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令和４年（2022年）８月５日 

 

 報 道 機 関 各 位 

 

港湾空港部港湾空港振興課長 

 

「函館エアポートフェスタ’２２」の開催について 

 

 このことについて，下記のとおり開催することとし，参加者を募集しておりますので，

取材報道方よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 開 催 日  令和４年９月１０日（土） 

  

２ 開催場所  函館空港内（函館市高松町５１１） 

  

３ 主  催  函館空港「空の日」実行委員会 

  

４ 開催概要  （１）ＡＮＡ Ｋｉｄｓマーシャラー体験＆機体見学会 

（２）ＪＡＬ 機体見学会，折り紙ヒコーキ教室 

（３）航空教室＆ラジオ工作教室 

（４）小型ジェット機「ＨｏｎｄａＪｅｔ」機体見学 

（５）駐車場特設会場でのステージイベントや青空市場など（予定） 

  

５ 事前募集  （１）～（４）につきましては，令和４年８月２４日（水）１７時

までに事前のお申し込みが必要です。 

         詳細は別添のチラシおよび募集要項をご参照ください。 

 

 

           （港湾空港部港湾空港振興課 担当：小林，勘田 内線３４３９） 



 

令和４年８月吉日 

函館空港「空の日」実行委員会 

 

「函館エアポートフェスタ’２２」の開催について 

 

 函館空港においては、「空の日」を記念する事業を例年「函館エアポートフェスタ」と銘打っ

て実施しておりますが、本年も航空振興や地元住民との親睦などを図り、下記のとおり開催を予

定しておりますのでお知らせいたします。 
ついては、本イベントの告知による集客によって、開催主旨の効果向上を図りたく、ご協力の

程、よろしくお取り計らい願います。 
なお、今回は、事前募集を行うイベントについての資料のみ添付いたします。このほかに、駐

車場特設会場でのステージショーや物販等も予定しておりますので、内容確定後、改めてお知ら

せいたします。 
 

記 
 

開催日時： 令和４年９月１０日（土） 

会  場： 函館空港内（函館市高松町５１１） 

開催概要： 詳細は添付するチラシ及び募集要項のとおりです。 

取 材 等： 当日の取材を希望される報道関係者は、添付する「撮影許可申請」に必要事項

を記入し、８月３１日（水）１７時までにメールで申請願います。 

添付資料： チラシ、募集要項、撮影許可申請 
 
※「空の日」とは・・・ 

今日のような航空発展の契機となったのが、昭和２７年の民間航空の運航再開です。その民間航空

再開４０周年にあたる平成４年に、より多くの皆さまに航空に対するご理解と関心を高めていただく

ことを目的として９月２０日に「空の日」、９月２０日～３０日に「空の旬間」が設けられました。 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 
東京航空局函館空港事務所 国分、津田 
連絡先： 0138-57-1737 

