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１ 第 72 回九大祭  

１－１ 基本情報 

【日時】 

準備日  10月 11日(金) 

公開日 1日目  10月 12 日(土) 

公開日 2日目  10月 13 日(日) 

   撤収日  10月 14 日(月) 

・10日(木)は実行委員会による会場整備が行われます。企画団体の準備は行えません。 

・公開時間は両日、各企画とも 9:00～19:00となっています。 

・片付けの時間としてテントの足をたたむ等の時間を準備日、公開日 1日目、2日目の

19:00～20:00に設けます。 

・九大祭前中後のテントの貸し出し、返却等の詳細なスケジュールは第三回企画代表者説

明会で説明します。 

【場所】九州大学伊都地区センターゾーン(福岡市西区元岡 744番地) 

【主催】第 72回九大祭実行委員会 
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１－２ 九大祭趣旨 

1. 九州大学及び九大生の文化的取り組み・学術研究成果・存在を学内外へ 

広く公開・発信する。 

2. 前項を通して学内外の親交を深め、交流及び連携を図ると同時に、 

深い人間性・社会性を養う。 

3. 日常生活や通常の大学生活では得難い経験を積み、将来に資するものを培う。 

4. 九州大学及び九大生の文化的活動・学術研究の更なる発展を促進する。 

 

１－３ 九大祭基本方針 

「学生の自己表現の場」として九大祭を実現する 

 

この基本方針のための学生へのサポートや安全且つ安定した運営について、以下を具体的

方針として定める。 

1. 学生が主体となる九大祭を実現する 

a. 企画団体と充分な情報交換をし、規則を遵守させる 

b. スタッフ派遣を通じた企画団体の運営参加を促す 

c. あらゆる学生が参加しやすいようサポートする 

 

2. 安全・安定した九大祭運営を実現する 

a. 衛生管理・安全管理を徹底する 

b. 構内での飲酒・喫煙を全面的に禁止する 

c. 各種災害への対策を行う 
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3. 来場者が安心して楽しめる九大祭を実現する 

a. 幅広い年齢層や多様な来場者に対応した九大祭にする 

b. 押し売りや不適切な内容の企画を禁止する 

c. 禁止行為に対する見回りや広報を強化する 

 

4. 国際交流・地域交流の場となる九大祭を実現する 

a. 国際色豊かな九州大学の特色を活かした九大祭にする 

b. 地域の方々との交流の場になる九大祭にする 
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２ 各種手続き  

２－２ エコ容器注文 

概要 

九大祭では、平成 19年度の第 60回時より全面的にエコ容器を導入しています。第 72回

九大祭においてもリユース食器とリサイクル食器を導入することでゴミを削減し、環境へ

の負荷を軽減させます。前回に引き続き、バイオマスプラスチックカップ(BMC)と竹割り箸

も取り扱います。以下、エコ容器とはリユース食器・リサイクル食器・BMC・竹割り箸の総

称とします。 

エコ容器の仕組み 

リユース食器は洗浄して再利用できることが最大の特徴であり、存在するリユース食器

の数量以上に飲食物を取り扱うことができます。九大祭公開日においては、実行委員会が

洗浄室で洗浄し、リユース食器を循環させます。 

 

                 

   

                         洗浄済 

      使用済みリユース食器         リユース食器 

 

 

リユース食器による飲食物の提供 

来場者 

返却 @リサイクルステーション 

(実行委員会) 

洗浄@洗浄室 

(実行委員会) 
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 リサイクル食器はその大部分をリサイクルできることが特徴ですが、使用は一度限りで

すので、存在するリサイクル食器の数量までしか飲食物を取り扱えません。九大祭公開日

においては、使用者に分別していただき、リサイクルできる部分は実行委員会が回収しま

す。 

 

 

 

 

 

 

