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花の総合パレード
参加団体向け募集要項

受付期間︓2023年3⽉1⽇(⽔)〜3⽉14⽇(⽕)17:30

書類提出の前に熟読してください。
申込書は必ず、すべての項⽬を記⼊してください。

記載事項に変更が⽣じた場合は直ちに連絡してください。

ひろしまフラワーフェスティバル実⾏委員会企画実施本部
〒730-0854 広島市中区⼟橋町7番1号 中国新聞ビル1階

TEL︓(082)294-4622 FAX︓(082)234-2007
担当ディレクター︓奥 陽⼆

送られた個⼈情報は、ひろしまフラワーフェスティバルの実施運営に限って運⽤し、
ひろしまフラワーフェスティバル実⾏委員会企画実施本部が責任を持って管理します。

【今年は、6⽉10⽇(⼟)に開催︕】

Power of Flowers 〜ここで咲く花 世界にとどけ〜



2023ひろしまフラワーフェスティバル(FF)は、政府および自治体の新型コ
ロナウイルス感染防止ガイドラインに沿った対策を十分行った上で開催しま
す。出演者や来場者の健康を第一に考え、安心・安全な運営をしてまいりま
す。また、今後の感染状況等によっては、政府や自治体等の発表を踏まえて
実施対策を更新してまいります。

なお、今後の状況によっては、開催内容の変更または中止となる場合があ
ります。予めご承知おきくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

2023(令和5)年 6月 10日(土)・11日(日)
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損害賠償責任保険（対人・対物補償）
団体関係者の行為、または団体保有の備品や団体が製作した構造物・設置物などに
よる第三者への損害に備える保険

傷害保険（参加者自身の補償）
団体関係者が被った事故やケガによる入通院・後遺障害・死亡などに備える保険

動産総合保険（団体所有物品の被害を補償）
団体が所有する什器・備品・機械・器具・商品・家財などの動産を対象とし、設営・
撤去作業や運送・使用中の破損や盗難など偶発的な事故による損害を補償する保険

保険加入について

参加申し込みにあたっては、
上記内容の遵守と申し込みフォームの【参加誓約・免責同意】の承諾が必要です。

＜保険の種類＞

FFへの参加にあたっては、団体関係者が被った事故やケガ、団体が保有する備品
などへの損害、または団体関係者や団体が製作した構造物や設置物などを原因とする
第三者への損害などの万一に備えた適切な保険への加入が必須です。

なお、事故やケガについての対応や補償は参加者と参加団体の責に帰すものとし、
FF実行委員会は一切責任を負いません。

また、FF実行委員会では保険代理店の紹介や斡旋はいたしません。自動車保険や
火災保険などの加入先にご相談されるなどしてください。



「広島を花と緑と音楽のあふれる都市にしよう」
「平和に生きることのすばらしさと尊さを参加者みんなで分かち合おう」

「広島から世界へ､豊かな生活文化と､温かい人間関係の交流を呼びかけよう」

この3つは1977年の第１回FFから受け継がれているテーマです。今年で46回目となるこの祭りはパレー
ド・ひろば・ステージを中心に構成されます。テーマの礎である｢花｣に平和への願いを込め平和記念公園を
鮮やかに飾ります。また、各企業・団体などの様々な催しや神楽も開かれ、広島を代表する祭りとして実施
されます。
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【 お願い 】

ひろしまフラワーフェスティバル企画実施本部
TEL : (082)294-4622 [平日9:30～17:30] FAX : (082)234-2007

電話で問い合わせの際は、
申し込みをしている参加形態(ひろば・パレード・ステージ等)と団体名・氏名を必ず最初に申し出てください

お問い合わせ先

※上記の開催予定時間は変更する場合があります。
6月10日のステージの開始時刻はパレード終了時刻により変動する可能性があります。
平和記念公園内では上記時間外の展開もあります。

フラワーフェスティバル開催時間（予定）

開 催 時 間
交 通 規 制

ひ ろ ば

ス テ ー ジ

花の総合パレード＋きんさいYOSAKOIパレード

き ん さ い Y O S A K O I ス テ ー ジ

：6月10・11日 11:00 ～ 18:30
：6月10・11日 10:45 ～ 19:00

：6月10日 11:00 ～ 18:30
：6月11日 11:00 ～ 18:30
：6月10日 15:00 ～ 18:30（終了時間厳守）
：6月11日 11:00 ～ 18:30（終了時間厳守）
：6月10日 11:00 ～ 15:00

