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１．安全委員会より 

（１）安全委員会本部の設置 

  大学祭の円滑な運営のため、学生ホール資料作成室に安全委員会本部を設置しました。

安全委員会は大学祭終了まで、資料作成室を拠点に活動します。安全委員会に関すること

は学生ホール資料作成室（内線２３２８）にご連絡をお願いします。 

 

（２）大学祭期間中における違反事項に関する条規 

  大学祭期間中は、本条規をもとに「違反」の判断やそれに対する「処分」を行います。

必ず目を通してください。 

  変更箇所は波線の部分となります。 

 

第１条（趣旨） 

この規約は大学祭期間中において大学祭を「自主管理・自主運営」していくに際し、さ

らなる安全防災を図るために定められたものである。 

 

第２条（施行時期） 

  この規約は平成２９年度大学祭にのみ適用される。ただし、第５条（３）は除く。 

 

第３条（参加申請） 

平成２９年度大学祭に参加する団体は、大学祭における安全防災の保証のため、のちに

掲げる第７条に定める通り参加申請と同時に供託金を大学祭実行委員会（大学祭期間中は

「大学祭本部」と称する。）に納めなければならない。 

※ ここでいう「大学祭に参加する団体」とは、模擬店参加、屋内参加、特別参加で参加

する団体のことを指す。 

 

第４条（違反事項） 

  大学祭期間中における違反事項は次の通りとする。 

（１）飲酒に絡んだ問題を起こした場合。特に未成年飲酒に絡んだ問題や近隣住民に迷惑

を及ぼす場合。飲酒に絡んだ問題が起きた場合、それ以後の大学祭期間中の飲酒に

全面禁止を含む何らかの制限を課す。 

（２）完全退構時間以降に構内に残っており、かつ安全委員会の警告に応じず退構しなか



2 

 

った場合。 

ただし、特に認められている場合は除く。 

（３）大学の定める各規則、規約等に著しく違反する場合。 

（４）安全委員会本部の警告に応じない場合。 

（５）法律に著しく違反する場合。 

 

第５条（処分） 

安全委員会本部が第４条に違反していると判断した団体への処分はその度合いにより

以下のいずかもしくはその複数とする。 

（１）供託金を没収する 

（２）今年度大学祭への継続参加を認めない 

（３）来年度以降、一定期間の大学祭への参加を認めない 

 

第６条（参加団体以外の大学祭参加者及び来場者への対応）  

参加申請を提出していない大学祭参加者及び来場者が違反などを犯した場合は、ただち

に大学祭本部と安全委員会本部と大学側との協議の上で何らかの処罰を講ずる。 

 

第７条（供託金の金額） 

（１）営利を目的としないゼミ及び研究室単位での参加団体には、供託金を課さない。 

（２）営利を目的としない参加団体のうち第７条（１）に該当しない場合は５，０００円

とする。 

（３）営利を目的とする参加団体のうち上部団体（体育会・文化部連合・サークル連合）

に加盟している団体、及びクラス、ゼミ、研究室単位での参加団体には１０，００

０円とする。 

（４）営利を目的とする参加団体のうち第７条（３）に該当しない参加団体は２０，００

０円とする。 

※ 上記（１）から（４）の複数の形態で参加する団体は、その中で最も高い金額とする。 

 

 

 

第８条（供託金の返却） 

  処分を受けなかった団体の供託金は、大学祭終了後に機会を設けて返却する。 
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第９条（供託金の使途） 

没収された供託金は公的機関に寄付する。なお、供託金を期日までに取りにこなかった

場合は、こちらから連絡はするが、それでも取りにこなかった場合、公的機関に寄付する。 

 

第１０条（飲酒の終了時刻） 

  午後８時３０分をもって飲酒を終了とする。 

 

第１１条（行事の終了時刻） 

  午後９時をもって大学祭の行事をすべて終了とする。 

 

第１２条（完全退構時刻） 

午後９時３０分までに構内から完全退出とする。ただし、特別に認められている場合を除く。 

 

（３）安全防災規約 

  大学祭期間中の安全防災を図るための規約です。本規約に沿って大学祭での企画を行っ

てください。 

  変更箇所は波線の部分となります。 

 

