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１．第１３回みやこ祭 大学祭本部企画援助費報告 

 

◆ 集計報告 

 今年度も昨年度同様、本部企画開催に必要な資金を確保するため、１月上旬～５月末

に生協広場・学生ホールを中心に募金活動を行いました。 

 

 今年度は９８１，９５９円集めることができました。 

 ご協力、誠にありがとうございました。 

 

◆ 経過報告 

２０１６年１１月 

２０１６年度第３回大学祭総会において２０１７年度本部企画援助費案を提示し、承

認を得ました。 

 

２０１７年１月上旬～５月末 

 生協広場・学生ホールを中心に、南大沢キャンパス構内で募金活動を実施しました。 

※ 著名人への出演依頼やイベントに必要な機材を確保するためには、１月から準備を

始める必要がありますので、今年は開始を１月としました。 
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２．第１２回みやこ祭 大学祭決算報告 

 

 

 

 

 

首都大学東京第１２代大学祭実行委員会 

会計 直井 つばさ 

金額（円）

企画援助費 923,789

自治会費分配費 1,100,000

団体徴収清掃費 234,000

学生以外からの寄付

同窓会からの収入 545,000

教職員寄付金 672,280

協賛活動

パンフレット広告協賛 682,000

企業協賛金 347,500

パンフレット売上 159,900

その他

前年度からの繰越金 501,187

計 5,165,656

分類

学生からの寄付

参加団体からの徴収

【収入】

【支出】

分類 主な用途 金額（円）

企画費 機材レンタル設置費用、講演会出演料等 2,364,500

広告費 パンフレット等印刷費用、外部広報費用 584,893

構内装飾費 ゲート、垂れ幕、トリックアート制作費用等 175,727

消耗品費 塗料、看板制作用木材、文房具、トナー等 674,114

備品費 電線、事務備品、工具等 235,409

清掃費 業者委託費、清掃用具代等 253,011

通信費 切手代、郵送費 52,050

仮設ゴミ集積所設置費用 98,555

保険料 52,680

車両及び各種レンタル費用、手数料等 349,169

計 4,840,108

雑費

収入 － 支出 ＝ 次年度繰越金
5,165,656 － 4,840,108 ＝ 325,548



3 

 

３．第１３回みやこ祭 大学祭予算案 

 

 

 
 

 

  

金額（円）

企画援助費 981,959

自治会費分配費 1,200,000

団体徴収清掃費 250,000

学生以外からの寄付

同窓会寄付金（見込み） 400,000

教職員寄付金（見込み） 600,000

協賛活動

地域広告協賛 900,000

企業協賛金 200,000

パンフレット売り上げ 220,000

その他

前年度からの繰越金 325,548

計 5,077,507

参加団体からの徴収

分類

【収入】

学生からの寄付

【支出】

分類 主な用途 金額（円）

企画費 機材レンタル設置費用、講演会出演料等 2,544,500

広告費 パンフレット等印刷費用、外部広報費用 556,440

構内装飾費 ゲート制作費用、電灯装飾費用等 140,000

消耗品費 塗料、看板制作用木材、文房具、トナー等 335,840

備品費 電線、事務備品、工具等 483,500

清掃費 仮設ゴミ集積所設置費用、業者委託費、清掃用具代等 461,093

通信費 切手代、郵送費、FAX送信費用等 55,000

業者委託費用、手数料等 158,000

保険料 50,000

その他修理代等 66,000

予備費 227,134

計 5,077,507

雑費



4 

 

４．安全委員会より 

◆ 今年度の各種規約について 

 昨年度の規約を見直し、規約の改正を行いました。波線部が変更点になります。 

 

１－１．大学祭期間中における違反事項に関する条規 

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

しなかった場合。 

ただし、特に認められている場合は除く。（新規） 

（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。 
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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１０，０００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 

２０，０００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。 

 

 

１－２．安全防災規約 

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。 



7 

 

 ・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。（新規） 

 ・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。 
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 ・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。 

 

 

１－３．補償金制度 

（１）趣旨 

   補償金制度は、参加団体全体で「自主管理・自主運営」を行っていくという大

学祭の理念に基づいて実施しています。この制度により「大学祭期間中に大学構

内施設において当事者不明の汚損・破損があった場合は、参加団体全体でその責

任を分担する必要がある」のです。このように責任を各団体で分担することによ

って、「自主管理・自主運営」の理念を各団体の全員に理解していただけると思わ

れます。さらに各団体で注意し合えば、大学祭期間中の汚損・破損個所を減少さ

せることに繋がります。 

 

（２）制度の内容 

   大学祭の参加団体に一律に一定の金額を補償金として大学祭実行委員会に納

めてもらい、大学祭期間中に当事者不明の汚損・破損があった場合、補償金か

ら修理費をまかない、その修理費を差し引いた残金を各団体に均等に返却しま

す。ただし、責任の所在が明らかな場合や本人がその汚損・破損を認めた場合

は、汚損・破損した本人が弁償することとします。なお、当事者が特に限定さ

れると判断した場合はこの限りではありません。 
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（３）対象・金額 

