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　イベントの予約から開催までのながれ

　【お台場海浜公園の場合】

臨海地域におけるイベント予約について

・上記の現場打合せまでを終了させた上で、イベント内容に問題がなく開

催が可能である場合には、海上公園のイベントに関する許可権限を有し

ている東京都へ許可申請を行う。 

連絡先  

東京港管理事務所臨海地域管理課海上公園管理担当 

電話番号 ０３－５４６３－０２３１ 

(イベント開催2週間前) 

開催日程確認 ・イベントの開催予定場所及び日程の確認 

連絡先  

東京港埠頭㈱ 公園事業部 企画開発課 企画開発係 

電話番号 ０３－３５９９－７３０５ 

イベント内容の確認 （主な確認事項） 

・公共性があり、臨海副都心の賑わいを創出するイベントであるか。 

・一般開放性があり、来園したお客様が参加できるイベントか。 

・商業イベント（飲食関係等）の開催は可能であるが、過度な営利目的で

はない。 

・屋外広告物条例に抵触しないもの。 

・その他、東京都海上公園条例に抵触しないもの。 

名義申請の確認 ・開催しようとするイベントに対して「国または地方公共団体の主催・共

催・後援」の名義が必要となる。 

連絡先  

（一社）東京臨海副都心まちづくり協議会 

電話番号 ０３－５５３０－３０１１ 

 
 

現場打ち合わせ ・イベント開催予定公園の公園管理事務所にてイベント内容・スケジュー

ル等の詳細を確認。 

・５ページからの「イベント利用のご案内について」に則り、打合せ等を行

う。 

連絡先 

東京港埠頭㈱公園事業部公園センター臨海管理係 

電話番号０３－５５３１－０８５２ 

 許可申請 

現場打ち合わせ 

   （最終） 

・東京都からの許可が下りた後、公園管理事務所にて必要品の貸し出し

及びイベントの最終確認を行う。 
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　【シンボルプロムナード公園の場合】

　【潮風公園の場合】
イベントに関する問い合わせは、東京都建設局東部公園緑地事務所管理課管理担当へ。
電話番号　０３－３８２１－６１４８

臨海地域におけるイベント予約について

・上記の現場打合せまでを終了させた上で、イベント内容に問題がなく開

催が可能である場合には、海上公園のイベントに関する許可権限を有し

ている東京都へ許可申請を行う。 

連絡先  

東京港管理事務所臨海地域管理課海上公園管理担当 

電話番号 ０３－５４６３－０２３１ 

(イベント開催2週間前) 

