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１．模擬店参加企画承認 

今年度の飲酒に関しましては、第１回 みやこ祭参加準備会議の際に許可するという

ことになっていましたが、大学側との協議の末、今年度の大学祭での飲酒は取りやめと

なりました。一度許可していたのにも関わらず、決定を覆すことになってしまい申し訳

ありません。  

今年度の模擬店における酒類の提供は禁止となりましたので、ご理解ご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

今回の第４回 大学祭総会は、第３回 大学祭総会にて承認が抜けてしまっていた団体

があったため、再度承認の場として設けました。 

 

団 体 名：星泳会 

企 画 名：男の道 

企 画 内 容：ノンアルコールカクテルと BBQ 料理の提供 

趣旨・目的：イベントを通してサークル内部および地域住民の方と交流を深める 

団 体 名：鳥人間部 T-MIT 

企 画 名：あなたもその美味しさにうっとり 

企 画 内 容：焼き鳥、できれば鳥人間部の DVD の販売 

趣旨・目的：新入生確保、知名度向上 

団 体 名：体育会ヨット部 

企 画 名：海の家 りんちゃん 

企 画 内 容：焼き鳥、ソフトドリンク  

趣旨・目的：都立大のヨット部の存在を大学内外の人に知ってもらい、来年度の入部

希望者を増やすことと、ヨットの管理等でかかる多大な費用に今回の利益を使うこと

で、部員の経済的負担を減らすことを目的とする。 
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２．第１８回みやこ祭開催形態について 

 第１８回みやこ祭は１１月３日（木・祝）～１１月５日（土）に開催されます。 

第１８回みやこ祭の開催形態については以下の通りです。 

 

① みやこ祭参加者数制限 

第１８回みやこ祭では参加者数制限を行います。ただし、参加者にはみやこ祭を

運営する大学祭実行委員会委員とサークル等の団体の構成員を含みます。参加者

の管理は大学祭実行委員会が作成したアプリケーションで行います。参加する場

合はチケットを取得してください。 

 

② 模擬店 

第１８回みやこ祭では模擬店を実施することが決定しました。出店される団体は

十分に注意事項を守って販売を行ってください。また新型コロナウイルス感染対

策として、模擬店で購入したものを食べるときには大学祭実行委員会が設置する

飲食スペースを利用してください。屋内（生協食堂や飲食を伴う屋内参加企画を

除く）での飲食や立ち食い、歩き食いは禁止です。 

 

③ 各企画での諸注意 

新型コロナウイルス感染対策のため、各団体が主催する企画では消毒液の利用、

マスク着用、人同士の距離の確保を徹底してください。 

 

 第１８回みやこ祭は新型コロナウイルス感染対策を徹底した上で開催します。来年

度以降の開催のため、新型コロナウイルス感染リスクの高い行動を控えるとともに例

年と同じく違反行動のないようご注意ください。皆様のご理解・ご協力の程よろしく

お願いいたします。 
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３．各種規約について 

（１）第１８回みやこ祭参加規則 

 第１８回みやこ祭参加規則（以下、「本規則」といいます。）は、東京都立大学南大沢

キャンパス大学祭運営会（以下、「当運営会」といいます。）が主催、運営し、当運営会

が設置する東京都立大学南大沢キャンパス大学祭実行委員会ならびに東京都立大学南

大沢キャンパス大学祭安全委員会（以下、「当委員会」といいます。）が実行、管理する

大学祭（以下、「みやこ祭」といいます。）に参加いただくに当たっての注意事項等につ

いて定めています。みやこ祭に申し込み、参加される方（以下、「参加者」といいます。）

は、予め本規則の内容をご確認いただき、これに同意のうえ、申し込み、参加いただき

ます。 

 

第１条 目的 

 本規則は、みやこ祭の参加条件、確認事項、注意事項等について定めています。本規

則は、みやこ祭に参加いただくに当たっての当運営会ならびに当委員会との契約として、

全ての参加者に適用されます。 

 

第２条 細則等 

１．当運営会ならびに当委員会は、みやこ祭の運営にあたり、本規則とは別に、みやこ

祭への申し込み、ならびにみやこ祭への参加にあたっての条件、注意事項等、各種の定

め（以下、「個別細則」といいます。）を設けることがあります。 

２．当運営会ならびに当委員会が個別細則を定めた場合、該当する個別の条件、注意事

項等については、本規則とともに、該当の個別細則が適用されます。 

３．本規則の定めと個別細則の定めとの間に矛盾・抵触がある場合は、本規則の定めが

優先して適用されます。 

 