エコ容器の受け取り 

第三回企画代表者説明会時にエコ容器代を納入していただくと、実行委員会よりエコ容

器引換券をお渡しします。九大祭準備日・公開日において、その引換券を持参し、エコ容器

の受け取りに来て下さい。受取場所・時間は第三回企画代表者説明会で説明します。 

なお、未使用の引換券の払い戻しと紛失した引換券の再発行はしません。また、九大祭期

間中の 10月 12日～13日は九大祭本部(クアシス)でも引換券を購入できます。 

エコ容器の種類 

エコ容器はリサイクル食器(平皿 2種とどんぶり 2種)・リユース食器(カップ 2種)・BMC・

竹割り箸の 8 種類を用意しています。詳細(サイズ・写真等)は九大祭 Web ページをご確認

ください。 

 

 

燃えるゴミ 

食器表面 

使用済みリサイクル食器 

回収・リサイクル 
リサイクル部分 
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 名称 セット単価 セット単位 提供可能量 

1 平皿 S 100円/1セット 50枚/1セット 無制限 

2 平皿M 100円 50枚 無制限 

3 どんぶり S 100円 50枚 無制限 

4 どんぶりM 100円 50枚 無制限 

5 ペダルカップ 100円 50個 
1 セット(50 個)

※発売未定 

6 コーヒーカップ 50円 50個 
1 セット(50 個)

※発売未定 

7 BMC 40円 40個 

無制限    

※発売未定 

8 竹割り箸 100円 100膳 無制限 

※ペダルカップ、コーヒーカップ、BMCにつきましては現在業者と交渉中のため発売が未

定となっております。7月中には販売の可否について HP等でお知らせいたします。 

・提供可能量とは、九大祭準備日に、一度に渡せるエコ容器の最大数量を指します。 

・リユース食器は洗浄により使い回されますが、「購入すべき数量=使用する回数」となり

ます。提供の際に引換券を使用し再び受け取る際には新たな引換券が必要です。 

費用の納入について 

第三回企画代表者説明会で費用を納入していただきます。各自でエコ容器代を確認し、過

不足のないように持参してください。お釣りは用意しかねますのでご了承ください。費用を

納入していただいたのち、同じく第三回企画代表者説明会にて領収書・エコ容器引換券を発

行いたします。 
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エコ容器の回収 

使用されたエコ容器は九大祭終了後洗浄し返却、もしくはリサイクルしなければなりま

せん。従って、エコ容器を使用する企画団体はお客様にエコ容器の回収を促す「貼り紙」を

店頭にしてもらいます(貼り紙は実行委員会で作成し、九大祭準備日に配布いたします)。ま

た、商品をお渡しする際にも、口頭でその旨をお伝えするように企画団体のメンバーに連絡

をお願いします。あくまでリユース容器は借りものですので、紛失・破損すると罰則金がか

かる場合がございますのでご了承ください。 

注文方法 

九大祭Webページ上の専用 Google formにてご注文ください。 

注文期間：8月 19日(月) 00:00～8月 31日(土) 23:59 

 

２－２ 立て看板希望申請 

概要 

九大祭における立て看板の設置には、施設財産の保護と耐風性の確保が求められるので、

設置できる箇所が限られてきます。実行委員会は、確実かつ安全に立て看板を設置し、無秩

序な設置や安全性に欠ける場所への設置を避けるため、立て看板希望申請を設けます。 

申請から設置許可までの手順 

立て看板希望申請は立て看板を設置する予定の企画団体が申請し、申請した企画団体の

数や枚数を把握したのち実行委員会が設置許可を出します。許可の第一報はメールで行い

ますが、場所等の詳細は第三回代表者企画代表者説明会で説明します。 
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立て看板の回収 

立て看板は設置した企画団体が九大祭撤収日に回収してください。回収されていない企

画団体には罰則措置をとります。 

立て看板の仕様 

以下の仕様のサイズでのみ設置可能とします。 

・大きさ：A4サイズ～高さ約 1,800mm、幅約 900mmまで。 

・構造：柱に括りつけることのできるように。 

※実行委員会は各企画の立て看板の作成を行っておりません。立て看板は各企画団体にて

作成してください。 

申請方法 

九大祭Webページ上の専用 Google formにて申請してください。 

期間 8月 19日(月) 00:00～8月 31日(土) 23:59 

 