開催日程確認 ・イベントの開催予定場所及び日程の確認 

連絡先  

東京港埠頭㈱ 公園事業部 企画開発課 企画開発係 

電話番号 ０３－３５９９－７３０５ 

イベント内容の確認 （主な確認事項） 

・公共性があり、臨海副都心の賑わいを創出するイベントであるか。 

・一般開放性があり、来園したお客様が参加できるイベントか。 

・商業イベント（飲食関係等）の開催は可能であるが、過度な営利目的で

はない。 

・屋外広告物条例に抵触しないもの。 

・その他、東京都海上公園条例に抵触しないもの。 

名義申請の確認 ・開催しようとするイベントに対して「国または地方公共団体の主催・共

催・後援」もしくは「（一社）東京臨海副都心まちづくり協議会の主催・共

催・後援」いずれかの名義が必要となる。 

※「国または地方公共団体の名義」のみでイベント開催の場合、臨海副

都心エリア進出企業様のご理解を得るため、主催者様より（一社）東京

臨海副都心まちづくり協議会へイベント趣旨をご説明をして頂く必要があ

る。 

連絡先  

（一社）東京臨海副都心まちづくり協議会 

電話番号 ０３－５５３０－３０１１ 
現場打ち合わせ ・イベント開催予定公園の公園管理事務所にてイベント内容・スケジュー

ル等の詳細を確認。 

・５ページからの「イベント利用のご案内について」に則り、打合せ等を行

う。 

連絡先 

東京港埠頭㈱公園事業部公園センター臨海管理係 

電話番号０３－５５３１－０８５２ 

 許可申請 

現場打ち合わせ 

   （最終） 

・東京都からの許可が下りた後、公園管理事務所にて必要品の貸し出し

及びイベントの最終確認を行う。 
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１．利用者の義務

　　・打合せ事項の内容に従って誠実に催物を開催すること。
　　　（１）当社との打ち合わせ後、関係各所への申請に間に合う期日までに企画書　（会場レイアウト、
　　　搬入出計画、タイムスケジュール、警備計画、清掃計画等）を持ちより、お台場海浜公園・
      シンボルプロムナード公園に関しては、 お台場海浜公園管理事務所、潮風に関しては
      潮風公園管理事務所と打合せを行う。
　　　（２）イベントの実施にあたり、一般の来園者やイベントの来園者の利用に支障がないようにすること。
　　・当社が必要に応じ随時連絡が取れるよう、連絡先を明らかにすること。
　　・使用者は、設営業者などの関係業者や参加者に対しても、この禁止事項や使用条件について遵守
　　　するよう周知すること。
　　・施設利用中（準備・撤去期間を含む）に発生した事故については、利用者自身のみならず、関係
　　　業者や来場者にかかわる事故についても、全て主催者が責任を負うこと。
　　・施設及び当社が管理する敷地において、善良な風俗又は習慣を害する行為、その他施設及び
　　　当社が管理する敷地の維持または管理・運営に支障を来すと認められる行為をしないこと。
　　・法令の規則及び規程を超える音量を出す、騒音、振動、異臭を発する、路上駐車をする等、近隣
　　　の迷惑となる行為をしないこと。

　　・利用者には、施設を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
　　・施設利用中及び準備・撤去中は、利用規則、事前の打合せ内容に従い、利用者の責任において管理
　　　者を定め、当社と連絡・調整を図りながら、火災等事故防止に努めること。
　　・施設の利用に関する法律に定められた関係官庁への届出及び許可申請等については、利用者の責
　　　任において行うこと。　また、許可書（許可済みの確認が出来るもの）の写しを開催３日前までに管理
　　　事務所に提出すること。　　
　　・利用者は当社と連絡・調整を図りつつ、施設とその周辺に対する諸配慮、来園者及び来場車両の整理
　　　、作業員等関係者の管理・監督を行うこと。
　　・催物等において、多数の来場者が予想される時、又は他の催物の開催に支障を及ぼす恐れがあると
　　　当社が認める時は、利用者が警備専門会社を雇う等万全の警備体制及び来園者整理誘導体制を敷く
　　　こと。
　　・利用者には利用終了後に利用した施設を現状復旧すること。

　　・企画書、打合せ内容に虚偽の記載が認められた時、又は利用の目的・内容と異なる目的内容で利用
　　　する時。
　　・申請以外の場所で、作業又は、催事行為を行った時。
　　・施設の利用に関して、当社が定める規則等を遵守しなかった時。
　　・施設の利用に関して、法令に定める関係官公庁への届出を怠った時。
　　・災害その他不可抗力によって、施設等の利用ができなくなった時。またその復旧に要する工事等の施
　　　行ならびに点検等で事実上施設の利用が出来なくなった時。
　　・感染症の大規模流行等により国、東京都等の行政機関から施設の使用中止や催物の開催中止の勧
　　　告が出されたことにより、催物の開催が困難になった時。

　　・催物など一般来場を募るような場合には、万一に備えて損害補償保険等の加入を検討すること。
　　・施設及び設備・運営等において、利用者及びその関係業者や来園者に起因する損害が発生した場合
　　　は、利用者にその損害額を賠償すること。
　　・利用者がこの規則に記載されている事項及び施設利用等に関する当社との協議事項等に違反し損害
　　　が発生した場合も、前項同様に損害額を賠償すること。
　　・施設の利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故等の全ての事故について、当社に
　　　重大な過失が無い限り、当社は一切の責任は負わない。
　　・利用者及びその関係業者や来場者に損害が生じる場合があっても当社はその責任は負わない。