：6月10日 時間未定

FF参加要項 ❶ （パレード･ひろば･ステージ共通）

2023FFの参加申し込みはFF公式サイトから
https://www.hiroshima-ff.com

●募集要項は代表者や担当者だけではなくメンバー全員が必ず熟読してください。

●FF企画実施本部への問い合わせの多くが募集要項に記載してある内容です。
問い合わせる前にもう一度よく確認してください。
●締切期限はデータ整理やプログラム決定などのスケジュールに基づき設定しています。
特に、関係機関への許認可や届出が必要なものは、まとめて提出することで事務作業の効率化を図って
います。１団体の提出の遅れが多くのことに影響を及ぼします。締切期限は、必ず厳守してください。
●FFは｢花｣がテーマです。衣装や装飾などに｢花｣をあしらいFFを演出してください。

参加団体全体説明会を開催します。詳しくはP.4をご覧ください。

G7広島サミットが行われる5月は交通や催しなどの規制や制限がある可能性も考えられるため、
4月中に開催します。参加決定団体はそれまでに実施計画をしっかり練ってください。
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FF参加要項 ❷ （パレード･ひろば･ステージ共通）

●平和大通り及び平和記念公園 ※平和大通りエリアの東端は未定です。
●協賛会場でのFF実施は調整中です。

開催場所

●企業等を含む団体による自主参加に限ります。個人での参加はできません。
●未成年者の参加や出演には通学校や保護者の同意または同伴を得てください。
参加や出演に伴うトラブルにはFF企画実施本部は一切関知しません。
●以下の場合は申し込みをお断りするか、内容の変更を求める場合があります。
また、実施中や出演中であっても中止を求める場合があります。
・FFの趣旨にふさわしくない
・FF全体の構成や管理に支障があると認められる
・実際の展開内容が申込書の記載と異なっている
・参加権利を他の団体に転貸または譲渡した
・公園や樹木、既存の物などを破損する恐れがある
・原状回復が困難（樹木を切断するなど）
・傷害保険や損害賠償保険などの必要な保険に未加入
・反社会団体やそれらに類する、または関わりがあると推察される
・その他、広島市の公園・道路の占用許可条件及び所轄警察署の道路使用許可条件に反するもの

参加資格

●FF公式サイトにある申し込みフォームに必要事項を入力し送信してください。
このフォーム以外での申し込みはできません。
【FF公式サイト】https://www.hiroshima-ff.com
●申し込みの際はメールアドレス1つの登録が必須です。FFからの各種メール連絡に対応
しやすいメールアドレスを登録してください。登録するメールアドレスがドメイン
｢@hiroshima-ff.com｣からのメールを受信できるようにセキュリティ設定をしてくださ
い。なお、登録したメールアドレスは今回のFFが終了後、適切に消去します。
●フォームへの入力の際は、募集要項をよく読んで入力してください。

申し込み手順

●参加や出演の可否はFF企画実施本部が決定します。内容を審査する場合もあります。

●花の総合パレード、きんさいYOSAKOIパレードとも募集定員を超えた申し込みが
あった場合は、内容や規模などを総合的に考慮し、FF企画実施本部で出演の可否を
判断させていただきます。

●ステージ参加団体は出演先や出演枠には限りがあるため抽選で決めます。
●参加･出演決定後は、パレード・ひろば・ステージごとに詳細な内容を入力するデータ
や許認可関係の提出書類データ等を送信します。パソコンでの作業を要しますので
ご承知置きいただき、必ず期限までに提出してください。

●各種プログラムが決定次第、FF公式サイトやメールでお知らせします。

参加･出演決定

●FF企画実施本部が決定します。
●申し込み時にご希望は伺いますが全体の構成上、希望通りにならない場合があります。
●決定後、参加者の都合による日時や場所の変更申し出はプログラム全体に影響を及ぼし
他の参加者に迷惑がかかりますのでお受けできません。申し込み前にしっかり意思統一
をしてください。なお、決定後であってもFF企画実施本部で調整が困難と判断した場合
は参加や出演を見合わせていただきます。