２－３ 特殊行為申請書 

以下に該当する行為を準備期間、撤収日を含む九大祭期間中に行う場合は、実行委員会へ

事前の申請と許可が必要です。 

(例) 

・個人情報(名前・住所等)の収集 

・カンパの募集 

・署名活動の実施 



- 10 - 

 

・ビラの配布 

・募金活動 

※資料に載ってない行為を行う場合は実行委員会にご相談ください。 

申請方法 

九大祭Webページ上の専用 Google formにて申請してください。 

期間 8月 19日(月) 00:00～8月 31日(土) 23:59 

 

２－４ スタッフ派遣制度 

概要 

九大祭は実行委員会のみで運営できるものではなく、交通整理や環境対策においては企

画構成員の協力が必要です。これをスタッフ派遣と呼び、原則としてすべての企画団体に派

遣義務があります。なお、企画構成員であれば派遣される人物を特定する必要はありません。 

業務開始 10分前に、クアシスに設置される実行委員会本部まで必ずお越しください。所

定の時間に集まっていない場合、罰則措置を取ります。 

 シフト表と詳細な業務内容は第三回企画代表者説明会資料で発表します。 

【業務】 

• 交通整理 

• リサイクルステーション 

• 水道清掃 

• トイレ清掃 

• ゴミ拾い 



- 11 - 

 

• 来場者計測 

交通整理 

伊都地区構内及びその周辺における交通整理を担当します。自動車・自転車・バイク・原

付を誘導することが主な業務です。 

【派遣内容】 

1企画団体あたりの人数：2名 

派遣日：10月 12日～13日 

派遣時間帯：9:00～20:00 

派遣時間：1時間 

リサイクルステーション 

リサイクルステーションでの分別指導が主な業務です。 

【派遣内容】 

1企画団体あたりの人数：2名 

派遣日：10月 12日～13日 

派遣時間帯：9:00～19:00 

派遣時間：1時間 

水道清掃 

仮設水道の清掃が主な業務です。3か所に仮設水道を設置する予定で、いずれかの場所を

担当していただきます。道具は実行委員会が準備いたします。 

【派遣内容】 

1企画団体あたりの人数：2名 
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派遣日：10月 12日～13日 

派遣時間帯：9:30～20:00 

派遣時間：30分間 

トイレ清掃 

センター2号館及び生活支援施設のトイレの清掃が主な業務です。道具は実行委員会が準

備いたします。 

【派遣内容】 

1企画団体あたりの人数：2名 

派遣日：10月 12日～13日 

派遣時間帯：11:00～19:00 

派遣時間：1時間 

ゴミ拾い 

大学構内の巡回、ゴミ拾いが主な業務です。道具は実行委員会が準備いたします。 

【派遣内容】 

1企画団体あたりの人数：2名 

派遣日：10月 12日～13日 

派遣時間帯：12:30～17:30 

派遣時間：1時間 

来場者計測 

 下記の地点で通行者等の来場者の計測を行ってもらいます。計測の機械等の道具は実行

委員が準備します。 
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場所（予定） 

・ビッグオレンジ前バス停 

・イーストゾーン中央図書館前 

【派遣内容】 

1企画団体あたりの人数：2名 

派遣日：10月 12日～13日 

派遣時間帯：9:00～19:00 

派遣時間：1時間 

スタッフ派遣希望申請 

スタッフ派遣希望申請は、スタッフ派遣内容に希望がある場合のみ実行委員会へ申請す

るものです。  

以下の希望に対して申請を受け付けます。企画構成員の人数が少ないという理由で免除

することはできません。また、以下の理由においても全ての希望を受け入れられるわけでは

ありませんのでご注意ください。 

（例） 

・テント企画、教室企画の両方に企画参加しており、スタッフ派遣の減免を求める場合(一

方のみの分のスタッフ派遣を減免できる可能性があります)。 

・企画実施時間帯や企画団体でのシフトにより、特定の時間のスタッフ派遣を避けることを

求める場合(シフト作成で考慮できる可能性があり、免除はできません)。 

申請方法 

九大祭Webページ上の専用 Google formにて申請してください。 

期間：8月 19日（月）00:00～8月 31日（土）23:59 
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２－５ 外部団体との関わり 

