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1.ご挨拶 

 

実行委員長 

 

こんにちは。相模原祭実行委員会委員長岡崎です。今年度の相模原祭へご参加くださりありがと

うございます。 

 

第 19回相模原祭のテーマは｢COSMOS｣に決定しました。本テーマでは、相模原祭が本学学生や

地域の方々と時間を共有する場になり、一体感を生むきっかけになることを目指しています。相模

原祭は学術の発表機会の場であると同時に、皆様の参加がなければ成り立たないものです。実行委

員が全力でサポートしていきますので、ぜひ、ひとりひとりの記憶に残るものを一緒につくりあげ

ていきましょう。参加するにあたって不明点や疑問点などありましたら、お気軽に連絡してくださ

い。どうぞよろしくお願いします。 

 

第 19代相模原祭実行委員会委員長 岡崎 七海 

 

総務局長 

 

この度は参加団体募集説明会資料を閲覧してくださり、ありがとうございます。 

 

一昨年の相模原祭は台風により中止となり、新型コロナウイルス感染症により、未曾有の年とな

った昨年度もオンライン開催という形で、例年通りの開催をすることはできませんでした。そのよ

うな中、たくさんの団体に関わっていただき、皆様の力強さを実感すると共に、相模原祭の運営に

携われたことを誇りに思っています。 

 

今年度も引き続き厳しい状況が続いておりますが、2年間通常開催を経験していない私たち実行

委員も、皆様と同じく相模原祭にかける思いは強いです。ここから約半年間、皆様のことを全力で

サポートさせていきますので、一緒に相模原祭を盛り上げてください！総務局を代表し、皆様への

全力サポートの約束と皆様への感謝の意をここに表します。よろしくお願い申し上げます。 

 

第 19代相模原祭実行委員会総務局長 笹谷 寛人 
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2.第 19 回相模原祭について 

 

開催日時 

 

準備日：2021年 10月 8日（金）  

1 日目：2021年 10月 9 日（土）   ＜一般公開時間＞ 10 時～17時 

2 日目：2021年 10月 10日（日） ＜一般公開時間＞ 10 時～15時 30 分 

 

※準備日は通常授業日となります。 

※開催時間は現時点での予定です。 

 

開催会場 

 

 青山学院大学 相模原キャンパス（神奈川県相模原市中央区淵野辺 5-10-1） 

 

相模原祭テーマ 

 

【テーマの意味】 

昨年度のテーマ『光彩』を経た相模原祭の輝きを大切にしつつ、調和を生み出すような相模原祭

にしたいという思いで『COSMOS』というテーマに決定しました。『COSMOS』には＜秩序＞や

＜調和＞といった意味があり、相模原祭が本学学生や地域の方々、来場者との時間を共有する場に

なり、一体感を創出するきっかけになることを目指します。特に昨年度は新型コロナウイルス感染

症の影響によって、人々のつながりが薄れてしまった 1 年間でした。そうした中で、相模原祭は本

学学生と地域の方々、来場者との新たなつながりだけでなく、今までに培ってきた学生同士、地域

の方々同士のつながりの再確認の場になることとも期待しています。そして、秋の代表花であるコ

スモス（秋桜）のように、相模原祭が秋の名物イベントとなるようにという意味も込められていま

す。 

参加団体企画の目的 

第 19代相模原祭実行委員会では、今年度の相模原祭における参加団体企画の実施目的を以下の

ように掲げ、相模原祭の運営を行います。 

◆第 19 回相模原祭 参加団体企画実施目的◆ 

 本学学生による部活動・愛好会・その他の団体や本学学生個人の活動を存分に発信することに

よって、本学の活気と魅力に満ちた学生文化を地域や全国に轟かせる。また、日々の活動を発信

する機会を提供することによって参加団体の活動を躍進させ、青山学院大学での学生生活をより

輝かしいものとすることを目的とする。 
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第 19 回相模原祭の開催方針 