第３条 適用 

本規則は、令和４年１１月３日（木・祝）、４日（金）、５日（土）に行われる第１８

回みやこ祭に適用されます。 
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第４条 同意 

１. みやこ祭への参加を申し込み、これに参加いただくためには、本規則、ならびに個

別細則に同意していただく必要があります。なお、参加者がみやこ祭への参加申し込み

をしたときには、本規則、ならびに個別細則に同意したものとみなします。 

２. 未成年者は、申し込みに際し、事前に親権者等の法定代理人の同意を得るものとし

ます。なお、未成年者がみやこ祭への参加を申し込んだ場合、その法定代理人の同意を

得ているものとみなします。 

 

第５条 変更・中止 

１. 当運営会ならびに当委員会は、事前の予告なく、本規則の内容を変更する場合があ

ります。 

２. 当運営会ならびに当委員会は、事前の予告なく、みやこ祭の内容を変更することが

あります。 

３. 当運営会ならびに当委員会は、天災地変、感染症の蔓延、その他の不可抗力、運営

上の事情、その他やむを得ない事由が生じたときは、当運営会独自の判断でみやこ祭を

中止することがあります。この場合、みやこ祭公式アプリケーション及び公式 HP 等当

運営会の選択する手段によって、参加者へ通知します。 

４.本条項に基づく当運営会ならびに当委員会の措置により、参加者に損害が生じた場

合でも、当運営会ならびに当委員会は何らの損害を賠償しません。 

 

第６条 参加申し込み・資格 

１．みやこ祭への参加を希望する者（以下、「参加希望者」といいます。）は、みやこ祭

公式アプリケーション及び公式 HP に掲示する手続きその他本規則、ならびに個別細則

により当運営会ならびに当委員会が定める手続きに則って、みやこ祭への参加申し込み

をします。 

２．参加希望者は、申し込みに際して当運営会が求める参加希望者の情報（以下、「登録

事項」といいます。）について、最新のものを正確に申告するものとします。 

３．当運営会ならびに当委員会は、参加希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当

する場合は、申し込み、ならびに再申し込みを拒否することがあり、またその理由につ

いて一切開示義務を負いません。 

１）当運営会ならびに当委員会に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記、

または記載漏れがあった場合 
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２）みやこ祭公式アプリケーション及び公式 HP への不正アクセスその他の不正行為を

行っていた場合 

３）プログラム等による自動申し込みと当運営会ならびに当委員会が判断した場合 

４）反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずるものを意

味します。）である場合 

５）過去、当運営会ならびに当委員会との契約に違反した者またはその関係者であると

当運営会ならびに当委員会が判断した場合 

６）本規則に違反した場合 

７）その他、当運営会ならびに当委員会がみやこ祭への参加を不適当と判断した場合 

４．前項に基づきみやこ祭への参加申し込みが無効となったことにより参加希望者に損

害が生じた場合でも、当運営会ならびに当委員会は何らの損害を賠償しません。 

 

第７条 パスワード及びユーザーID の管理 

１．参加者は、自己の責任において、みやこ祭参加に関するパスワード及びユーザーID

を適切に管理、ならびに保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲

渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 

２．パスワードまたはユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によ

って生じた損害に関する責任は参加者が負うものとします。 

 

第８条 撮影等 

１．当運営会ならびに当委員会は、みやこ祭の模様（参加者の容貌等を含みます）を撮

影、または録音、録画し、これを当運営会ならびに当委員会の資料、媒体に利用するこ

とができます。 

２．参加者は、映像、写真、音声又は肖像が前項に定める通り、記録、公開、利用され

ることに予め同意したうえでみやこ祭に参加するものとし、当運営会の自由な判断によ

る記録、公開、及び利用に関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権を行使せず、

また一切の対価を請求しないものとします。 

 

第９条 禁止事項 

１．参加者は、みやこ祭への参加申し込み、およびその参加において、次の各号に掲げ

る事項をしてはなりません。 

１）他の参加者、当委員会委員、その他の第三者への迷惑行為（暴力、暴言、脅迫、恫
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喝、ストーカー行為（待ち伏せ、迷惑メール等）、セクシャルハラスメント、その他のハ