概要 

外部団体とは、九大祭の企画団体でない団体、すなわち、企業等を指します。九大祭趣旨

及び基本方針には九大生が主役であること、企画参加資格に営利を第一義にしないことを

掲げている通り、営利目的の外部団体が九大祭に関わる際には制限があります。 

【制限される行為】 

・外部団体の構成員がその外部団体に関する活動を行うこと 

・外部団体の宣伝が強く行われること 

制限される行為の例 

1.禁止される行為 

・企画名、企画団体名に外部団体名が入ること 

・企画内に外部団体の構成員が参加し、その外部団体に関する活動を行うこと 

・外部団体の看板や幟等を掲げること 

・外部団体の商品を販売すること 

2.実行委員会への申請・許可が必要な行為 

・外部団体のサンプリングや広報物を配布すること 

3.過度にならないように注意すべき行為 

・企画団体の発行物・配布物へ外部団体の広告が記載されること 

・外部団体を企画内で取り上げること 
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申請方法 

メールにて詳細をお送り下さい。 

宛先 テント企画：tent@kyudaisai.jp 

      教室企画：classroom@kyudaisai.jp  

      ステージ企画：stage@kyudaisai.jp 

件名 外部団体との関わり 

本文 メール本文に記入 

期間 8月 1９日(月) 00:00～8月 31日(土) 23:59 

 

２－６ 英語版企画紹介について 

概要 

第 71回九大祭での英訳取り組みを引き継ぎ、第 72回九大祭でも日本語に不安がある

方々にも九大祭の多様な企画を楽しんでいただくことを目的として、九大祭パンフレット

の英語版(主に企画紹介について)を作成し、九大祭公式サイトで公開します。 
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具体的な流れ 

 

※実行委員会に英訳を依頼し、期限(8月 4日(日) 23:59) までにお問い合わせ、及び修正

の連絡がない企画団体の企画名・団体名・企画紹介文については、実行委員会の作成した

英訳を使用いたします。 

※企画団体の方に作成していただいた英訳文に関しても、前述と同じ日時にて受付を締め

切りますので、修正したい場合は期限までにご連絡ください。 

申請方法 

宛先  テント企画：tent@kyudaisai.jp 

        教室企画：classroom@kyudaisai.jp  

        ステージ企画：stage@kyudaisai.jp 

件名: 英訳確認・修正 

本文: 確認・修正したい内容をメール本文に記入 

(※修正する場合、企画団体名・企画名については各 60字以内、企画紹介文については

180字以内) 

期限: 8月 4日(日) 23:59 
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２－７ S＆R 説明会 

概要 

S&R では、九大祭に出店する団体への食品や容器などの販売や、プロパンガスや調理器

具をはじめとした機材の貸し出しを行います。S&R 説明会は九大生協そしき部の管轄であ

り、九大祭実行委員会が実施するものではありません。実行委員会で机や椅子の貸し出し等

は行っておりませんので、ご利用をお考えの方は説明会に必ずご参加ください。詳細は九大

生協そしき部にお問い合わせください。 

日程 7月 17日(水) ,7月 19日(金)  

時間 18:00受付開始、18:30開始 

場所 地下食堂  

お問い合わせ先：九大生協そしき部 (soshiki.SR2019@gmail.com)  

 

２－８ SNSを用いた企画団体の広報 

概要 

九大祭当日約 1か月前からカウントダウン形式で希望する企画団体を Instagram と 

Twitter で紹介させていただきます。紹介していただく企画団体につきましては先着順か

つ無料で募り、写真と紹介文に関しては用意していただきます。その際、前述した 2 つ

の SNS のフォローをお願いします。 

また並行して、九大祭統一ハッシュタグ「#kyudaisai」「#九大祭」を用いた広報も行う

予定です。こちらは企画団体のみなさんが SNSで九大祭に関する投稿をしていただく際

につけていただきたいと考えております。  
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大まかな流れ 