参加･出演の
日時や場所

６月10日(土)・11日(日)の11:00～18:30（平和大通りの交通規制は10:45～19:00）
●ひろばやステージなど各ジャンルの開催時間等(予定)はP.2をご覧ください。

期間・時間開催期間･時間



-4-

FF参加要項 ❸ （パレード･ひろば･ステージ共通）

●FFは原則として｢雨天決行｣ですが、小さなお子様の参加や衣装・楽器などが濡れては
いけないなどの状況が団体ごとに違うため、雨天時の参加可否は各団体で判断し決定
してください。
●当日の連絡先となる臨時電話番号は決まり次第､各担当ディレクターからご案内します。
降雨や不測の事態などで参加を見合わせる場合は速やかに連絡してください。
予定通り参加する場合は決められたスケジュールに合わせて行動してください。

雨天の場合

●申し込み時に登録するメールアドレスにFFからの各種連絡メールを送信します。
速やかに対応できる窓口担当者を決め、FF企画実施本部の担当ディレクターとの
調整役を務めてください。また、場合によっては電話連絡をすることもあります。
FFからの問い合わせや相談にできるだけ早くお答えいただけるようお願いします。
●準備・設営・撤去作業は《安全第一》を念頭におこなってください。
●当日の模様をライブ配信する場合もあります。
また、FF企画実施本部や各ひろばの出展者、一般ステージの主催者、新聞社やテレビ
局などの各種メディアが記録・収録する写真や映像ならびに音声は、Webサイトや
SNS、新聞紙面、テレビ番組、報告書や広報物などに上映・掲載されることがありま
す。これらの写真や映像などの著作権や二次使用の権利は著作者に帰属します。
参加・出演者が写り込むことがあります。予めご了承ください。
●来場から参加や出演し帰宅するまで安全管理と感染防止を徹底してください。
万一のケガや事故、各種施設や備品への損害、団体の行為による第三者への加害など
への対応や補償は団体責任とさせていただきます。必要な保険への加入を必ずお願い
します。何らかの事案が発生した際は、総合本部へ必ず連絡してください。
●団体専属のカメラマンを帯同する場合は団体名を明記した腕章やビブスなどを着用し、
団体関係者であることを明確にしてください。撮影時は観覧の邪魔にならないよう
配慮し、極力、自団体の関係者以外を被写体に入れないようにしてください。
●参加や出演にあたってはできるだけ着替える必要がないようにしてください。
決められた場所以外での着替えは絶対にやめてください。周りの人に不快感を与え
たり、いかがわしい写真や映像を撮られる可能性があります。
●貴重品は各自・各団体で管理してください。

その他

●音響機器や楽器などを使用する際は、チェック時・本番時ともに周辺の環境に配慮し
た適切な音量を心がけてください。不適切な音量と認められた場合は改善を指導する
ことがあります。必ず従ってください。
●音出しチェックは2日間とも午前10:30～11:00までに、5分程度のできるだけ短時間
かつ小音量でおこなってください。
※6月10日(土)は、パレードが始まる午前11時までに完了してください。
また、自ブース前でパレードが実施されている間は、ご遠慮ください。

音量について

4月29日(土･祝)14:00開会※開場･資料配付13:30
中国新聞ビル7階 [広島市中区土橋町7-1]

参加団体
全体説明会
＊花の総合パレード
＊ひろば
＊ステージ ●担当ディレクターやステージ進行ディレクターとの詳細打ち合わせや公式ガイドの最

終校正、車両認定証の発行や各種資料の配付などをします。出席者は必ずしも代表者
や担当者に限りません。自団体のFF参加内容を把握し、打ち合わせ時の質問に答えて
いただけるメンバーお一人で構いませんので、必ず出席してください。
●各ジャンルごとに提出していただく必要書類が打ち合わせ資料になります。提出期限
を必ず守ってください。
●感染等の状況が悪化した場合、開催を取り止めることもあります。その際は、ご案内
いたします。



FF参加要項 ❹ （パレード･ひろば･ステージ共通）

-5-

●平和記念公園内に進入する車両にはFF実行委員会が発行する｢平和記念公園車両通行証｣
が必要です。必要な場合は担当ディレクターにご相談ください。
●｢平和記念公園車両通行証｣は駐車許可証ではありません。ご注意ください。

平和記念公園
車両通行証
(FF実行委員会発行)