４．賠償及び免責

イベント利用について

２．利用者の管理責任

３．利用の中止
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５．光熱水

　　・電気、水道については事前に当社との協定書を締結した後、施設の設備を利用できます。

６．車両について

　　・許可書を掲示してある車のみ園内通行可能。
　　・車両は搬入・搬出時のみ園内通行可能。作業終了後速やかに園内から退去させること。
　　・車体重量は４ｔ車以下。(場所よっては2t以下)
　　・園内の走行は１０km以下。
　　・留め置きは禁止、緊急用に１台のみ可能。なお、駐車位置については、通行等の妨げにならないよ
　　　う協議決定する。

７．廃棄物処理

　　・発生したゴミは、使用者の責任と費用負担で速やかに処分すること。

８．音

　　・音楽イベント、スピーカー使用のイベントの場合スピーカーの設置位置に注意すること。
　　・お台場・周辺の住宅、潮風・近隣のホテル及び対岸海方向（住宅がある）には向けないこと。
　　・環境局の、騒音に係る環境基準を参考にすること。
　　・近隣、対岸の住宅又は近隣ホテルに事前に申し入れが必要。　　
　　　また、他の利用者、住民等から苦情が寄せられた場合は、使用者の責任において対処し即時是正
　　　すること。

９．喫煙について

　　・灰皿の設置してある指定の喫煙場所を利用すること。

10.管理事務所スタッフの立ち入り
　　・管理事務所スタッフが事前の打合せどおり使用しているかを確認するために、事前予告なく会場内に
　　　入る場合があるが、原則立入りを許可すること。

11.設営・施工上の条件
　　・工作物の設置に当たっては、養生を含め安全の確保に努めること。作業については管理事務所職
　　　員との事前打合せのとおりに施工すること。なお、変更する場合は事前に管理事務所に連絡し、了
　　　解を得たうえで施工すること。
　　・作業にあたって、施設を毀損又は破損する恐れのある場合は、養生を十分に施すこと。
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１．催物開催届
　　・東京湾岸警察署、警備課に提出
　　・記載内容（例）、別紙のとおり。

２．イベント分電盤の使用
　　・事前に当社との協定書を締結、子メーターの数値により後日当社から請求。
　　・設置場所は打合せ時に確認。

３．発電機の使用について

　　　　【電気事業法】出力１０kw以上ものについては経済産業省への届出が必要となります。）
　　★保安規程
　　★電気主任技術者

　　●発電機の使用（多数の者の集合する催しにおける火災予防について）
　　　【火災予防条例第六十条五項】　（祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催
　　　しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行

　　　★消防活動上支障のある行為等の届出書の提出
　　　★発電機の周りをフェンスで囲い、消火器の設置が必要

　(少量危険物貯蔵取扱所等の届出等)
　　１）．【消防法第九条の四第一項】 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量（以下
　　　　　「指定数量」という。）未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合に
　　　　　その拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの（以
　　　　　下「指定可燃物」という。）その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
　　　　　は、市町村条例でこれを定める。 
　　２ ）．指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱
　　　　　う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準（第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基
　　　　　準を除く。）は、市町村条例で定める。 
　　　　　【火災予防条例第五十八条】少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようと
　　　　　する者は、当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前までに、規
　　　　　則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容の変更(規
　　　　　則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者も、同様とする。 （消防署への届出が必要。）
　　　　★少量危険物貯蔵の取扱届

５．水域の使用（お台場）
　　　　　【港則法第32条】特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可
　　　　　を受けなければならない。
　　　　★（工事・作業又は行事）許可申請書　　　　（東京海上保安部への届出が必要。）
　　　　　【東京都海上取締条例第18条１項】競技使用　ボートレース、水泳等競技をするために、水面を
　　　　　使用すること。

　　　　　その他
　　　　・水域を使用する場合、周知のため、事前に案内板の設置、ボード保管庫契約者への告知文の送
　　　　　付が必要。
　　　　・船舶を使用する際には、『監視船』などの表記を陸上からも視認できる大きさで掲示すること。