第 19回相模原祭の開催方針は次の通りです。なお、開催方針については今後の社会情勢や大学

および行政機関などからの要請により変更となる可能性があります。また、エントリー受理後に開

催形態や企画内容の変更、中止の判断を行う場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

［現段階での開催方針］ 

➊神奈川県の感染レベルがステージⅡ以下の場合 

 ・構内の最大同時入構者数を 5,000 人に制限した上で通常開催 

●参加団体企画の方針● 

・感染症対策を施したうえで、全企画通常実施 

・一部企画についてはリアルタイム・オンデマンドなどの配信を行うハイブリッド型で実施予定 

 

➋神奈川県の感染レベルがステージⅢの場合又は、まん延防止等重点措置発令時 

 ・構内の最大同時入構者数を 5,000 人、来場者を本学学生およびその保護者などに限定した上で

通常開催 

 ・一部の企画は入構できない方に向けて配信を予定 

●参加団体企画の方針● 

＜教室企画＞ 

・対面参加、オンデマンド配信参加を選択可 

＜出店企画＞ 

 ・感染症対策を施したうえで、通常実施 

＜ステージ企画＞ 

 ・CD音源などの著作権に触れる音源を使用しない団体については対面で実施する発表に加

え、YouTube上でのリアルタイム配信を実施 

 ・CD音源などを使用する団体については対面での実施のみ 

＜自由企画＞ 

 ・企画内容に応じて個別に検討 

 

➌神奈川県のレベルがステージⅣの場合又は、緊急事態宣言発令時 

 ・関係者以外の入構を禁止し、オンライン開催（昨年度と同様） 

●参加団体企画の方針● 

＜教室企画＞ 

・事前収録によるオンデマンド配信 

＜出店企画＞ 

 ・中止 

＜ステージ企画＞ 

 ・CD音源などの著作権に触れる音源を使用しない団体についてはリアルタイム配信、オンデ

マンド配信、その両方を選択可 

 ・CD音源などを使用する企画は実施不可 

＜自由企画＞ 

 ・企画内容に応じて個別に検討 

 

※全企画形態において今年度禁止されている企画については実施できません。 

※開催形態の変更に伴う返金等の対応については第 19 回相模原祭参加規約をご確認ください。 

 



        

 5 

3.参加規約について 

参加規約について 

参加団体および実行委員会が互いに円滑に相模原祭への準備を進めること、参加団体の皆様や来

場者をはじめとする、相模原祭に関わる全ての人が安心して楽しむことのできるように定められた

規則です。相模原祭の成功には参加団体の皆様と実行委員会が共通同意の規則の上で、それぞれの

責任の所在を明らかに示し、準備を進めていく必要があります。全ての人にとって充実した相模原

祭を開催するため、今後の相模原祭の発展のためにも参加規約をご確認の上、ご同意いただきます

ようお願いします。 

 

 参加規約の内容詳細については、相模原祭公式ホームページに掲載されている「第 19 回相模原

祭参加規約」をご参照ください。なお、今後の説明会において参加規約を参照箇所とする場合がご

ざいますので、説明会の際には必ずお手元にご用意いただきますようお願いします。 

 

 

参加規約への同意確認について 

 

 第 1回参加団体説明会以降に実施する参加エントリーフォーム内の同意欄へのチェックをもって

参加規約に同意したものとみなします。参加規約への同意が確認されない場合は、第 19 回相模原

祭に参加することはできませんのでご注意ください。 

 

 

参加規約に関するご意見・ご質問について 

 

 参加規約の内容についてご不明点やご意見などございましたら、担当実行委員までお気軽にお問

い合わせください。 

 

【参加規約に関するお問い合わせ先】 

担当部署 相模原祭実行委員会 総務局 

担当者 笹谷 寛人・原 魁杜・中山 陸 

メールアドレス boshu@sagamiharasai.com 

※メールを送信する際は、件名を＜参加規約について＞と記入をお願いします。 

※本文中に＜送信者名＞、＜所属＞ などの記載をお願いします。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 
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4.募集要項 

 

参加資格 

 