●大型バスなどの駐車場については広島市ホームページの案内をご覧ください。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/faq/4468.html

●FF企画実施本部では駐車場の確保や斡旋はしません。各自で対応してください。

バス駐車場

車両の取扱いと申請について
●交通規制中 (両日とも10:45～19:00) に規制エリア内に車両を進入させることはでき
ません。ただし、下記の車両については必要と認めた場合、FF実行委員会が発行する
｢関係車両認定証｣の掲示により進入可能としますが、事前に申請し発行されていない
車両は通行できません。
なお、｢関係車両認定証｣は駐車許可証ではありません。ご注意ください。
【発行を認めることがある車両】
ひろば・ステージ
１.ステージ出演・演出に伴う大型機器の搬入・搬出用車両
２.タレント・VIPに関わる安全確保のための警備用車両
３.ひろば展開に伴う大型機器の搬入・搬出用車両
４.身体障害者の送迎用車両
５.施設・設備の保守用車両
パレード（スタンバイゾーンも規制エリア内です）
Ａ.パレード参加車両
Ｂ.パレード参加団員輸送用車両
Ｃ.パレード用楽器等大型機器の搬入・搬出用車両

●申請書のデータは、パレード団体は出演決定後、
ひろばとステージの団体は必要と認められた場合にのみ後日送信します。
●申請書の記載事項は、
＊車種（マツダ〇〇といった車名あるいは〇ｔトラックなど）
＊車番（ナンバープレート記載のすべて）
＊運転手氏名（ふりがなも）
＊運転手または搭乗者の携帯電話番号
で、合わせて車検証の写しを下記の要領で添付送信してください。
＊車検証の写しについて
・PDF等のスキャンデータまたは
すべての文字がはっきりと読み取れる写真データ
※電子車検証の場合は下記１･２のいずれかでお願いします。
１.電子車検証(A6ヨコ)及び
同時に発行されている自動車検査証記録事項(A4タテ)

２.車検証閲覧アプリ (パソコンはWindows版のみ) 
で見られる車検証の全情報のプリントアウト

関係車両認定証
(FF実行委員会発行)

電子車検証 自動車検査証記録事項

電子車検証については、
《国土交通省 電子車検証特設サイト》
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp



ひろば及びステージに参加する関係車両で交通規制エリ
ア内に進入する場合に必要な認定証です。
但し、原則として、ひろば関係者やステージ出演団体は
交通規制エリアには車両の乗り入れができません。ひろ
ばやステージに最寄りの交通規制線で停車し、そこから
は台車や徒歩での運搬や移動をお願いします。駐停車時
に警察官の取締等を受けた場合の責は各自とします。
なお、下記の場合に限り担当ディレクターと打ち合わせ
の上、例外として乗り入れを許可する場合があります。
１.ステージ出演･演出に伴う大型機器の搬入出用車両
２.タレント･VIPに関わる安瀬全確保のための警護用車両
３.ひろば展開に伴う大型機器の搬入出用車両
４.身体障害者の送迎用車両
５.施設･設備の保守用車両
※例外が認められた場合でも申請は必要です。
※詳細は各参加マニュアルをご覧ください。

関係車両認定証／ひろば・ステージ

パレードに出演する団体で、車両が交通規制エリア内に
進入する場合に必要な認定証です。スタンバイゾーンも
規制エリア内です。

以下の車両は必ず申請してください。
Ａ.パレード参加車両
Ｂ.パレード参加団員輸送用車両
Ｃ.パレード用楽器等大型機器の搬入出用車両
パレードそのものに出演する車両は別途、車両の仕様等
の図面を添付の上、｢パレード参加車両申請書｣の提出が
必要です。
平和記念公園内に進入する車両は別途、｢平和記念公園
車両通行証｣が必要です。

※詳細は｢パレード参加マニュアル｣をご覧ください。

関係車両認定証／パレード

B5（ヨコ182mm×タテ257mm）
淡い緑色
6月10日(土)・11日(日)

【 サ イ ズ 】
【 カ ラ ー 】
【有効期間】

B5（ヨコ182mm×タテ257mm）
淡いオレンジ色
6月10日(土)・11日(日)