 ページ下部に記載されている QRコードを読み込み、フォームに必要事項を記入し、ご

応募ください。その後、こちらからご連絡させていただき紹介させていただくことが決定

した団体につきましては写真と紹介文の送付をお願いいたします。 

＜SNS広報申請フォーム＞ 
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３ 企画運営注意事項  

３－１ 全企画共通注意事項 

準備期間、撤収日を含む九大祭期間中における全企画共通注意事項です。 

1. 特定の政治・宗教にかかわる宣伝等を行うことを禁止します。 

2. 個人情報の収集、カンパの募集、署名活動を行う場合は事前の申請と許可を必要としま

す。 

3. 飲食物取扱企画団体は衛生指導講習の受講を義務とします。 

4. 夜間の食材放置を一切禁止します。 

5. 大学本部との連絡・質問・要望等は実行委員会が代表して行います。 

6．安全性の確保や秩序ある構内環境の維持のため、看板等、掲示物の設置基準を設けます。

構外における看板等の設置、住宅へのビラの配布は禁止します。 

7. 大声で騒ぐ、服を脱ぐ、来場者を傷付ける、構内施設等を破壊することを禁止します。 

8. 公開時間後の夜間、構内に常駐することを禁止します。 

9. 酒税法によって定められた酒類の取り扱い、持ち込みを禁止します。 

  ノンアルコール飲料は、飲酒を誘発する恐れがあるので、禁止します。 

10. 構内は全面禁煙です。 

11. 押し売り等、来場者の迷惑となる行為はお控えください。 

※資料に載っていない行為を行う場合は実行委員会にご相談ください。 
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３－２ 感染症対策 

各企画団体は感染症に対する予防策を励行してください。万が一、感染症などにより九大

祭が安全に実施されないと判断される場合、大学本部と九大祭実行委員会による協議によ

り九大祭の縮小・中止措置の可能性があります。 

 

３－３ 夜間常駐、夜間警備 

夜間常駐 

九大祭の公開時間は 9:00～19:00(教室 19:30、テント 20:00 までに片付け)となっていま

す。教室は 19:30 から施錠され、ステージも閉鎖されますが、テントに関しては敷地ごと

に施錠することができず、無防備な状態になります。しかしながら、安全面を考慮して、夜

間常駐を禁止します。 

【夜間常駐禁止時間】 22:00～翌朝 6:00 

夜間警備 

前項で述べたように、テントに関しては施錠することができないため、貴重品は持ち帰る

ことを強く推奨します。また、今年度もテント企画の団体には公開時間後の片付けの際に、

テントの足を折りたたんでいただきます。その際、消火器は外に出すようお願いいたします。

実行委員会では保安のため、夜間警備を行います。テント付近を重点的に消火・ガス点検・

不審者対策等を予定しています。企画構成員には夜間常駐を認めていないため、公開時間終

了後・清掃後は速やかに企画場所から退出してください。 
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３－４ 交通対策 

九大祭実行委員会では伊都地区内にバスを乗り入れている西鉄バス・昭和バスに九大祭

公開日における臨時便の運行を依頼しています。現在、２社と具体的な臨時便運行内容につ

いて協議しているところです。 

通常使用されている駐輪場・駐車場を変則的に使用することで駐輪・駐車場所を確保する

予定です。駐車場に関しまして、来場者・企画団体向けにイーストゾーンの駐車場を開放す

ることを検討しております。センターゾーン横立体駐車場は、身障者や特別な事情のある方

向けに開放予定です。 

なお、駐輪禁止としている駐輪場に置いてある自転車等は、準備日の前日である 10月 10

日の木曜日までに移動をお願いします。移動されていない場合は、実行委員会が撤去します

のでご注意ください。なお、駐輪禁止場所は後日掲示します。 

 