第 19回相模原祭へ参加する全団体は参加規約第 2 条の規定により、以下の全条件を満たす必要

があります。必ずご確認いただきますようお願いします。 

 

➊

 ・本学学生を主な構成員とする団体であれば、団体の構成員に本学学生以外が含まれていても構

いません。ただし、全構成員が加入する必要のある保険については、本学学生以外の構成員に

ついては実費負担となります。 

 ・団体の構成は参加形態によって異なります。自由企画およびステージ企画は個人での参加も可

能です。 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況やキャンパスの入構制限措置などの状況によっては、本

学学生以外の参加をお断りする可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

➋

 ・助教・助手・非専任講師・非常勤講師である教員は、顧問として認められません。 

 ・教授・准教授・専任講師であれば、外国人の教員でも問題ありません。 

 

 

➌
 

 ・全ての説明会で重要な連絡を行います。各団体の代表者または代理人は必ず全ての説明会に参

加してください。 

 ・各種必要書類は期日までに提出してください。また、一部の書類はオンラインフォーム等の

Webシステムにて提出する情報があります。 

 

 

➍

 ・準備日および当日の運営に関しては、全参加団体のご協力の上で成り立っています。今年度も

引き続き、ご協力をお願いします。 

 

 

➎

 ・相模原祭に関係する全ての人が安心して楽しむことのできるよう、各種ルールをお守りくださ

い。 

 ・今年度については感染症対策に関するルールも決められています。通常通りの開催が叶うよ

う、準備段階からもルールを守ってください。 
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参加形態の紹介 

 

 

 

 

［企画実施場所］ 

 相模原祭キャンパス各棟教室(D,E,F 棟など) 

 ※企画実施教室は希望に沿えない場合があります。 

 

［企画実施最低必要人数］ 

2 名～（上限無し） ※教室内の人数制限有り 

 

［主な募集団体］  

❶教室内で展示・発表などを行う企画団体 

❷教室内で来場者参加型のイベントを行う企画団体 

❸教室内で音楽演奏を行う企画団体 

❹その他、教室内で実施するのが好ましい企画団体 

※飲食については注意事項を参照してください。 

 

［教室企画注意事項］ 

 ・今年度は感染症対策の観点から食品を取り扱う企画は原則として禁止とします。 

・企画の性質上、やむを得ず食品を使用する場合は、既製品かつその場で飲食を伴わない形式の

物のみに限定されます。実行委員会および相模原事務部学生生活課の許可を得てください。 

・教室内に既設されているスピーカー、プロジェクターなどの AV 機器は使用できません。使用 

したい機器がある場合は、実行委員会が手配するレンタル会社の機材を使用してください。 

・教室内の電力使用上限は 1,500W です。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、教室内での飲食や発声の伴う企画について 

制限を設ける可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

［過去の教室企画の様子］ 

 
 

↑教室での音楽演奏            ↑教室での発表・展示 
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［企画実施場所］ 

スクエア広場 (C,D,E,F棟間)に割り振られたテントブース  

※今年度は出店のスペースに人数制限有り 

 

［企画実施最低必要人数］ 

 6 人から～(上限無し) ※テント内の人数制限有り 

 

[主な募集団体] 

❶屋外ブースで既製品や雑貨などを販売する企画団体 

❷屋外ブースで発表や展示を行う企画団体 

❸その他、屋外ブースで実施するのが好ましい企画団体 

  ※飲食については注意事項を参照してください。 

 

[出店企画注意事項] 

・今年度は感染症対策の観点から食品を取り扱う企画は原則として禁止とします。 

・企画の性質上、やむを得ず食品を使用する場合は、既製品かつその場で飲食を伴わない形式の

物のみに限定されます。実行委員会および相模原事務部学生生活課の許可を得てください。 

・レンタルする必要のある調理機器などは全て実行委員会が手配するレンタル会社の機材を使用

してください。 

 

[過去の出店企画の様子] 

 
↑スクエア広場全景       ↑屋外ブースの様子 

 