【 サ イ ズ 】
【 カ ラ ー 】
【有効期間】

FF参加要項 ❺ （パレード･ひろば･ステージ共通）

FF実行委員会が発行する｢関係車両認定証｣について

-6-



FF参加要項 ❻ （パレード･ひろば･ステージ共通）

-7-

●ひろば関係
観光物産、フリーマーケット・・・・・・・・・・・・・
ひろば、基本設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・
公式ガイド制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピースフラワープロジェクト花育、
フラワーキャンドルメッセージ・・・・・・・・・・

●パレード関係（6月10日）
花の総合パレード・・・・・・・・・・・・・・・・・・
きんさいＹＯＳＡＫＯＩパレード・・・・・・・・・・・

●ステージ関係
カーネーションステージ・・・・・・・・・・・・・・・
セレモニー、ステージプログラム編成・・・・・・・・・
歌のコンテスト、ライブバトル・・・・・・・・・・・・
神楽フェスティバル・・・・・・・・・・・・・・・・・

●きんさいＹＯＳＡＫＯＩ
ステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パレード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島きんさい花咲連・・・・・・・・・・・・・・・・・

●車両関係
パレード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

和田 裕文
石井 佑次郎
花井 睦

面崎 剛

奥 陽二
奥 陽二

木元 哲治
山下 俊通
松本 朋憲
花井 睦

木元 哲治
奥 陽二
木元 哲治

松平 直佳（奥 陽二）
松平 直佳（山下 俊通）

ディレクター

ひろしまフラワーフェスティバル企画実施本部
〒730-0854  広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル1階
TEL : (082)294-4622 [平日9:30～17:30]
FAX : (082)234-2007
電話で問い合わせの際は
申し込みをしている参加形態(ひろば・パレード・ステージ等)と
団体名・氏名を必ず最初に申し出てください。

お問合せ先

本部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
副本部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
演出部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事務局長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企画調整部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事務局員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務局 守田 靖
面出 成志
出雲 志帆
浜村 昌資
下手 義樹
久保田 陽介
千葉 雄太
小川 晋示
木浦 紗希
角 亜矢子



花の総合パレード 2023年の主な変更点花の総合パレード 2023年の主な変更点

変更点①

2023年の花の総合パレード開催⽇は、

6⽉10⽇（⼟）です。

変更点②

今回のFFは２⽇間開催で、例年よりパレードやステージに使える
時間が短くなっています。
できれるだけ多くの団体が出演できるようにするため、
以下の通り出演プログラムを調整させていただく場合があります。

●花の総合パレードの開催時間が例年より短くなるため、

お申し込みいただいたすべての団体が
出演できるわけではありません。

応募多数の場合は、参加内容や規模などを総合的に考慮して、
事務局で出演の可否を判断させていただきます。

●できるだけ多くの⽅がFFに参加できるよう「１団体１申込」と
します。「花の総合パレード」をお申し込みの団体は、
他のプログラムへの申し込みはご遠慮ください。

選定基準などについてはお答えできません。
予めご了承の上、お申し込みください。

スタート時間は11:00、終了時間は未定です。（13:30頃を想定）



花の総合パレード 2023年の主な変更点花の総合パレード 2023年の主な変更点

変更点③

2023年は4年ぶりの『花の総合パレード』の復活を祝い、
また上記の通り、参加いただける団体が限られる事から、

2023年の花の総合パレードでは
審査は⾏いません。

変更点④

お申し込みはFF公式サイトからのみ受付けます。
FF公式サイト https://www.hiroshima-ff.com/

インターネットができる環境と＠hiroshima-ff.comからのメールが
受信できる環境を準備してください。



花の総合パレード 構成例花の総合パレード 構成例

花の総合パレード 本番までのスケジュール花の総合パレード 本番までのスケジュール
⽇時⽇時 内容内容 備考備考

3⽉14⽇（⽕）
午後5時30分まで
3⽉14⽇（⽕）
午後5時30分まで

参加申込締切参加申込締切 締め切り時間を過ぎると申込できなくなります。締め切り時間を過ぎると申込できなくなります。

3⽉29⽇（⽔）3⽉29⽇（⽔） 参加決定連絡参加決定連絡 出演の可否を申込時に登録したメールへお知ら
せします。参加決定団体には関係⾞両申請書等
のご案内をお送りします。