４．燃料について

各種届出について

　　●発電機出力１０kw以上の場合

　　　為については消防署への届出が必要。）
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６．飲食イベント
　　　★届出については内容により異なり、所管保健所への届出も必要になる。
　　　　・その他、設備について
　　　　・調理を伴うイベントについては施設配水管に排水する前に阻集器を設置すること。
　　　★近隣企業等への連絡
　　　　・お台場　　・・・　　既設テナントへの周知
　　　　・シンボル　・・・　　近隣商業施設への周知

７．マラソンについて
　　　★道路占用許可申請書 （東京湾岸警察署への届出が必要。）

　　　　　　【道路交通法第七十七条第一項第四号】前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事
　　　　　　をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法
　　　　　　により、道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為
　　　　　　で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その
　　　　　　他交通の安全と円滑化を図るため必要と認めて定めたものを使用とする者。
　　　　★道路使用許可申請書
　　　　　（東京港管理事務所　道路管理課、東京都第五建設事務所への届出が必要となります。）

　　　　　（事前に当社との協定書を締結し後日請求。）
　　　　　・設置場所は打合せ時に確認

　　　　（道路の使用の許可）

８．水道について
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・催物開催届について

警視庁　東京湾岸警察署　警備課 03-3570-0110
　　（内）4612

・発電機の使用について
　　・発電機出力１０kw以上の場合

経済産業省、関東東北産業保安監督部　電力安全課　発電係 048-600-0391

　　・発電機（小規模）出力１０kw以下の場合
　　・少量危険物貯蔵取扱所等の届出等

シンボル 東京消防庁　深川消防署　有明分室　 03-3529-0119
お台場 東京消防庁　芝消防署　芝浦出張所　　　　　　 　 03-3452-0119
潮風公園 東京消防庁　大井消防署　　　　　 　 　 03-3765-0119

・水域の使用について

東京海上保安部　航行安全課 03-5564-2022
東京湾岸警察署 03-3570-0110

・飲食イベントについて

シンボル 東京都福祉保健局　江東区保健所 03-3647-5855

お台場 東京都福祉保健局　港区みなと保健所 03-6400-0050
潮風公園 東京都福祉保健局　品川区保健所 03-5742-9132

・マラソンについて

東京湾岸警察署 03-3570-0110
東京港管理事務所港湾道路管理課 03−5463−0224

　　・対象：全てのイベント

問い合わせ先
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　　東京湾岸警察署長　　殿

住　　所

　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　電話

会場内のレイアウト図

緊急連絡網

別添１のとおり

別添２のとおり

イベントの協賛、後援等があれば記載

イベント会場内での酒の提供はあるか

　合計人数

　最大人数

警備状況

警備会社名

責任者名　連絡先

　　届出者

人数（予想集客）・各日の人数

イベント名

開催日時

開催場所

責任者名　連絡先

催　　物　　開　　催　　届　　（例）
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注1 法律の規定によって、50日程度要する場合があります。主催者でご確認ください。

確認

　電気設備設置（変更）届出書等 消　　防　　署 ２部 10日前 まで

イベント申請

少量危険物 消　　防　　署 ２部

保安規程

電気主任技術者
経済産業省 ２部

申　請　書 必要部数

詳細打合せ 当社 ２部 下記提出物による

7日前 まで

占用許可申請書
東京港

管理事務所
２部 14日前 まで

マラソン
都道通行

の申請、警察 ２部 20日前

20日前 まで

水域使用 保安部 ２部 31日前 まで

まで

音（音楽イベント） 近隣住民 ２部 30日前 まで

30日前 まで

提出期日

飲食イベント 保健所 ２部 10日前 まで

まで

〃
都道通行

の申請、都
２部

催物開催届 警察 ２部

消防活動上支障のある行為等の届出書 消　　防　　署 ２部

備考欄

東京港管理事務所から
占用許可が下りた後、
31日前に申請を行う。

注1

まで

まで

10日前

10日前

まで

まで

期限については参考です。関係各所にご確認の上、弊社担当へご連絡下さい。

立看・ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ・その他（　　　　　　　　）イベント告知 手　法

飲食イベント 近隣店舗 ２部 30日前
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