３－５ 衛生管理 

九大祭ではテント企画を中心として様々な飲食物が取り扱われていますが、食中毒等を

防止するために厳重な衛生管理が求められます。 

一度食中毒等の衛生管理不備による事象が確認された場合、以後の九大祭において飲食

物を取り扱うことができなくなる可能性があります。企画構成員および企画代表者におい

ては、十分な衛生管理意識をもっていただくようお願いします。 

衛生管理のため、実行委員会より飲食物を取り扱うテント企画・教室企画の団体へは以下

の物品が無償で提供される予定です。配布時間・場所は第三回企画代表者説明会で説明しま

す。 

・消毒液（１企画団体あたり 1本) 

・ビニール手袋(1企画団体あたり 100組) 
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衛生指導講習 

第三回企画代表者説明会では衛生指導講習を行う予定です。飲食物を取り扱う企画団体

は受講が必須となりますので、必ず出席して下さい。 

※出席しなかった場合は企画参加を取り消す場合がございます。 

飲食物放置禁止 

公開時間後、テントや教室内に飲食物を放置しないようにしてください。実行委員会が徹

底的に見回り、没収・処分させていただく場合があります。補償はいたしませんのでご了承

ください。また、罰則措置の対象となりますのでご注意ください。控室でもし飲食物が放置

されていた場合、違反した団体を特定することが困難なため、その教室を利用している全て

の団体に罰則を科します。 

指定場所以外での飲食物提供禁止 

九大祭公開日が 10月中旬と、気温がやや高い時期での開催であり、食中毒が起こる可能

性が高くなっております。そのため、歩き売りなど、指定されたテント・教室内以外におけ

る飲食物の提供を禁止とさせていただきます。食品事故防止のために、より一層の衛生管理

の徹底を図ってください。 

安全な九大祭運営のために何卒ご理解・ご協力いただきますようお願いします。 

 

３-６ テント教室企画共通注意事項 

テント企画は 400W、教室企画は 800W の電力制限を設けております。ただし、教室企画

に限っては特別電気配線を施すことにより最大 3000W まで提供が可能です(申請は終了)。

電力制限を超過して使用してしまった場合、大元のブレーカーが落ちてしまうことが考え

られます。 
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そうした事態を防ぐためにも、各企画団体が必ず当日使用するだけのワット数を把握し、

また、次ページにあるような電化製品等を使用することをなるべく避けるようにお願いし

ます(いずれも電力制限内なら使用しても構いません)。 

   ・電気ヒーター等の暖房器具      ・電気ポット 

  ・ホットプレート        ・たこ焼き機 

  ・電子レンジ(オーブンレンジ) 

 また、テント、教室を装飾するときは、養生テープ等の跡が残らないものを使用してくだ

さい。見本として、テント企画、教室企画の全企画団体に、養生テープを 1つ無償で提供い

たします。予備はございませんので、足りない場合は企画団体で準備していただくか、他団

体に借りるなどしてください。 

 

３－７ 酒類取り扱い禁止 

第一回企画代表者説明会でも述べたように、今年度の第 72回九大祭では酒類取り扱いを

禁止します。ここでいう「酒類」とは、原則として酒税法における定義に則ります。また、

「取り扱い」には酒類の持ち込み、飲酒、販売、提供等酒類に関するすべての行為を指しま

す。ノンアルコール飲料も、飲酒を誘発する恐れがありますので禁止します。 

ただし、調理酒を調理目的でのみ利用する場合、取り扱いを認めます(申請は終了)。飲酒

による死亡者の発生や飲酒運転による事故が社会的問題となっている昨今、そうして重大

な問題につながる可能性を完全に防ぐ対策が非常に困難なため、実行委員会は、第 72回九

大祭でも酒類取り扱いを行わないという方針を決定しました。禁止に関しては、思うところ

ある方もいるかと思いますが、何卒ご協力をお願いします。 
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３－８ 禁煙 