   大学祭に参加する全ての団体に一律５，０００円とします。ただし、弁償額が

補償金の限度を超えた場合は追加徴収するものとします。また、一つの団体で複

数の参加申請をする場合も、参加申請の数に関わらず５，０００円とします。 

 ※ ここでいう「大学祭に参加する全ての団体」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します。 

 

（４）管理 

   補償金の管理、大学への修理費の支払いは大学祭実行委員会が行います。清算

終了後、大学祭実行委員会が会計報告するものとします。 

 

（５）返却 

   補償金の適用に該当するような、汚損・破損がなかった場合は全額を返却しま

す。適用がなされた場合は修理費を差し引いた額を返却します。返却の日程・場

所は決定次第お知らせします。 

    なお、返却期限を過ぎても取りに来なかった団体に関しては、大学祭実行委員

会から連絡をしますが、それでも取りに来なかった場合、公的機関に寄付させて

いただきます。 

 

（６）清掃費 

   大学祭終了後、大学構内の敷石に油染みの多くは模擬店参加団体に責任があ

ると考え、補償金の適用外とします。 

    大学構内の敷石の油染みの除去を含む清掃を業者に委託します。その費用は、

清掃費として模擬店参加団体から１日１，０００円を徴収し、大学祭実行委員会

でも５０，０００円負担します。 

    なお、徴収した清掃費は全額、大学構内の地面の清掃に使うので、返却はあり

ません。清掃費の管理、支払い、会計報告は大学祭実行委員会が行います。 
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１－４．供託金制度 

（１）趣旨 

   この供託金制度は、飲酒をはじめとする大学祭期間中のあらゆる問題を防ぎ、大

学祭を円滑に終わらせること、さらには私たち学生が大学と信頼を築き、来年度以

降の大学祭を無事に行うことを保証することを目的としています。 

 

   二十数年前までの大学祭において、一部の心無い学生による常軌を逸した行為が

なされていました。そして２０年前に飲酒に関する大事件が起き、飲酒全面禁止と

なりました。 

   それ以来、少しずつ規制緩和がなされ、昨年度も時間制限つきの飲酒解禁を行い

ました。昨年度は供託金没収となるまでの問題・事故は起こりませんでした。 

   しかし、未だに危険な飲酒をする光景が見られたこともあり、「自主管理・自主運

営」の理念が十分に浸透したとは言えない状況です。飲酒に絡んだ大事件を起こし

てしまった過去を拭い去れない以上、私たちはこの問題を真摯に受け止め、再発防

止に努めなければなりません。私たち全員が飲酒の問題の重みを理解し、責任を持

たなければならないのです。 

なお、飲酒に絡んだ問題を起こしてしまった場合、来年度以降の大学祭が飲酒解

禁のもとに行われるという保証はありません。 

 

（２）制度内容 

大学祭参加団体は供託金として、参加形態に応じた金額を大学祭実行委員会に納

めるものとします。 

※ ここでいう「大学祭参加団体」とは、模擬店参加、屋内参加、特別参加で参加す

る団体のことを指します。 

 

   大学祭期間中に飲酒をはじめとするあらゆる問題を起こした団体からは、悪質で

あると安全委員会本部が判断した場合、処分として供託金を没収します。 

   大学祭期間中における違反事項に関する条規を守り、問題を起こさなかった団体

には、大学祭終了後に機会を設けて供託金の返却を行います。なお、没収した供託

金は公的機関に寄付するものとします。 
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（３）対象・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上記①に該当しない参加団体は 

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は 

１０，０００円とする。 

④ 営利を目的とする参加団体のうち、上記③に該当しない参加団体は、 

２０，０００円とする 

※ 上記①から④の複数の形態で参加する団体は、その高い方の金額を納めるもの

とする。 

 

（４）管理・返却 

   供託金の管理は大学祭実行委員会が行うものとします。 

   大学祭期間中における違反事項に関する条規を守り、問題を起こさなかった団体

には、大学祭終了後に供託金の返却を行います。返却の日程・場所は決定次第お知

らせします。 

   なお、返却期限を過ぎても受け取りにこなかった場合に関しては、大学祭実行委

員会から連絡をしますが、それでも取りにこなかった場合、公的機関に寄付させて

いただきます。 

 

◆ ビラ・掲示物の撤去について 

  今年度の既存ビラ・掲示物の撤去日時、及び大学祭期間中のビラ・掲示物の設置期

間は以下の通りです。 

  ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

  撤去場所：１号館・７号館 掲示板 

       学生ホール１階・２階 掲示板 

 撤去日程：１０月３１日（火）１６：００～ 

 大学祭用ビラ・掲示物の設置期間： 

      １１月１日（水）１１：００～１１月５日（日）１５：００
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５．第１３回みやこ祭 参加企画承認 

 別冊の「第１３回みやこ祭参加企画一覧」をご覧ください。
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