第１条（趣旨） 

この規約は、大学祭期間中において大学祭を参加団体が自主管理・自主運営していくに

際し、更なる安全防災を図るために定めるものである。 

※  参加団体とは模擬店参加、屋内参加、特別参加で参加する団体のことを指す。 

 

第２条（施行時期） 

この規約は平成２９年度大学祭にのみ適用される。但し、第６条は除く。 

 

第３条（火気使用） 

 ・屋内での火気使用は禁止する。 

 ・所定の場所に設けられた喫煙所以外での喫煙は禁止する。 

 ・火気使用団体は安全委員会に届け出を行い、消火バケツ等の消火用具を用意する。 

 ・プロパンボンベ、カセットコンロ、発電機、その他火気を使用する団体は事前に安

全委員会に届け出を行い、安全に留意して使用する。 
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 ・発電機を使用する団体は、消火器を常備する。 

 ・模擬店で使用するプロパンボンベ、発電機のガソリンは毎日所定の場所に返却する。 

 ・カセットコンロを使用する際はボンベの管理をしっかり行い、使用しない時はボン

ベを外す。  

 ・焚火、花火、爆竹等を使用する催しは事前に安全委員会への届け出を必要とし、検

討した上で認められたものに限る。 

 

第４条（安全防災・会場整備） 

 ・会場に看板、テント等の設置物を設置する場合は安全委員会に届け出を行い、危険

のないようにする。 

 ・非常口、緊急車両の通路、消火栓前スペース、点字ブロックはふさがないようにす

る。 

 ・許可なく場所を占拠しての楽器演奏などは禁止する。 

 ・大学祭期間中、安全に関しての問題がある場合や暴力行為、破損行為、緊急事態が

あった場合はその収拾に努めるとともに、その責任の所在を明らかにするよう努め

る。 

 ・大学祭期間中の構内施設の汚損・破損については補償金制度の規定に基づく。 

・その他、公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス校舎管理規定に従う。ただし、

日曜・祝日の施設使用時間については平日と同様にする。 

 

第５条（その他） 

 ・午後９時をもって大学祭行事すべてを終了し、午後９時３０分までに構内から完全

に退出する。なお、構内にとどまることができる者は事前に安全委員会に届け出を

行い、検討した上で認められた者に限る。 

・屋外での音出しは午前９時半から午後７時までとする。ただし、特に認められてい

る場合は除く。 

 ・騒音には十分に注意する。屋外で音を出す場合、各所で大学祭実行委員会によって

定められた音量以上の音を出さない。また、施設内で音を出す場合は、施設の防音

能力を超える音は出さない。 

 ・電力を使用する場合は、必ず定められた場所から電力をとり、決められた容量以上

は使用しない。 

 ・飲食物を取り扱う団体は事前に安全委員会に届け出を行い、届け出をしていない飲
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食物の販売は行わない。また、保健所の指示に従って衛生面には十分注意する。 

 ・指定された仮設流し場を使用し、トイレの水道や散水栓などは使用しない。 

 ・医療体制は安全委員会が医務室及び近隣の病院に依頼し、その指示に従う。 

 ・その他、周囲の人に甚だしい迷惑をかける行為や大学祭にふさわしくないと大学祭

本部及び安全委員会本部が判断した行為は行わない。 

  

第６条（処分） 

第３条、第４条及び第５条について甚だしい違反があった場合には、安全委員会本部から「警

告」を行う。警告に応じない団体に対しては「大学祭期間中における違反事項に関する   条

規」による処分を適用する。また、安全委員会が定めた夜間残留・騒音についての違反も 同

条規による処分を適用する。 

 

（４）誓約書について 

「大学祭期間中における違反事項に関する条規」や「安全防災規約」、そのほかの安全委

員会からの諸注意に関して、各団体に一層の理解・徹底をしていただくために、「誓約書」

を提出していただきます。安全管理責任者が誓約書に必要事項を記入し、署名したうえで

誓約書を提出してください。 

安全委員会からの諸注意に関しては別冊の「第１３みやこ祭 安全防災手引き」にまと

めてあります。しっかり目を通したうえで誓約書に必要事項を記入してください。 

提出期限は９月３０日（土）１８：００となっております。大学祭実行委員会（学生ホ

ール２０１ 談話室）に提出してください。提出の際に安全管理責任者の方の学生証を確

認しますので、学生証をお持ちになり、安全管理責任者本人がお越しください。 

 