【当日取材申請先】 
北海道エアポート（株）函館空港事業所 
メール： hkd-soumu@hokkaido-airports.co.jp 





函館エアポートフェスタ’２２
ANA Kid’sマーシャラー体験＆機体見学会 募集要項

2022年9月10日（土） 10:30～12:00（10:00受付開始）小雨決行
※荒天時は、イベントの中止または内容が変更となる場合がございます。

参加費無料
20組40名程度（小学生対象）

・必ず家族等保護者様との2名1組でお申し込みください。
・お子様と保護者様の3名以上でのお申し込みは受付できません。

※当日は全員の本人確認が必要となります。詳細については別途当選者様にご連絡いたします。

【募集終了】2022年8月24日（水）17時まで

応募フォームへアクセスし、手順に沿ってお申込みください。
※お電話や郵送での参加応募は受付しておりませんのでご了承下さい。

応募者多数の場合は抽選となります。当選された方には8月31日（水）（予定）に、詳細事項を記
載した当選通知をメールおよび郵送にてお送りいたします。

函館空港「空の日」実行委員会事務局（東京航空局函館空港事務所総務課内）
Tel：0138-57-1737（午前9時～午後5時）※土・日・祝日は除く

必ず、次項の『注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い』をお読
みください。

日時

定員・応募要件

応募締切

応募方法

当選の通知方法

お問い合わせ先



・当日の状況により、イベントの中止またはプログラムの変更となる可能性がございますので、
予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
・イベントが中止や延期となった場合、その理由がいかなるものであったとしても、遠隔地から
ご来場の場合の前泊費用や移動交通費、各種キャンセル料など、イベント参加者様に発生した
全て費用については、イベント参加者様にご負担いただきますので、ご承諾願います。
・当選通知のない方は参加できません。
・お車にてご来場される方は、当選通知に記載されている駐車場をご利用ください。
・通常は立ち入ることのできない空港の制限区域内に入場しますので、ライター・マッチなど火気
につながるもの、刃物などの危険物の持ち込みは厳禁です。

・傘の持ち込みはできませんので、必要に応じてカッパをご持参ください。
・スタッフがイベントの模様を撮影する場合がございます。これらの撮影物（写真・動画等）は、
活動報告として「HOKKAIDO LOVE!」及び空港の公式ホームページや公式SNS、各種印刷物等に
使用･掲載させていただくことがございますので、予めその旨、ご承諾願います。

イベント開催の際には空港の感染症防止対策の取り組みおよび「新北海道スタイル」に基づく感染症
防止対策を順守したうえで実施いたします。
なお、イベント実施に際し、国もしくは各自治体から開催自粛要請があった場合は、イベントを延期
もしくは中止する場合がございます。
また、開催自粛要請がない場合でも感染拡大状況を総合的に判断し、イベントを延期または中止、も
しくは開催内容を変更する場合がございます。

•次の症状がある方はご来場をお控え下さい。
• 37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
• 風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）がある方
• 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
• 身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
• 日本国外の国・地域から日本へ入国後、政府が定める所定の待機期間を経過していない方
• その他、体調に不安がある方

•イベント当日は、37.5℃未満であることをご確認の上、ご来場ください。
•屋内およびイベント実施中は、マスクの着用を推奨しております。
屋外であっても人との距離が確保できない中で会話を行う場合は、マスクの着用を推奨しております。

•イベント参加者様は厚生労働省が推奨する、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
ダウンロードにご協力をお願いいたします。

•来場時に検温を行いますのでご協力をお願いいたします。37.5℃以上の発熱がある方のイベント参加
はお断りさせていただきます。

•来場時には手指用のアルコール消毒をお願いさせていただきます。
•イベント会場内で感染症発生の可能性があった場合や地方自治体や保健所から開示請求があった場
合、接触者特定の目的として指定機関へ情報提供させていただく可能性がございます。
また、参加した皆様にも聞き取りなどの調査にご協力いただく場合がございます。

注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い

イベント実施について

イベント参加者様へのお願い

注意事項



函館エアポートフェスタ’２２
JAL機体見学 募集要項

2022年9月10日（土）小雨決行

1回目：12:50～13:50（12:20受付開始）
2回目：14:05～15:15（13:35受付開始）
※荒天時は、イベントの中止または内容が変更となる場合がございます。

参加費無料
各回20名程度（小・中学生対象）

・小学校4年生以下のお子様は、必ず家族等保護者様との組み合わせでお申し込みください。
・お子様1名に対して、保護者様が2名以上となるお申し込みは受付できません。
・同伴の保護者様も、上記の定員に含まれます。

※当日は全員の本人確認が必要となります。詳細については別途当選者様にご連絡いたします。

【募集終了】2022年8月24日（水）17時まで

応募フォームへアクセスし、手順に沿ってお申込みください。
※お電話や郵送での参加応募は受付しておりませんのでご了承下さい。

応募者多数の場合は抽選となります。当選された方には8月31日（水）（予定）に、詳細事項を記
載した当選通知をメールおよび郵送にてお送りいたします。

函館空港「空の日」実行委員会事務局（東京航空局函館空港事務所総務課内）
Tel：0138-57-1737（午前9時～午後5時）※土・日・祝日は除く

必ず、次項の『注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い』をお読
みください。

日時

定員・応募要件

応募締切

応募方法

当選の通知方法

お問い合わせ先



・当日の状況により、イベントの中止またはプログラムの変更となる可能性がございますので、
予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
・イベントが中止や延期となった場合、その理由がいかなるものであったとしても、遠隔地から
ご来場の場合の前泊費用や移動交通費、各種キャンセル料など、イベント参加者様に発生した
全て費用については、イベント参加者様にご負担いただきますので、ご承諾願います。
・当選通知のない方は参加できません。
・お車にてご来場される方は、当選通知に記載されている駐車場をご利用ください。
・通常は立ち入ることのできない空港の制限区域内に入場しますので、ライター・マッチなど火気
につながるもの、刃物などの危険物の持ち込みは厳禁です。