出演の可否を申込時に登録したメールへお知ら
せします。参加決定団体には関係⾞両申請書等
のご案内をお送りします。

4⽉19⽇（⽔）4⽉19⽇（⽔） アナウンス原稿提出
関係⾞両申請書提出
アナウンス原稿提出
関係⾞両申請書提出

出演決定団体のみ提出。
メール、FAXで個別に送付してください。
出演決定団体のみ提出。
メール、FAXで個別に送付してください。

4⽉上旬4⽉上旬 プログラム案送付プログラム案送付 スタート順の確認⽤です。
順番はまだ最終決定ではありません。
スタート順の確認⽤です。
順番はまだ最終決定ではありません。

4⽉29⽇（祝）
14:00〜16:00
※13:30開場

4⽉29⽇（祝）
14:00〜16:00
※13:30開場

参加団体全体説明会参加団体全体説明会 中国新聞ビル７階で実施します。
プログラムの最終確認および団体名等・
パレードタイトルの最終確認。

中国新聞ビル７階で実施します。
プログラムの最終確認および団体名等・
パレードタイトルの最終確認。

6⽉10⽇（⼟）
11:00〜
6⽉10⽇（⼟）
11:00〜 本番︕本番︕

広島の象徴である平和⼤通り（平和記念公園前）を通るパレードです。
（距離約1.2km 所要時間約35分）

3⽉1⽇（⽔）3⽉1⽇（⽔） 参加申込受付開始参加申込受付開始 FF公式サイトの申込フォームから申し込み。FF公式サイトの申込フォームから申し込み。

FF企画実施本部にて選考を実施

↓↓↓ 以下は参加が決定した団体のみ ↓↓↓



【参加申込書】提出期限︓３⽉１４⽇（⽕）17:30までアクセス可能。
・FF公式サイトからのみのお申し込みとなります。
・記⼊漏れがないよう、提出前に確認してください。
・⼊⼒に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申し込みください。

【参加決定通知】
3⽉29⽇（⽔）までに出演の可否を申込時に登録したメールにお知らせします。
「@hiroshima-ff.com」のメールが受信できるようにしておいてください。

【アナウンス原稿】提出期限︓４⽉１９⽇（⽔）必着（メールまたはFAX）
・出発地点などでアナウンスする原稿です。

【関係⾞両認定証申請書】提出期限︓４⽉１９⽇（⽔）（メールまたはFAX ）
〇申請書は出演決定のお知らせと合わせて必要な団体に送付します。

・花⾞（⾳源⾞）がある場合（パレード参加⾞両）
・パレード⽤準備⾞両
・⼈員輸送⽤の⼤型バス 等
⾞両がスタンバイゾーンに進⼊する場合に必要です。

※パレード順は出演決定団体に対して、４⽉中旬頃にプログラム案を送付し、
調整の上、４⽉中に最終決定する予定です。

花の総合パレード参加要項 ❶花の総合パレード参加要項 ❶

申込や
必要書類について

●集合場所は、⽥中町のスタンバイゾーンです。
●集合時刻は、出発予定時刻の1時間前とします、代表者はパレード受付で受付し、

当⽇の参加⼈数をお知らせください。
●交通規制前の場所取りや駐停⾞は、取り締りの対象となります。
※スタンバイゾーンの⾞両進⼊は、６⽉１０⽇午前７時から可能となります。

集合場所と時刻

●パレード⾐装の着替え場所として、近隣の⼩学校（スタート付近は⽵屋⼩学校、
ゴール付近は本川⼩学校）の体育館も使⽤可能です。
利⽤される場合は、申し込みフォームに利⽤場所のチェックと利⽤想定⼈数を
⼊⼒してください。

※今年からスタンバイゾーンのテントの貸し出しはなくなりました。
●貴重品は⾃⼰管理となっております。盗難、紛失などの責任は負いかねます。
●⽵屋⼩学校・本川⼩学校はいずれも体育館です。飲⾷、喫煙禁⽌です。
●ゴミは必ず各⾃でお持ち帰り下さい。

着替え場所

●スタート地点（⽥中町）からゴール（⻄平和⼤橋）まで約1200m。
●標準所要時間はスタートからゴールまで約35分です。
●1分当たり概ね30ｍのペースで進⾏が必要です。（2秒で1ｍ）