ラスメント行為等を含みますが、これらに限られません。） 

２）会場、施設、物品、器物等を毀損する行為 

３）当委員会委員の案内や注意に対して非協力的な行為 

４）営利目的（その準備目的、その他営業的な目的・活動、勧誘活動等を含みます）、あ

るいは政治的ないし宗教的動機でみやこ祭への参加を申し込み、またはこれに参加する

行為、ならびにこれらに準じる行為 

５）法令又は公序良俗に反する行為または犯罪に関連する行為 

６）飲食が禁止されている場所における飲食 

７）構内での飲酒 

８）喫煙場所以外での喫煙 

９）当運営会ならびに当委員会に無断でのみやこ祭の撮影、または録音、録画行為 

１０）当運営会ならびに当委員会が実施する感染対策に非協力的な行為 

１１）その他、当運営会ならびに当委員会が不適切と判断する行為 

２．参加者が、前項各号に該当する行為、ないし本規則および個別細則に定める禁止行

為をし、またはするおそれが認められるときは、当委員会委員から注意を行い、または

会場から退出していただき、以降のみやこ祭への参加をお断りする場合があります。こ

の場合において、参加者に損害が生じた場合でも、当運営会ならびに当委員会は何らの

損害を賠償しません。 

３．参加者が第１項各号に該当する行為をしたことにより当運営会、当委員会または第

三者に損害が生じたときは、これを賠償していただきます。 

４．当該参加者と第三者との間で生じたトラブル等について、当運営会ならびに当委員

会は一切の責任を負いません。 

 

第１０条 個人情報 

１．当運営会ならびに当委員会が取得した参加者の個人情報につきましては、当運営会

ならびに当委員会のプライバシーポリシーに基づき管理します。 

２．参加者は、当運営会ならびに当委員会のプライバシーポリシーに同意したものとみ

なされます。 
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第１１条 登録抹消等 

１．当運営会ならびに当委員会は、参加者が、以下の各号に該当する場合は、事前に通

知、または勧告することなく、当該参加者について、みやこ祭の全部もしくは一部の参

加を制限し、または、参加者としての登録を抹消することができます。 

１）本規則のいずれかの条項に違反した場合 

２）登録事項の全部または一部に虚偽の事実があることが判明した場合 

３）その他、当運営会ならびに当委員会がみやこ祭への参加または参加者としての登録

の継続を不適当と判断した場合 

２．当運営会ならびに当委員会は、前項に基づき当運営会ならびに当委員会が行った行

為により参加者に損害が生じた場合でも、何らの賠償を行いません。 

 

第１２条 参加取り消し 

 参加者は、当運営会ならびに当委員会の定める手続きにより、みやこ祭への参加申し

込みを取り消すことができます。 

 

第１３条 保証の否認および免責 

１．当運営会ならびに当委員会は、みやこ祭に事実上または法律上の瑕疵がないことを

明示的にも黙示的にも保証しておりません。 

２．みやこ祭における参加者の負傷、疾病、紛失、盗難その他の一切の事故について、

当運営会ならびに当委員会に故意または重大な過失のある場合を除き、当運営会ならび

に当委員会は何らの責任を負いません。 

３．当運営会ならびに当委員会は、参加者のみやこ祭参加申し込み、もしくは実際の参

加に際して、参加者間、または参加者と第三者との間で生じた紛争について、一切の責

任を持ちません。 

４．本規則が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第３項に定める「消費者

契約」に該当する場合は、本規則のうち、当運営会ならびに当委員会の損害賠償責任を

完全に免除する規定、ならびに当運営会ならびに当委員会に故意または重大な過失のあ

る場合にその責任の一部を免除する規定は、適用されません。この場合において、参加

者に生じた損害が当運営会ならびに当委員会の債務不履行または不法行為に基づくと

きは、当運営会ならびに当委員会は、当運営会ならびに当委員会に故意または重大な過

失のある場合を除き、当該損害のうち、現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、１万

円を上限として、賠償する責任を負います。 
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第１４条 分離可能性 

本規則のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効

または執行不能と判断された場合であっても、本規則の残りの規定及び一部が無効また

は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとしま

す。 

 

第１５条 規定外事項 

 本規則に定めのない事項については、すべて個別細則に定めるとおりとします。 

 

第１６条 準拠法 

 本規則の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 

 