・傘の持ち込みはできませんので、必要に応じてカッパをご持参ください。
・スタッフがイベントの模様を撮影する場合がございます。これらの撮影物（写真・動画等）は、
活動報告として「HOKKAIDO LOVE!」及び空港の公式ホームページや公式SNS、各種印刷物等に
使用･掲載させていただくことがございますので、予めその旨、ご承諾願います。
・未成年の方が単独でイベントに参加される場合は、保護者様の緊急時連絡先をご提出いただきます。
（詳細は、当選された方にお知らせいたします。）

イベント開催の際には空港の感染症防止対策の取り組みおよび「新北海道スタイル」に基づく感染症
防止対策を順守したうえで実施いたします。
なお、イベント実施に際し、国もしくは各自治体から開催自粛要請があった場合は、イベントを延期
もしくは中止する場合がございます。
また、開催自粛要請がない場合でも感染拡大状況を総合的に判断し、イベントを延期または中止、も
しくは開催内容を変更する場合がございます。

•次の症状がある方はご来場をお控え下さい。
• 37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
• 風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）がある方
• 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
• 身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
• 日本国外の国・地域から日本へ入国後、政府が定める所定の待機期間を経過していない方
• その他、体調に不安がある方

•イベント当日は、37.5℃未満であることをご確認の上、ご来場ください。
•屋内およびイベント実施中は、マスクの着用を推奨しております。
屋外であっても人との距離が確保できない中で会話を行う場合は、マスクの着用を推奨しております。

•イベント参加者様は厚生労働省が推奨する、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
ダウンロードにご協力をお願いいたします。

•来場時に検温を行いますのでご協力をお願いいたします。37.5℃以上の発熱がある方のイベント参加
はお断りさせていただきます。

•来場時には手指用のアルコール消毒をお願いさせていただきます。
•イベント会場内で感染症発生の可能性があった場合や地方自治体や保健所から開示請求があった場
合、接触者特定の目的として指定機関へ情報提供させていただく可能性がございます。
また、参加した皆様にも聞き取りなどの調査にご協力いただく場合がございます。

注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い

イベント実施について

イベント参加者様へのお願い

注意事項



函館エアポートフェスタ’２２
JAL折り紙ヒコーキ教室 募集要項

2022年9月10日（土）

1回目：9:30～10:10（9:00受付開始）
2回目：16:00～16:40（15:30受付開始）

参加費無料
各回20名程度（小・中学生対象）

・小学校4年生以下のお子様は、必ず家族等保護者様との組み合わせでお申し込みください。
・お子様1名に対して、保護者様が2名以上となるお申し込みは受付できません。
・同伴の保護者様も、上記の定員に含まれます。

※当日は全員の本人確認が必要となります。詳細については別途当選者様にご連絡いたします。

【募集終了】2022年8月24日（水）17時まで

応募フォームへアクセスし、手順に沿ってお申込みください。
※お電話や郵送での参加応募は受付しておりませんのでご了承下さい。

応募者多数の場合は抽選となります。当選された方には8月31日（水）（予定）に、詳細事項を記
載した当選通知をメールおよび郵送にてお送りいたします。

函館空港「空の日」実行委員会事務局（東京航空局函館空港事務所総務課内）
Tel：0138-57-1737（午前9時～午後5時）※土・日・祝日は除く

必ず、次項の『注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い』をお読
みください。

日時

定員・応募要件

応募締切

応募方法

当選の通知方法

お問い合わせ先



・当日の状況により、イベントの中止またはプログラムの変更となる可能性がございますので、
予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
・イベントが中止や延期となった場合、その理由がいかなるものであったとしても、遠隔地から
ご来場の場合の前泊費用や移動交通費、各種キャンセル料など、イベント参加者様に発生した
全て費用については、イベント参加者様にご負担いただきますので、ご承諾願います。
・当選通知のない方は参加できません。
・お車にてご来場される方は、当選通知に記載されている駐車場をご利用ください。
・スタッフがイベントの模様を撮影する場合がございます。これらの撮影物（写真・動画等）は、
活動報告として「HOKKAIDO LOVE!」及び空港の公式ホームページや公式SNS、各種印刷物等に
使用･掲載させていただくことがございますので、予めその旨、ご承諾願います。
・未成年の方が単独でイベントに参加される場合は、保護者様の緊急時連絡先をご提出いただきます。
（詳細は、当選された方にお知らせいたします。）