 2019年 9月より九州大学構内が全面禁煙となります。それに伴い、九大祭においても全

面禁煙となります。こちらは、来場者にも適用されますので、喫煙されている来場者がいら

っしゃいましたら注意等お願いいたします。 

３－９ ごみの分別 

概要 

九大祭で発生する廃棄物は 4t を超え、その内 3t はリサイクルされない まま焼却・埋

め立てられています。環境対策実施前の 13t から見れば大きく減っているものの、環境負

荷が大きいことに変わりありません。実行委員会では、環境サークル Ecoa との協力のも

と九大祭で出るゴミの収集と処理を行っています。その業務を確実に行うため、企画団体の

皆様にはゴミの分別に協力をお願いします。企画団体から出たゴミは全てゴミ集積所で回

収します。企画団体のごみはリサイクルステーションでは回収しません。 

ごみの分別品目 

ゴミは下記 16 品目に分類して回収します。下記に分類されないゴミは 回収できません。

詳細は第三回企画代表者説明会でも説明します。  

・リユース食器   ・リサイクル食器       ・竹割り箸        ・BMC  

・可燃物         ・不燃物               ・生ゴミ       ・廃油 

・アルミ缶       ・ペットボトル          ・スチール缶     ・木材 

・スプレー缶     ・ペットボトルキャップ  ・ダンボール    ・ビン 
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３－１０ 罰則規定 

概要 

罰則規定は、九大祭を公平かつ安全に実施するために定められる規定です。企画団体が罰

則規定を理解し、抵触しないよう求めます。 

罰則規定本文 

1. 目的 

 第 72回九大祭を公平かつ安全に実施する。 

2．上位規定等 

第 72回テーマ、九大祭基本方針、企画代表者説明会資料記載事項、その他法令・学則等 

3．違反行為概要(詳細は第三回企画代表者説明会で説明) 

(1)上位規定等に反する行為。 

(2)事件または事故の発生。 

(3)九大祭実施の支障となる行為。 

(4)指示の無視。 

4．罰則措置 

(1)第 72回九大祭の中止。 

(2)第 72回九大祭または以降の九大祭への企画参加の禁止。 

(3)第 72回九大祭における企画の中止。 

(4)保証金の一部または金額の没収。 
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5．補足 

(1)違反行為の認定や罰則措置の決定は九大祭実行委員が行う。 

(2)罰則措置は実行委員が執り行う。 

(3)違反行為が外部に及ぶ場合、罰則措置は上記の限りではない。 

(4)違反企画団体名•違反行為•罰則措置は九大祭終了後公表する。 

(5)違反行為と罰則措置の規定詳細は第 72回九大祭以前に企画団体に公表する。 
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４各企画共通注意事項  

４－１ テント企画 

風害対策 

全てのテントには 1 個 20kg 以上のテントウェイトを 6 個以上設置することを義務付け

ます。テント・テントウェイトともに九大生協の S&R の管轄ですが、この 2つに関しては

実行委員会側が一括して借り上げます。 

また、九大祭期間中に雨天や荒天が予想される場合、関係各所に確認の上、実行委員会か

ら企画団体の皆様へ何かしらの指示をする場合がございます。テント等の破損や漏電を防

ぐため、そのような指示には必ず従いますようお願いします。 

夜間の風害対策 

テント企画の参加団体の方は九大祭準備日、公開日 1日目、2日目は 20:00までにテント

の足を折りたたんでください。夜間にたたんでいない団体は罰則措置をとります。また、九

大祭実行委員会では折りたたむ際に生じた怪我やトラブルに対して責任を負いかねます。

折りたたむ際は安全に十分配慮しながら行ってください。 

火気取り扱い 

風によりガスの火が消え、ガスがそのまま放出される状態になると大変危険です。この状

態を回避するため、テント周りに防風シート、持ち込んだ全てのガスコンロ一口ごとに遮熱

板の設置を義務付けます。当日用意していない団体には罰則措置をとらせていただきます。

これらは S&R（九大生協）でも取り扱っていますので、お持ちでない場合は S&Rやホーム
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センターで用意してください。なお、段ボールの表面にアルミホイル等を巻いただけのもの、