進⾏時間厳守でお願いします。
●演技中の脱⽔症状防⽌のため、飲み物の携帯をお勧めします。

携帯ができない場合は、サポートスタッフがお持ちください。

パレードの距離と
時間

↓↓↓ 以下は参加が決定した団体のみ ↓↓↓



●三川町交差点及び⽩神社前交差点の横断中、平和⼤橋上では⾳楽をとめて
演技を停⽌し、歩いて進んでください。（信号の間隔は９０秒です）
⾛らないで１回の⻘信号で全員渡ってください。

●交差点で信号待ちをする場合は、演技を継続しながら横断する準備をしてください。
横断前は観客が多い場所です。

※前ページの花の総合パレード構成例を参照してください

●パレード参加⾞両は全て「パレード参加⾞両申請書」の提出が必要です。
・4輪⾞【書式1】ドライバー免許書コピー、⾞検証のコピー、装飾図
・2輪⾞【書式2】ドライバー免許書コピー、⾞検証のコピー、

400ｃｃ以下バギー等は⾃賠責保険証のコピー、装飾図
いずれもスキャンデータでのメール添付もしくは郵送で提出してください。
判読できないものは再提出をお願いすることがあります。
申請書と⼀緒にお送りする花のパレード参加⾞両の申請と注意事項をお読みください。

●パレード参加⾞両は全て道路交通法が適⽤されます。ナンバープレート、ストップ
ランプ、サイドミラーが必要です、交通法規違反の改造⾞は参加できません。
花⾞等の演出上改造する場合は別途申請が必要となりますのでご相談ください。

※FF参加要項４を参照ください。

●⾳源⾞は演出の⼀部です。花をあしらった装飾をしてください。
●トランペットスピーカーの使⽤は禁⽌です。
●スピーカーはパレード隊列に向け、沿道には向けないでください。
●⾳源⾞のサウンドチェック、⾳楽隊の⾳出しは本番当⽇の午前10︓30から可能です。

それ以前の⾳出しや⼤⾳量でのチェックは禁⽌いたします。
●⾳量は⾃団体が演技できる最⼩の⾳量を⼼がけてください。
●⾞両の進⼊路は鶴⾒橋の東側からのみとなります。駐⾞はできません。

速やかに退出してください。
●パレード終了後⾳源⾞を中国新聞社前で解体することができます。

希望の団体は担当ディレクターにお知らせください。

※⻑さ12m超・幅2.5m超・3.8m超となる⾞両（花⾞等）は道路管理者への
特殊⾞両通⾏許可申請が必要となります。
該当の団体は企画実施本部へお問い合わせください。

※花⾞が⼀般道路を⾛る場合、所轄の警察に申請後、前後に誘導⾞両、
誘導員を配置して安全に運⾏してください。

花の総合パレード参加要項 ❷花の総合パレード参加要項 ❷

演技禁⽌場所

⾞両について

⾳源⾞・花⾞

●参加される際には、会場までの⾏き来、出演中、出演後についても、
安全管理の徹底をお願いいたします。万が⼀、ケガ、事故等が発⽣した場合は、
⾃⼰責任とさせていただきますので、必要に応じた、保険等への加⼊をお願いします。
詳しくは、「保険加⼊について」をご覧ください。
また、上記事案が発⽣した場合は、担当ディレクターへ必ず連絡をお願いします。

ケガ・事故等

●パレード参加⼈数は300名を上限とします。
●隊列が⻑くなりすぎると、⾳源が聞こえない〜⾳が必要以上に⼤きくなる。という

悪循環になります。また交差点横断時に分断されることがあります。
●⽴体的な演出物がある場合、⾼さは４ｍ以下にしてください。
●ＦＦのテーマに沿った企画・演出、⾐装や⾞両に花をあしらってください。
●参加者だけでなく、観客も楽しめる演出を⼼がけてください。
●観客への物品やチラシ等の配布は禁⽌です。
●停⽌しての演技は禁⽌します。(信号待ち、渋滞の場合は除く）
●先頭に団体名のわかる物、プラカード、看板、横断幕等を掲げてください。
●祭りにふさわしくない演出等の場合、参加をお断りするか内容の変更を求める

場合があります。
●政治的なメッセージを発した場合、パレードの途中でも中⽌していただく場合が

あります。
●6⽉開催で気温が⾼いことが予想されるため、熱中症対策を⼗分⾏ってください。

演出上の注意点