（全１６条） 
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（２）プライバシーポリシー 

 東京都立大学南大沢キャンパス大学祭運営会（以下、「当運営会」といいます。）およ

び当運営会が設置する東京都立大学南大沢キャンパス大学祭実行委員会ならびに東京

都立大学南大沢キャンパス大学祭安全委員会（以下、「当委員会」といいます。）は、当

運営会が主催、運営し、当委員会が実行、管理する大学祭（以下、「みやこ祭」といいま

す。）に申し込み、参加される方（以下、「参加者」といいます。）の個人情報保護の重要

性について認識し、個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」といいま

す。）を遵守するとともに、以下のプライバシーポリシー（以下、「本プライバシーポリ

シー」といいます。）に従い、参加者の個人情報の適切な取り扱い、ならびに保護に努め

ます。 

 

第１条 個人情報 

 本プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第２条第１項によ

り定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含みます。）を意味するものとします。 

 

第２条 個人情報の収集方法 

 当運営会ならびに当委員会は、参加者が申し込みをする際に氏名、年齢、郵便番号、

メールアドレスなどの個人情報をお尋ねすることがあります。 

 

第３条 個人情報の利用目的 

 当運営会ならびに当委員会は、参加者の個人情報を、以下の目的で利用します。 

１）当運営会ならびに当委員会がみやこ祭を運営するため 

２）参加者からの問い合わせに回答するため（本人確認を行うことを含む） 

３）重要なお知らせなど必要に応じた連絡のため 

４）みやこ祭参加規規則に違反した参加者や、不正・不当な目的でみやこ祭を利用しよ

うとする参加者の特定をし、利用をお断りするため 

５）個人を特定できない範囲においてのみやこ祭に関する統計情報の作成及び利用のた

め 

６）上記の利用目的に付随する目的のため  
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第４条 利用目的の変更 

１）当運営会ならびに当委員会は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認め

られる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。 

２）利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当運営会ならびに当委

員会所定の方法により、参加者に通知し、またはみやこ祭公式 HP 上に公表するものと

します。 

 

第５条 個人情報の利用 

 当運営会ならびに当委員会は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を

除き、参加者の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い

ません。ただし、次の場合はこの限りではありません。 

１）法令に基づく場合 

２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、参加者の同意

を得ることが困難であるとき 

３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、参加者の同意を得ることが困難であるとき 

４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、参加者の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき 

 

第６条 個人情報の適正な取得 

当運営会ならびに当委員会は、適正に個人情報を取得し、虚偽その他不正の手段によ

り取得しません。 

 

第７条 漏洩時の報告等 

当運営会ならびに当委員会は、当運営会ならびに当委員会の取り扱う個人情報の漏洩、

紛失、毀損等の事態が生じた場合において、個人情報保護法の定めに基づき個人情報保

護委員会への報告および当該参加者への通知を要する場合には、かかる報告および通知

を行います。 
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第８条 個人情報の保存期間 

 取得した個人情報は、適切に保管し、第１８回みやこ祭終了から３０日後に全て破棄

します。 

 

第９条 第三者提供 

 当運営会ならびに当委員会は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められ

る場合を除き、あらかじめ参加者の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。

ただし、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。 

１）当運営会ならびに当委員会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取

り扱いの全部または一部を委託する場合 

２）個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合 

 

第１０条 個人情報の開示 

当運営会ならびに当委員会は、参加者から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報

および個人情報保護法の定めに基づき当運営会ならびに当委員会が作成した第三者へ

の提供にかかる記録および第三者からの提供にかかる記録の開示を求められたときは、

参加者本人からの請求であることを確認の上で、参加者に対し、遅滞なく開示を行いま

す（当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。）。ただし、個人情報

保護法その他の法令により、当運営会ならびに当委員会が開示の義務を負わない場合は、

この限りではありません。 

 

第１１条 個人情報の訂正等 

当運営会ならびに当委員会は、参加者から、個人情報が真実でないという理由によっ

て、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」と

いいます。）を求められた場合には、参加者本人からの請求であることを確認の上で、

利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づ

き、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を参加者に通知します（訂正等を行わない

旨の決定をしたときは、参加者に対しその旨を通知いたします）。ただし、個人情報保

護法その他の法令により、当運営会ならびに当委員会が訂正等の義務を負わない場合は、

この限りではありません。 
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第１２条 個人情報の利用停止等 