木の板などは遮熱板とは認めません。 

また、九大祭当日には、火気取り扱いテント 1 つにつき消火器を 1 つ設置しております

ので、万が一火災が発生した際はそちらをお使いください。 

※防風シートに関しては、火気を取り扱わないテントにも設置が義務付けられています。ま

た、防風シートの規定として、地面にシートが触れる程度の長さを確保してください(次ペ

ージ図のとおり)。高さは 180㎝です。ご参考になさってください。 

※防風シートとしてブルーシートを用いることは認めません。 

※防風シートとコンロの距離が近すぎると防風シートが溶けることがありますので、近づ 

けすぎないようご注意ください。 

 

 

 

 

汚損防止対策 

ブロック舗装部の汚損を防止するために、汚損防止シートを地面に敷いていただきます。

九大祭準備日に実行委員会が無償で配布します（要返却）。配布・回収の時間・場所は第三

回代表者企画説明会で説明します。 

テントの組み立て 

準備日（10月 10日）の午前に搬入して組み立て、撤収日（10月 14日）の午後に撤収し

ていただきます。実行委員会はテントの保管場所は案内していません。また、九大祭当日に

テントを立てる場所を確認・確保するため、準備日に必ずテントを一度立てていただきます

ようお願いします。 
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４－２ 教室企画 

教室財産の保護 

・教室内の固定机や固定椅子を取り外すことは認めません。 

・施設や備品の破損、汚損等、原状復帰ができない場合は実費での弁償となります。 

・教室内の机や椅子などを無断で他の団体に貸すことは認められません。 

・アンプボックスを使用する企画団体の方は、片付けの際に整理整頓するようにしてくださ

い。 

装飾と掲示 

九大祭において教室内外に装飾や掲示をされると思いますが、原状復帰ができるように

お願いします。セロテープ・ガムテープ等、跡が残り易いテープは使用を禁止し、養生テー

プ、マスキングテープの使用を義務付けます。黒板等跡が残りやすいものにはテープ類は使

用しないでください。また、消火器等、非常時に使用するもの及びその付近には貼付しない

でください。罰則措置をとる場合がございます。 

 

４－３ ステージ企画 

リハーサル 

九大祭準備日にリハーサルを行うことを予定しています(詳しくは決まり次第メールにて

連絡します)。このとき必ず 10分前にはステージの脇に待機して、前の団体の演奏が終わっ

たらすぐにステージに入ることが出来るようにしてください。スムーズな運営のためご協

力お願いいたします。 
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公開時間 

公演時間は、ウエストステージは最大 30 分、メインステージは最大 90 分を予定してい

ます。公演時間の超過がないようお願いいたします(大幅に時間を超過した場合には罰金な

どの処置をとらせていただきます)。また、当日は実行委員が 15,10,5 分前にそれぞれプラ

カードを掲示し、残り時間をお知らせいたします。 
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今後のフローチャート  

 

 

 

 

 

 

 

第二回企画代

表者説明会

（7/16.18.20）

S&R説明会

（7/17.19）

企画キャンセ

ル締め切り

（8/2）

•以降キャンセル

しても保証金の

み返還

•キャンセル待ち

の団体の参加不

可決定

英訳確認締め

切り（8/4）

各種申請

（8/19～31）

•エコ容器

•立て看板

•スタッフ派遣

•特殊行為

•外部団体

• SNS広報

第三回企画代

表者説明会

（10/3.5）

（予定）

•衛生指導講習

•火災予防講習
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お問い合わせ  

 

第 72回九大祭実行委員会 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744番地 九州大学伊都地区課外活動施設Ⅰ 215号室 

TEL: 080-6477-1133 

info72@kyudaisai.jp(代表) 

 

テント企画  tent@kyudaisai.jp  

教室企画   classroom@kyudaisai.jp  

ステージ企画 stage@kyudaisai.jp  

※お問い合わせは各企画のメールアドレスにお送りください。 

※必ず件名を明記し、本文に署名を付記してください。企画 ID を明記してください。 

 

実行委員会からの連絡 

実行委員会から各企画団体への連絡は、企画代表者へメールで行います。 

送信元：jigyo72@kyudaisai.jp(第 72回九大祭実行委員会事業局) 

発信元：080-6477-1133 

 

 


