸでお送りください。  

 

出店店舗名：  

  

代表者名：  

  

駐車許可証発行車両番号                                    

（場内には進入しないが、関係者駐車場に駐車する車両）   

  

  

  

進入許可証発行車両番号                                    

(場内に器材の搬入のみに進入するがそのまま帰る車両)   

  

  

  

進入・駐車許可証発行車両番号                                  

(場内に器材を搬入し、そのまま場内に駐車する必要のある車両)  

 

締切：２０２２年 ５ 月 ３１日（火）１８：００ 必着 

送付先のＦＡＸ番号：０７８－３０３－０１７５ 

第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会  

屋台ブース担当者 渡辺 宗章  

〒６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１  

神戸商工会議所会館 ６ 階  

一般社団法人神戸青年会議所事務局内  

電話番号：０７８－３０３－００７５  



誓 約 書 
私は、第２１回 「Kobe Love Port・みなとまつり」に出店するにあたり、下記事項及び出店者募集要綱記載事項に

ついて厳守するとともに、貴委員会並びに各委員に一切の迷惑をかけないことを誓約いたします。   

記 

１． 私は、暴力団員及び暴力団員と密接な関係にある者ではありません。 

また、暴力団員及び暴力員と密接な関係にある者を働かせません。   

２． 当社は、暴力団体関連企業ではありません。   

３． 私および営業補助者は、暴力団員と同一生計のものではありません。   

４． 出店に関し、他人に名義を貸しません（申請者以外の者が営業しません）。   

５． みなとまつり及びその周辺において、粗野又は乱暴な言動をしたり、刺青をちらつかせたりするなど 

周囲の人に迷惑をかけ、又は不安を与えるような行為はしません。   

６． 暴力団排除条例を遵守し、暴力団に用心棒代やみかじめ料等の利益を供与しません。   

７． 暴力団排除活動のため、露店出店申請書が関係機関に提出されることに同意します。   

８． 指定された時間以外は営業しません。   

９． 出店許可区域内で営業し、周辺に食材等は置きません。   

１０． 発電機等の持込みはしません。   

１１． 車両を乗り入れる場合は、歩行者等に細心の注意を払い運転します。   

１２． 消火器を備え付け、消火器具の使用に関して安全を期すとともに、消化器の取扱方法を習熟します。   

１３． みなとまつり委員会の委託を受けた運営事業者の指示に従います。   

１４． 上記事項に偽りがあった場合は、出店の不許可、出店許可の取消し及び店舗撤去の措置をとられ、 

あわせて、以降の出店を拒否されても一切異議申し立てをいたしません。    

２０２２年   月   日  

申請者     氏名                     印  営業補助者 氏名                    印  

営業補助者 氏名                     印  営業補助者 氏名                    印  

※ 申請者・営業補助者の署名・押印をお願いします。  

 暴力団排除条例抜粋（利益の供与の禁止）第２０条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。   

（1）暴力団員がその人の業務を行うことを容認することの対償として、暴力団員は暴力団員が指定した者に対し、

金品その他の財産上の利益の供与（以下単に「利益の供与」という。）をすること。   

（2）暴力団員がその人の業務に関する他人との紛争の解決又は鎮圧を行うことの対償として、暴力団員又は暴力団

員が指定した者に対し、利益の供与をすること。  

（3）何人も、前項に掲げる行為のほか、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は

暴力団の運営に資することとなることを知って、利益の供与をしてはならない。  

締切：２０２２年 ５ 月 ３１日（火）１８：００ 必着 

送付先のＦＡＸ番号：０７８－３０３－０１７５ 

第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会  

屋台ブース担当者 渡辺 宗章  

〒６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１  

神戸商工会議所会館 ６ 階  

一般社団法人神戸青年会議所事務局内  

電話番号：０７８－３０３－００７５ 



本人確認書類 

 

 ※誓約書に署名した申請者及びすべての営業補助者の身分証明書の写しについてＦＡＸにて、 

送付をお願いいたします。送付の締め切りは下記です。締め切り日の遵守をお願いいたします。 

 

締切：２０２２年 ５ 月 ３１ 日（火）１８：００ 必着 

送付先のＦＡＸ番号：０７８－３０３－０１７５ 

 

 

第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会  

屋台ブース担当者 渡辺 宗章  

〒６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町６－１  

神戸商工会議所会館 ６ 階  

一般社団法人神戸青年会議所事務局内  

電話番号：０７８－３０３－００７５ 

  

 
（営業補助者） 
 

カラーのマイナンバーカードの表⾯の写し 
（写真付き、マイナンバーの記載がない⾯） 
もしくは運転免許証の写し 
（写真付き、本籍地の記載がないもの） 

 
（営業補助者） 
 

カラーのマイナンバーカードの表⾯の写し 
（写真付き、マイナンバーの記載がない⾯） 
もしくは運転免許証の写し 
（写真付き、本籍地の記載がないもの） 

 
（営業補助者） 
 

カラーのマイナンバーカードの表⾯の写し 
（写真付き、マイナンバーの記載がない⾯） 
もしくは運転免許証の写し 
（写真付き、本籍地の記載がないもの） 

 
（申請者） 
 

カラーのマイナンバーカードの表⾯の写し 
（写真付き、マイナンバーの記載がない⾯） 
もしくは運転免許証の写し 
（写真付き、本籍地の記載がないもの） 



第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」 

追加機材申込書 

 

 

 

 

                                  ２０２２年５月２７日 

                                  ２０２２年５月３１日 

 

[⽂書の重要な部分を引⽤
し て 読 者 の 注 意 を 引 い た
り、このスペースを使って
注⽬ポイントを強調したり
しましょう。このテキスト 
ボックスは、ドラッグして
ページ上の好きな場所に配
置できます。] 