当運営会ならびに当委員会は、以下の場合、遅滞なく個人情報保護法の定めに基づき

個人情報の利用の停止または消去（以下、「利用停止等」といいます。）、もしくは、個人

情報保護法の定めに基づき個人情報の提供の停止（以下、「提供停止」といいます。）を

行い、その旨を参加者に通知します。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当

運営会ならびに当委員会が利用停止等または提供停止の義務を負わない場合は、この限

りではありません。 

１）当運営会ならびに当委員会が、参加者から、参加者の個人情報があらかじめ公表さ

れた利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、もしくは違法または不当な

行為を助長し、もしくは誘発するおそれがある方法により利用されているという理由、

または本人の個人情報が偽りその他不正な手段により取得されたものであるという理

由により、利用停止等を請求された場合 

２）個人情報が本人の同意なく第三者に提供されているという理由により、提供停止を

請求された場合 

３）当運営会ならびに当委員会が本人の個人情報を利用する必要が無くなった場合 

４）本人の個人情報にかかる個人情報保護法第２６条第１項本文に規定する事態が生じ

た場合、その他本人の個人情報の取り扱いにより本人の権利または正当な利益が害され

る恐れがある場合 

 

第１３条 プライバシーポリシーの変更 

１．本プライバシーポリシーの内容は、法令その他本プライバシーポリシーに別段の定

めのある事項を除いて、参加者に当運営会ならびに当委員会所定の方法によって通知す

ることで、変更することができるものとします。 

２．当運営会ならびに当委員会が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリ

シーは、公式 HP 上に掲載したときから効力を生じるものとします。 
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第１４条 お問い合わせ窓口 

 本プライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

 

東京都立大学南大沢キャンパス大学祭安全委員会 

 委員長 鶴谷陵 

 メールアドレス：tmuanzen@gmail.com 

 

（全１４条） 

 

 

 

  



 14 

４．その他 

◆ 今後の会議日程 

 該当する会議に必ずご出席をお願いいたします。 

 

 立て看板設置会議 

日程：１０月７日（金） 

時間：１７：００～ 

場所：７号館２１５番教室 

対象：立て看板の設置の申請を行った団体の代表者 

 

 第５回 みやこ祭参加準備会議 

日程：１０月１０日（月・祝） 

時間：第１部 １３：００～ （入室開始 １２：４５） 

   第２部 １４：１５～ （入室開始 １４：００） 

開催形態：オンライン（Zoom） 

対象：みやこ祭に参加される団体の代表者・安全管理責任者  

※ 安全管理に関する重要なお知らせを行うため、代表者の方だけでなく安全管理 

責任者の方も出席するようお願いします。 

 

 第４回模擬店設置会議 

日程：１０月１０日（月・祝） 

時間：１５：３０～（入室開始 １５：１５） 

開催形態：オンライン（Zoom） 

対象：模擬店を出店される団体の代表者 

 

 安全管理責任者会議 

日程：１０月２０日（木） 

時間：１７：００～（予定） 

場所：１１号館２０４番教室 

対象：みやこ祭に参加される団体の安全管理責任者 
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 第１８回みやこ祭 全体準備会議 

日程：１１月２日（水）   

時間：１０：００～ （受付時間９：３０～９：５０）（予定） 

場所：１号館１２０番教室（予定） 

対象：みやこ祭に参加される団体の代表者・安全管理責任者  

 

 第１８回みやこ祭 全体後片付け会議 

日程：１１月６日（日）  

時間：１０：００～ （受付時間９：３０～９：５０）（予定） 

場所：１号館１２０番教室（予定）  

対象：みやこ祭に参加される団体の代表者・安全管理責任者 

 

 第５回 大学祭総会 

日程：１１月２４日（木） 

時間：未定 

開催形態：未定 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の流行により、上記の日程が変更になる場合があります。

また、会議の開催形態および開催場所に関しては調整中です。 

詳細が決まり次第、大学祭実行委員会からご連絡します。メールや Twitter、看板

等での連絡にご注意ください。  
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◆ 会議日程のお知らせについて 

大学祭総会およびみやこ祭参加準備会議については、メールや看板だけでなくホー

ムページや Twitter でもお知らせしています。ぜひご確認やフォローをお願いしま

す。 

 

【第１８回みやこ祭公式ホームページ】 

URL     http://miyakomatsuri.com 

       （右の QR コードからも読み取れます。） 

 

 

【Twitter アカウント】 

アカウント名 東京都立大学大学祭実行委員会めぽ 

ユーザー名   @miyakomatsuri 

URL     https://twitter.com/miyakomatsuri 

（右の QR コードからも読み取れます。） 
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