＜注意点＞ 

・誓約書を提出しない場合、第１３回みやこ祭に参加できなくなりますので、必ず提出して

ください。やむを得ず締め切りを過ぎてしまう場合は、９月３０日（土）１８：００まで

に大学祭実行委員会にご連絡ください。 

・連絡先は大学祭期間中必ず連絡のつく連絡先を再度ご確認の上、ご記入ください。以前ご

記入いただいたものと異なる場合には、メールにて確認させていただきます。 

・みやこ祭への参加を取りやめる場合には、必ず大学祭実行委員会にお知らせください。参

加取り止めの連絡がない場合、供託金・補償金の適用がなされる場合がありますのでご注

意ください。 
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（５）飲酒について 

  皆さんに安全な飲酒を心がけていただくために、飲酒に関するルールを提示します。ご

理解・ご協力お願いします。 

 

  第１３回みやこ祭 飲酒に関するルール 

危険飲酒、見ています。 

  今年度の大学祭も飲酒解禁のもと行われますが、大学祭期間中は以下の点に十分に注

意して飲酒してください。 

  

  ・一気飲みをしない・させない 

  ・無理に飲ませない 

  ・体調を考えて飲む 

  ・無理なお酒は断る 

  ・周りに不快感を与えない 

  ・未成年には飲ませない 

  ・自転車・バイク・自動車で来たら飲まない 

  ・汚したところはきれいにする 

  ・屋内での飲酒を全面禁止にする 

 

  一気飲みやコールなどの危険飲酒を行っているのが見られた場合、名前を控えさせて

いただく可能性があります。さらに、大学祭期間中に飲酒に関する問題が起きた場合、

来年度以降の飲酒も含め、以降の以後の大学祭期間中における飲酒が禁止となる恐れ

や、大学祭自体の実施がなくなる恐れがあります。 

 

＜飲酒に関する問題について＞ 

  悪質な飲み方をしている団体に対しては、大きな問題に発展する前に安全委員会から

『警告』を行います。警告を受けても改善が見られない場合、飲酒に関する問題を起こ

したとみなし処分します。 

  今年度も未成年飲酒・飲酒運転を大きな問題と捉え、対策を講じていきます。そのよ

うな問題を起こした団体は、供託金没収を始めとした厳しい処分を行います。 
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（６）各種終了時刻について 

  今年度は昨年度と各種終了時刻が同様に、以下の通りになります。 

 

 ＜飲酒終了時刻 ２０：３０＞ 飲酒を止めていただく時刻。 

 ＜行事終了時刻 ２１：００＞ 模擬店テントを畳み終える・企画を終了する時刻。 

 ＜完全退構時刻 ２１：３０＞ 構内から完全に退出していただく時刻。これ以降翌朝

７時までの入構は認めない。 

 

  参加団体のみなさんには大変ご迷惑をおかけしますが、各種終了時刻を徹底して 

いただくよう、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

（７）私物の紛失対策 

今年度は例年の私物の紛失を防ぐため、いくつかの対策を講じます。以下の事項を徹

底してください。 

 

① 模擬店 

  貴重品の常時携帯をするようにしてください。貴重品以外の私物はやむを得ずテントに

私物を置く場合には、防犯用ネットまたは私物を覆うことのできる袋等を必ずかけること

を義務付けます。また、貴重品以外の私物を置く場合には、常時待機者を配置してくださ

い。 

 

 ② ステージ 

  貴重品は鍵のかかる場所に置いておいてください。万が一、貴重品を鍵のかかる場所に

置いておくのが難しい場合、貴重品を置く場所には常時待機者を置いてください。また、

貴重品以外の私物を置く際には人の目につく範囲に置いてください。 

 

 ③ 特別教室・講堂 

  貴重品及びその他の荷物は鍵のかかる場所に置いてください。万が一貴重品を鍵のかか

る場所に置いておくのが難しい場合、貴重品を置く場所には常時待機者を置くようにして

ください。 
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 ④ 屋内 

  貴重品は常時携帯するようにしてください。また、貴重品以外の荷物を置く際には人の

目につく範囲に置いてください。 

 