イベント開催の際には空港の感染症防止対策の取り組みおよび「新北海道スタイル」に基づく感染症
防止対策を順守したうえで実施いたします。
なお、イベント実施に際し、国もしくは各自治体から開催自粛要請があった場合は、イベントを延期
もしくは中止する場合がございます。
また、開催自粛要請がない場合でも感染拡大状況を総合的に判断し、イベントを延期または中止、も
しくは開催内容を変更する場合がございます。

•次の症状がある方はご来場をお控え下さい。
• 37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
• 風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）がある方
• 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
• 身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
• 日本国外の国・地域から日本へ入国後、政府が定める所定の待機期間を経過していない方
• その他、体調に不安がある方

•イベント当日は、37.5℃未満であることをご確認の上、ご来場ください。
•屋内およびイベント実施中は、マスクの着用を推奨しております。
屋外であっても人との距離が確保できない中で会話を行う場合は、マスクの着用を推奨しております。

•イベント参加者様は厚生労働省が推奨する、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
ダウンロードにご協力をお願いいたします。

•来場時に検温を行いますのでご協力をお願いいたします。37.5℃以上の発熱がある方のイベント参加
はお断りさせていただきます。

•来場時には手指用のアルコール消毒をお願いさせていただきます。
•イベント会場内で感染症発生の可能性があった場合や地方自治体や保健所から開示請求があった場
合、接触者特定の目的として指定機関へ情報提供させていただく可能性がございます。
また、参加した皆様にも聞き取りなどの調査にご協力いただく場合がございます。

注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い

イベント実施について

イベント参加者様へのお願い

注意事項



函館エアポートフェスタ’２２
航空教室＆ラジオ工作教室 募集要項

2022年9月10日（土）10:30～14:45（10:00受付開始）
※途中、1時間程度の昼休憩を挟みます。
飲食物の提供はありません。また、会場での食事はできませんので、空港ターミナルビル等を
ご利用ください。

参加費無料
15名程度（小学4～6年生・中学生対象）

・小学生のお子様は、必ず家族等保護者様との組み合わせでお申し込みください。
・お子様1名に対して、保護者様が2名以上となるお申し込みは受付できません。
・同伴の保護者様は、上記の定員に含まれません。

※当日は全員の本人確認が必要となります。詳細については別途当選者様にご連絡いたします。

【募集終了】2022年8月24日（水）17時まで

応募フォームへアクセスし、手順に沿ってお申込みください。
※お電話や郵送での参加応募は受付しておりませんのでご了承下さい。

応募者多数の場合は抽選となります。当選された方には8月31日（水）（予定）に、詳細事項を記
載した当選通知をメールおよび郵送にてお送りいたします。

函館空港「空の日」実行委員会事務局（東京航空局函館空港事務所総務課内）
Tel：0138-57-1737（午前9時～午後5時）※土・日・祝日は除く

必ず、次項の『注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い』をお読
みください。

日時

定員・応募要件

応募締切

応募方法

当選の通知方法

お問い合わせ先



・当日の状況により、イベントの中止またはプログラムの変更となる可能性がございますので、
予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
・イベントが中止や延期となった場合、その理由がいかなるものであったとしても、遠隔地から
ご来場の場合の前泊費用や移動交通費、各種キャンセル料など、イベント参加者様に発生した
全て費用については、イベント参加者様にご負担いただきますので、ご承諾願います。
・当選通知のない方は参加できません。
・お車にてご来場される方は、当選通知に記載されている駐車場をご利用ください。
・スタッフがイベントの模様を撮影する場合がございます。これらの撮影物（写真・動画等）は、
活動報告として「HOKKAIDO LOVE!」及び空港の公式ホームページや公式SNS、各種印刷物等に
使用･掲載させていただくことがございますので、予めその旨、ご承諾願います。
・未成年の方が単独でイベントに参加される場合は、保護者様の緊急時連絡先をご提出いただきます。
（詳細は、当選された方にお知らせいたします。）