 ⑤ 学生ホール・体育棟 

  安全委員会本部での巡回を行います。さらに私物の紛失の防止のため、部室外に荷物を

置かないようにしてください。また、部室が無人であるときは施錠をしてください。 

 

（８）ビラの掲示について 

  大学祭期間中、以下の場所に掲示するビラは安全委員会で管理します。下記の注意事項

を守れていないものは大学祭期間中撤去します。現在貼られているビラは１０月３１日

（火）までに各団体で剥がしてください。 

   

 ＜大学祭用ビラの掲示日＞ 

 １１月１日（水）大学祭準備日 １１：００から 

 

 ＜大学祭用ビラの撤去日＞ 

 １１月５日（日）大学祭後片付け日 １５：００まで 

  団体で掲示したビラはすべてこの日に責任をもって剥がしてください。その際に、設置

に使用した接着剤は必ずすべて取るようにお願いします。 

 

 ＜大学祭用ビラの掲示に関する注意事項＞ 

 ◇１号館、７号館 

 場所：掲示板 

 ※ １号館１階、７号館１階窓口付近の大学が使用している掲示板（ベージュのもの）は

除く。 

 接着剤：養生テープ 

 枚数・大きさ：各掲示板１枚、サイズはＡ３まで 

 

 ◇学生ホール 

 場所：掲示板 

 ※ 学生ホール１階購買横の通路の壁は上記の既存撤去の際に完全に撤去する。 
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 接着剤：養生テープ 

 枚数・大きさ：各掲示板１枚、サイズはＡ３まで 

 

 ◇ビラ専用掲示板 

 場所：１号館と講堂の間の並木道 

 接着剤：養生テープ 

 枚数・大きさ：各団体１枚のみ、サイズはＡ３まで 

 

 ＊共通 

 ・内容：大学祭に関係するもの 

 ・接着は養生テープのみ。 

 ・掲示物には「団体名、企画名、企画場所、（模擬店のみ）模擬店番号」を明記するこ

と。 

 ・ビラにより汚損・破損が生じた場合、その団体の責任とする。 

 ・公序良俗に反するものは認めない。 

 ・上記場所以外またはその他屋外へのビラ・掲示物の設置は景観を損ねる恐れがあるため

認めない。 

 

（９）ごみ処理について 

 今年度もみやこ祭では自主管理・自主運営の理念に基づき、参加している学生が大学構

内の清掃を行い、衛生状況を維持する責任を負います。そのために、各団体が清掃を行え

るように安全委員会がルールを作成します。ご理解・ご協力をお願いします。 

  

【清掃・ごみ処理に関する注意点】 

・各団体が使用している教室、テント内及びその周辺通路等は各団体で清掃し、きれいにし

てください。 

・絶対に汚損・破損のないようにしてください。 

・ほうきや雑巾等の清掃用具は、各団体で用意してください。大学祭期間中は貸し出しも行

いますが、数に限りがあり、貸し出しが行えない場合があります。特に雑巾は各団体で５

枚以上は用意してください。 

・トイレや流し場等の共同管理施設の清掃及び来場者用のごみ箱の管理は、フロア・ブロッ

ク代表団体以外の参加団体に割り振ります。 
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・今年度は流し場に洗剤を置きません。洗剤は各団体で用意してください。 

・今年度みやこ祭でのごみ分別は可燃ごみ、不燃ごみ、アルミ缶、スチール缶、ペットボト

ル、ペットボトルキャップ、ビン、割りばし・くし類の８種類です。各団体の使用してい

る教室やテントにこの８分別が可能になるようなごみ箱を用意し、分別を行ってください。

満杯になったごみ袋は仮設ごみ集積所（９号館裏駐車場）までお持ちください。 

・ごみの分別はごみ分別チェックシートに沿って行ってください。 

・スプレー缶やカセットコンロ用のガスボンベは必ず使い切って穴をあけてから捨ててくだ

さい。穴あけ器は９号館裏駐車場に設置される仮設ごみ集積所に用意しますので、穴あけ

器を持っていない団体は廃棄の際、常駐の実行委員に声をおかけください。 

・金属類、ガラス類等、上記８種類の分別にあてはまらないごみは別途回収します。後述の

ごみ分別表をご覧ください。 

・各団体で使用した汁物は雨水用の排水溝やトイレ等には絶対に流さず、ペットボトルに詰

めるなどして持ち帰ってください。 

・廃油については各団体で凝固剤等で固め、可燃ごみとして捨ててください。 

・ごみはすべて９号館裏駐車場にて受け付けます。 
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【２０１７年度 第１３回みやこ祭 ごみ分別表】 

９号館裏駐車場に廃棄 

分別 備考 

可燃 

紙皿、エコプレート、段ボールの破片 

木くず、ガムテープ、生ごみ、残飯等 

看板等に使用したベニヤ板・角材等(３０センチ以下のもの) 

不燃 
プラスチック、ビニール、アルミ箔 

ビンの蓋、発泡スチロール 

アルミ缶 「アルミ」の表記がある缶 

スチール缶 「スチール」の表記がある缶 

ペットボトル   

ペットボトルキャッ

プ 
  

ビン   

割りばし・くし類 木や竹製の割りばし、くし、つまようじ等 

飲料水以外の缶 
スプレー缶、カセットコンロのボンベ 

塗料の空き缶、空の一斗缶 

ダンボール 
乾いていて大きなダンボールのみ 

（濡れたものや油で汚れたもの・破片は可燃へ） 

木材 
看板等に使用したベニヤ板・角材等(３０センチより大きなもの) 

※後日粗大ごみとして回収します 

古紙   

金属類 針、針金類等の金属類、金属片等 

電球・割れた陶器 電球、割れた陶器、割れたガラス類、割れたビン等 

乾電池    

廃油 各団体で凝固剤等を使用し、固めて可燃ごみに捨ててください。 

 

 

 

 

 



12 

 

【参加団体の注意事項】 

（１）模擬店参加団体の注意事項 

・敷石の汚損・破損を防ぐため、テントの下にはテントの足からビニールシートを６０ｃ

ｍ、ダンボールを５０ｃｍ四方はみ出して敷くことの徹底をお願いします。また、油を

多用する箇所（フライヤー・発電機等）にはダンボールを３枚、その他の箇所は２枚必

ず敷いてください。さらにダンボールが破れてしまったときは、新しくダンボールを敷

いてタイルの油染みを防いでください。机等はテント内に収まるようにしてください。 

※ 敷き方は下の図をご参照ください。 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・油染みは長時間放置すると染みこんで取れなくなってしまいます。もし油染みができた

場合は必ずすぐにふき取ってください。 

・撤収時の清掃では、油染みを残さないために、通路は必ず雑巾に洗剤をつけて磨く作業

を忘れずに行ってください。また、テントの下のビニールシートに油がついている場合、

雑巾で拭き取ってください。 

 

 

 

 

テント

壁

壁

テント

５ ０ ｃ ｍ
１ ０ ｃ ｍ

ダンボール
ブルーシートビニールシート 

ダンボール 
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（２）屋内参加団体の注意事項 

・屋内での飲酒・喫煙は禁止です。 

・使用する教室に汚損・破損が残らないようお願いします。 

（３）特別参加団体の注意事項 

・次の企画を行う団体に迷惑がかからないよう、清掃を済ませてからその場所を明け渡し

てください。 

※ 詳しい清掃の仕方については今後開かれる安全管理責任者会議で説明します。 

 