イベント開催の際には空港の感染症防止対策の取り組みおよび「新北海道スタイル」に基づく感染症
防止対策を順守したうえで実施いたします。
なお、イベント実施に際し、国もしくは各自治体から開催自粛要請があった場合は、イベントを延期
もしくは中止する場合がございます。
また、開催自粛要請がない場合でも感染拡大状況を総合的に判断し、イベントを延期または中止、も
しくは開催内容を変更する場合がございます。

•次の症状がある方はご来場をお控え下さい。
• 37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
• 風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）がある方
• 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
• 身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
• 日本国外の国・地域から日本へ入国後、政府が定める所定の待機期間を経過していない方
• その他、体調に不安がある方

•イベント当日は、37.5℃未満であることをご確認の上、ご来場ください。
•屋内およびイベント実施中は、マスクの着用を推奨しております。
屋外であっても人との距離が確保できない中で会話を行う場合は、マスクの着用を推奨しております。

•イベント参加者様は厚生労働省が推奨する、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
ダウンロードにご協力をお願いいたします。

•来場時に検温を行いますのでご協力をお願いいたします。37.5℃以上の発熱がある方のイベント参加
はお断りさせていただきます。

•来場時には手指用のアルコール消毒をお願いさせていただきます。
•イベント会場内で感染症発生の可能性があった場合や地方自治体や保健所から開示請求があった場
合、接触者特定の目的として指定機関へ情報提供させていただく可能性がございます。
また、参加した皆様にも聞き取りなどの調査にご協力いただく場合がございます。

注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い

イベント実施について

イベント参加者様へのお願い

注意事項



函館エアポートフェスタ’２２
小型ジェット機「HondaJet」機体見学 募集要項

2022年9月10日（土）小雨決行

1回目：10:30～11:20（10:00受付開始）
2回目：11:30～12:20（11:00受付開始）
3回目：13:30～14:20（13:00受付開始）
4回目：14:30～15:20（14:00受付開始）
※荒天時は、イベントの中止または内容が変更となる場合がございます。

参加費無料
各回10名程度（小学生以上対象）

・小学生のお客様は、必ず家族等保護者様との組み合わせでお申し込みください。
・お子様1名に対して、保護者様が2名以上となるお申し込みは受付できません。
・同伴の保護者様は、上記の定員に含まれません。

※当日は全員の本人確認が必要となります。詳細については別途当選者様にご連絡いたします。

【募集終了】2022年8月24日（水）17時まで

応募フォームへアクセスし、手順に沿ってお申込みください。
※お電話や郵送での参加応募は受付しておりませんのでご了承下さい。

応募者多数の場合は抽選となります。当選された方には8月31日（水）（予定）に、詳細事項を記
載した当選通知をメールおよび郵送にてお送りいたします。

函館空港「空の日」実行委員会事務局（東京航空局函館空港事務所総務課内）
Tel：0138-57-1737（午前9時～午後5時）※土・日・祝日は除く

必ず、次項の『注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い』をお読
みください。

日時

定員・応募要件

応募締切

応募方法

当選の通知方法

お問い合わせ先



・当日の状況により、イベントの中止またはプログラムの変更となる可能性がございますので、
予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
・イベントが中止や延期となった場合、その理由がいかなるものであったとしても、遠隔地から
ご来場の場合の前泊費用や移動交通費、各種キャンセル料など、イベント参加者様に発生した
全て費用については、イベント参加者様にご負担いただきますので、ご承諾願います。
・当選通知のない方は参加できません。
・お車にてご来場される方は、当選通知に記載されている駐車場をご利用ください。
・通常は立ち入ることのできない空港の制限区域内に入場しますので、ライター・マッチなど火気
につながるもの、刃物などの危険物の持ち込みは厳禁です。