【各参加団体の担当業務】 

（１）フロア・ブロック代表 

・代表団体として、担当範囲の状況把握をしていただきます。 

・業務内容は、管轄フロア・ブロックの団体への各種チェックシートの配布、管轄フロア・

ブロックの団体の業務が確実に行われているかの点検し、管轄フロア・ブロック団体へ

の情報伝達することです。点検は、チェックシートに沿って行い、点検終了後に安全委

員会本部に提出していただきます。 

（２）ごみ箱担当団体 

・大学祭期間中に設置する来場者用のダンボール製のごみ箱の管理を行っていただきます。 

・業務内容は、満杯になる前にごみ袋の中身をごみ分別チェックシートに沿って分別し、

その後ごみ袋を９号館裏駐車場まで廃棄しに行くことです。 

・ごみ箱周辺の衛生状況も維持するよう注意してください。 

（３）トイレ・流し場・灰皿清掃団体 

・共同使用施設であるトイレ・流し場・灰皿の清掃を行っていただきます。 

・業務内容はチェックシートに沿って割り当てられた場所を清掃することです。流し場の

担当になった団体には、その流し場に設置されたごみ箱の管理も行っていただきます。 

・この業務は大学祭の１日目、２日目、３日目に行っていただきます。 

※ 担当の割り振りは９月２８日（木）の第４回みやこ祭参加準備会議にて発表します。 
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（１０）駐車・駐輪規制について 

① 大学祭期間中の入構について 

 大学祭期間中は、模擬店・ステージの設置や緊急車両の通路確保等のため、通常使用して

いる駐輪場・駐車場が使用できなくなります。徒歩や公共の交通機関を利用しての来場をお

願いします。 

大学祭期間中の車両の入退構は東門から行ってください。バイクはスポーツ門を使用して

ください。その他の門は使用できません。入構の際は、常駐している実行委員がおりますの

で、その指示に従ってください。 

【門の使用について】 

入構可 

東門 

大学祭期間中のすべての車両の入退構場所。東門に常駐す

る実行委員の前で一旦停止し、「臨時入構許可証」を提示。 

バイク入構不可 

体育棟方面 

出入口 
バイク入退構場所 

入構不可 
北門 

参加団体、委託業者は使用不可 
生協付近中門 

 

【駐車場の利用について】 

駐車場 第６・第７駐車場 
「臨時入構許可証」を持つ車両の

み入構可 

荷物の 

搬入・搬

出場所 

旧第３バイク駐輪場・第

３駐車場 

「臨時入構許可証」を持つ団体・団

体委託業者のみ入構可。また、１５

分以内の荷物の搬入・搬出に使用

可。長時間の駐車は不可。 
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【路上駐車について】 

・毎年、物品の搬入・搬出を路上で行う団体が見受けられます。近隣住民への迷惑となる行

為ですので、絶対に行わないでください。安全委員会では、今年度も巡回を行い路上駐車

の防止に努めます。 

 

【駐輪場の利用について】 

自転車駐輪場 

１２号館地下駐輪場 

６号館前駐輪場 

講堂脇駐輪スペース 

本部棟脇駐輪スペース 

バイク駐輪場 
体育棟横駐輪場 

多目的裏駐輪場 

※ 大学祭期間中の第３駐輪場・第５駐輪場の利用はできません。 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

② 自転車移動について 

 大学祭開催に当たり、今年度も以下の通り自転車の移動を行います。該当する場所に自転

車を駐輪している方は事前の移動をお願いします。また、移動先の十分なスペースの確保の

ため撤去先となっている駐輪場にとめている場合は、自転車の事前の移動をお願いします。 

・大学祭期間中の模擬店設置スペース確保のための自転車移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：１０月３１日（火） ２１：００～ 

移動対象場所：インフォメーションギャラリー周辺、ＡＶ棟周辺、 

１号橋周辺、学生ホール周辺、図書館周辺、体育棟前 

移動先：１号館中庭奥駐輪場、講堂裏駐輪場、１２号館地下駐輪場 

移動対象自転車：該当場所内すべての自転車 

撤去対象場所 撤去先 

インフォメーションギャラリー 講堂裏駐輪場 

ＡＶ棟前 

１号館中庭奥駐輪場 
学生ホール周辺 

図書館前 

１号橋 

体育棟前 １２号館地下駐輪場 
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※ 撤去先の詳細は後日インフォメーションギャラリーに掲示する看板やその他の情報宣

伝活動にてお知らせします。 

※ 事前の移動にご協力よろしくお願いします。 

 

③ 大学祭期間中における車両の入退構について 

Ⅰ．車両の臨時入講許可について 

 １１月１日（水）～１１月５日（日）の大学祭期間中、車両の入退構は安全委員会が管理

します。入構可能な車両は臨時入構許可証を持っている団体の車両のみとなります。また、

今年度も１日毎に臨時許可証を発行し、１日毎に回収します。申請日に漏れがないようご注

意ください。臨時入構許可証発行の際に預かり金として１枚１０００円預かります。大学祭

終了後、回収が確認でき次第預り金の返却を行います。 

 

【臨時入講許可証発行の流れ】 

ⅰ．臨時入構許可証申請証を記入し、９月２８日（木）２０：００までに大学祭実行委員会

室（学生ホール２０１ 談話室）に提出 

※ 団体の方が運転する車両での入構を希望する場合は、臨時入構許可申請書の車両使用有無

の欄の「有」に丸を付けてください。使用しない場合は「無」に丸を付けてください。 

※ 提出の際は学生証を忘れずにお持ちください。 
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※ レンタカーの利用はしないでください。 

※ 団体控えも提出してください。 

※ 提出後、団体控えは返却します。 

 

ⅱ．１０月下旬に行われる安全管理責任者会議で臨時入講許可証を発行 

※ 団体控え・預かり金と引き換えに臨時入構許可証を発行しますので、団体控えは大切に

保管してください。 

※ 発行は安全管理責任者本人にのみ行います。学生証を忘れずにお持ちください。 

 

【臨時入講許可証発行の注意事項】 

・臨時入構許可証をもつ車両のみが、１１月１日（水）～１１月５日（日）の大学祭期間中

入構が可能となります。 

・締切は９月２８日（木）２０：００です。締切を過ぎてしまうと、臨時入構許可証を発行

できません。 

・入構の際の運転者は、あらかじめ申請していただいた方のみにしてください。運転者は入

構予定日すべての日に運転可能な方にするようにしてください。 

・レンタカーは使用しないでください。 

・申請書には免許証のコピーを貼り忘れないようにしてください。 

・団体控えは必ず保管してください。 

・大学祭期間中の各団体の車両の使用予定を把握するため、以下の２点の申請書を車両を使

用しない団体も必ず提出してください。締め切り日の９月２８日までに大学祭実行委員会

室（学生ホール２０１ 談話室）まで必ず提出してください。 

申請書提出の際は、安全管理責任者本人が提出してください。 

・臨時入構許可申請書 

・業者搬入・搬出許可申請書 

・申請書に記入する 車両ナンバーは、ナンバーの４つの区分の内最低２つは書いてくだ 

さい。 

・臨時入構許可証は回収するので、大切に保管してください。 
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【入構の際の注意】 

・入構可能時間は各日７：３０～２１：３０です。この時間は厳守してください。 

・使用可能駐車場は第６・７駐車場（テニスコート脇）、旧第３バイク駐輪場・第３駐車場の

みです。 

・荷物の積み下ろしは旧第３バイク駐輪場・第３駐車場で行って下さい。１回の使用時間は

１５分間です。この時間を厳守してください。 

・申請した運転手の方は絶対に飲酒しないでください。 

・完全退構時間２１：３０を厳守してください。 

 

【臨時入講許可証回収について】 

・臨時入構許可証は必ず各日、退構する際に東門に常駐する実行委員に返却してください。 

・万が一退構の際に返却しそびれてしまった場合や車両を使用しなかった場合は、１１月１

０日（金）２０：００までに学生ホール２０６または学生ホール２０１（談話室）にて返

却を行ってください。 

・回収の確認が取れ次第、申請書の団体用控えを見せていただいた上で、学生ホール２０６

または学生ホール２０１（談話室）にて預り金の返却を行います。預り金の返却期限は１

１月１０日（金）２０：００までとします。 

 

Ⅱ．業者車両の臨時入構許可について 

団体から委託された業者の入構については、業者搬入・搬出許可証を持つ車両のみが入構

可能となっております。また、団体車両と同様に、臨時入講許可証を１日毎に発行し、１日

毎に回収します。臨時入講許可証発行の際に預り金として１枚１，０００円預かります。大

学祭終了後、回収が確認でき次第預り金の返却を行います。そのため、退構する際に必ず臨

時入構許可証を返却するよう連絡をお願いします。 

 