・傘の持ち込みはできませんので、必要に応じてカッパをご持参ください。
・スタッフがイベントの模様を撮影する場合がございます。これらの撮影物（写真・動画等）は、
活動報告として「HOKKAIDO LOVE!」及び空港の公式ホームページや公式SNS、各種印刷物等に
使用･掲載させていただくことがございますので、予めその旨、ご承諾願います。
・未成年の方が単独でイベントに参加される場合は、保護者様の緊急時連絡先をご提出いただきます。
（詳細は、当選された方にお知らせいたします。）

イベント開催の際には空港の感染症防止対策の取り組みおよび「新北海道スタイル」に基づく感染症
防止対策を順守したうえで実施いたします。
なお、イベント実施に際し、国もしくは各自治体から開催自粛要請があった場合は、イベントを延期
もしくは中止する場合がございます。
また、開催自粛要請がない場合でも感染拡大状況を総合的に判断し、イベントを延期または中止、も
しくは開催内容を変更する場合がございます。

•次の症状がある方はご来場をお控え下さい。
• 37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
• 風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）がある方
• 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
• 身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
• 日本国外の国・地域から日本へ入国後、政府が定める所定の待機期間を経過していない方
• その他、体調に不安がある方

•イベント当日は、37.5℃未満であることをご確認の上、ご来場ください。
•屋内およびイベント実施中は、マスクの着用を推奨しております。
屋外であっても人との距離が確保できない中で会話を行う場合は、マスクの着用を推奨しております。

•イベント参加者様は厚生労働省が推奨する、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
ダウンロードにご協力をお願いいたします。

•来場時に検温を行いますのでご協力をお願いいたします。37.5℃以上の発熱がある方のイベント参加
はお断りさせていただきます。

•来場時には手指用のアルコール消毒をお願いさせていただきます。
•イベント会場内で感染症発生の可能性があった場合や地方自治体や保健所から開示請求があった場
合、接触者特定の目的として指定機関へ情報提供させていただく可能性がございます。
また、参加した皆様にも聞き取りなどの調査にご協力いただく場合がございます。

注意事項及び新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い

イベント実施について

イベント参加者様へのお願い

注意事項



様式２

北海道エアポート株式会社
函館空港事業所長　　殿

（申請者住所）

（申請者名称）

（連 　絡　 先）

　　　１．目　　的

　　　２．利用日時 自：令和　　　年　　　月　　　日（　）　　　時　　　分

至：令和　　　年　　　月　　　日（　）　　　時　　　分

　　　３．利用場所

　　　４．利用人数 代表者　　　           　　　　他　　名　（内訳　別紙のとおり）

　　　５．立 合 者 所　属
         （必要時）

氏　名

　　　６．そ の 他 ①施設利用に際し、許可条件及び調整事項を遵守いたします。

②施設利用に際し、ＶＩＰ行事等と重なった場合は日時の変更を致し

ます。

③施設利用に際し、当該施設に損害を与えた場合は、当社の責任

において修復致します。

　※函館空港事業所使用欄

上記について承認する。
空港

事業所長
空港

運用部長
保安

防災課
管理部長 総務課

撮　　影　　許　　可　　申　　請

令和　年　月　日

　　空港供用規程第２２条に基づき、施設の一時的利用(撮影)許可をお願い申し上げます。
　なお、申請受理のうえは空港供用規程及び函館空港事業所長の命令又は指示を遵守します。



様式３ 別　　紙

ふ り が な 報道腕章№
氏　　　　　　　　名 （使用時のみ記入）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

所　　　　　　属年齢


	【報道資料】函館エアポートフェスタ’22」の開催について
	【一式】空の日プレスリリース（一回目）
	函館エアポートフェスタ’２２募集要項.pdfから挿入したしおり
	【ANA Kid'sマーシャラー体験＆機体見学会】函館エアポートフェスタ’２２募集要項.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	【JAL機体見学】函館エアポートフェスタ’２２募集要項.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	【JAL折り紙ヒコーキ教室】函館エアポートフェスタ’２２募集要項.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	【航空教室＆ラジオ工作教室】函館エアポートフェスタ’２２募集要項.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	【小型ジェット機「HondaJet」機体見学】函館エアポートフェスタ’２２募集要項.pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1
	スライド番号 2


	撮影許可申請.pdfから挿入したしおり
	申請書
	別紙名簿