【業者搬入・搬出許可証発行の流れ】 

ⅰ．業者搬入・搬出許可申請書を記入し、９月２８日（木）２０：００までに大学祭実行

委員会（学生ホール２０１ 談話室）に提出 

※ 搬入・搬出を業者に委託する団体は、業者搬入・搬出許可申請書の車両使用の有無の

欄の「有」に〇を付けてください。使用しない場合は「無」に丸を付けてください。 

※ 車両・ナンバーの把握が困難なため、宅配業者の入構はできません。 

※ 提出の際は学生証を忘れずにお持ちください。 
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※ 提出までに必ず業者との打ち合わせを済ませるようにしてください。 

※ 提出の際、預り金を預かりますので１,０００円のご用意お願いします。 

 

ⅱ．安全委員会が直接業者に発行 

※ 発行後、安全委員会が業者に許可証が届いたかどうかの確認をします。 

 

【業者搬入・搬出許可証発行の注意事項】 

・締切は９月２８日（木）２０：００です。締切を過ぎてしまうと、臨時入講許可証を発

行できません。締切日を必ず守るようにしてください。 

・臨時入講許可証は１団体につき１枚のみ発行します。複数の車両使用はできません。（参

加団体用の許可証と委託業者用の許可証は別々に各日１枚ずつ申請できます。） 

・大学祭期間中の各団体の車両の使用予定を把握するため、以下の２点の申請書を業者委託

しない団体も必ず提出してください。締め切り日の９月２８日（木）までに大学祭実行委

員会室（学生ホール２０１ 談話室）まで必ず提出してください。申請書提出の際は、安

全管理責任者本人が提出してください。 

・臨時入構許可申請書 

・業者搬入・搬出許可申請書 

・臨時入構許可証は回収するので、大切に保管してください。 

・業者の方とあう際に、退構時に東門ゲートに常駐している委員に臨時入構許可証を渡すよ

う伝えてください。団体側で回収はしないでください。 

【入構の際の注意】 

・入構可能時間は各日７：３０～２１：３０です。この時間は厳守してください。 

・使用可能駐車場は旧第３バイク駐輪場・第３駐車場のみで、荷物の積み下ろし用となって

います。１回の使用時間は１５分間です。この時間を厳守してください。 

・完全退構時間２１：３０を厳守してください 

 

 

 

※ 申請受付時間は各日１２：００～２０：００です。 

※ 何か質問や不明な点がございましたら、大学祭実行委員会（学生ホー

ル２０６又は学生ホール２０１ 談話室 内線２３２３）までご連

絡ください。 
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２．渉外局より 

・ 協賛企業の紹介 

大学祭実行委員会は一般企業に協賛をいただいており、頂いた協賛金や物品はみやこ祭を

より発展させるため、また、参加していただける団体の方々のために使わせていただいてお

ります。 

そこで、第１３回みやこ祭に参加していただく団体の皆様にもご協力をお願いしたいと考

えております。 

 

●株式会社 MTE 

 株式会社 MTE は学生を専門に割安な料金で合宿・旅行を扱っている旅行会社です。 

 今回、アンケート実施のご依頼を受けました。別紙のアンケートをご覧ください。 

 

 アンケートにお答えいただいた団体様には、無料宿泊券が抽選で当たります。 

 会議終了後に、出口に係の者に提出をお願いします。 

 

 

※ 企業協賛に関わる質問等がございましたら、お手数ですが下記のメールアドレスまでご

連絡ください。 

 

メールアドレス : tmu.fes.s@gmail.com 

（右の QR コードからも読み取れます） 

 

 

 

       

より良いみやこ祭を作るためにご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

  

mailto:tmu.fes.s@gmail.com
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３．その他 

◆ 今後の会議日程 

・第４回 みやこ祭参加準備会議 

 日時：９月２８日（木）  １４：３０～（予定） 

 場所：１号館２３０番教室（予定） 

 

・第５回 みやこ祭参加準備会議 

 日時：１０月１２日（木） １６：３０～（予定） 

 場所：未定 

 

・第３回 大学祭総会 

日時：１１月１６日（木） １６：３０～（予定） 

場所：未定 

 

・第１３回みやこ祭報告会議 

 日時：未定 

 場所：未定 
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