[今年の販売商品例] ※掲載したものは一例です。 

<ゲーム系> 

ストラックアウト、射的、輪投げ、ボードゲーム、モノすくい 

<雑貨販売系> 

ハンドメイドアクセサリー、スマホケース、同人誌、工作体験ブース、活動アピールブース、 

フェアトレード商品、フリーマーケット、学術書参考書 

<工作系> 

 ペットボトルロケット、ハンドメイドアクセサリー、ラボ、ピタゴラスイッチ 

<その他> 

その場ですぐ飲食が不可能なもの ※参加規約を確認してください。 

 

[取り扱うことのできない販売物]※掲載したものは一例です。詳細は改めてご案内します。 

即時飲食可能なもの 
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[企画実施場所] 

相模原キャンパス内 

※企画実施場所は希望に沿えない場合があります。 

 

[企画実施最低必要人数] 

1 名~(上限無し) ★個人での参加も可能です★ 

 

[主な募集団体] 

<教室>、<出店>、<ステージ>のどの企画形態にも該当しない企画団体 

(例)競技大会、教室やステージ以外で実施する各種発表、体験企画など 

 

[自由企画注意事項] 

・自由企画の承認には企画書の提出が必要となります。企画書の詳細については今後の説明会でお

知らせいたします。 

 

屋外実施企画参加における雨天時の対応 

  

参加形態ごとに悪天候時の対応が決められています。当日の気象状況に応じて企画の中止、中断お

よび企画内容の変更などの対応をお願いする可能性があります。 

 

雨天時 

[出店企画] 

・テント内で実施のため、原則として実施します。 

[自由企画] 

・各企画の特性に合わせて企画代表者と実行委員会の協議の上、決定します。 

 

荒天時(雷・暴風・豪雨など) 

[全企画] 

・安全上の理由から、企画の中断および中止とする場合があります。 

・原則として、企画代表者と実行委員会の協議の上、決定としますが、状況によっては実行委員 

会または大学の判断により予告なく決定する可能性があります。 
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企画参加における注意事項 

 

➊第 19 回相模原祭参加規約に反する企画内容は全参加形態において実施することはできません。 

 （例）政治的企画、本学の教育方針に反するような宗教的企画、公序良俗に反する企画など 

 

➋各団体の企画の内容に関しては実行委員会および相模原事務部学生生活課が確認します。確認の

結果によっては、企画内容の変更を求める場合があります。 

 

➌ステージ企画以外の形態で参加する全参加団体は相模原祭開催期間中の全日程に参加する必要が 

あります。原則として単日参加などはできません。 

 

❹全参加形態において参加希望団体が一定数を超えた場合は、実行委員会による抽選やオーディシ 

ョンなどによって参加団体数の調整を行う可能性があります。調整の結果、希望する場所や時間 

帯などで企画を実施することができない場合があります。 

 

❺第 19 回相模原祭参加規約や本学諸規則などに反する行為が確認された場合、相模原祭の参加に

おいてペナルティを課すことがあります。また、違反の内容によっては来年度以降の相模原祭の

参加に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。 

 

❻新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては参加形態の内容変更や中止などの措置を講じる

可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

その他の詳細な注意事項などは第 19回相模原祭参加規約をご確認ください  
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5.参加費用について 

 

参加諸経費について 

  

 参加団体企画の実施に伴い必要となる運営費用の一部を参加諸経費として各団体から徴収させて

いただきます。ご理解とご協力をお願いします。 

 

［参加諸経費で賄う運営費用の一例］ 

 ・参加団体説明会運営費用 

 ・全団体一律購入物品 

 ・参加団体企画実施に伴う感染症対策費 

 ・その他、参加団体企画実施に係る費用 

 

［第 19 回相模原祭 参加諸経費］ 

参加形態 参加諸経費料金 

教室企画 800円/２日間 

出店企画 1,500円/２日間 

自由企画 
原則、800 円/２日間 

※実施企画に応じて、変更する可能性あり。 

 ※教室・自由・出店企画についてやむを得ない事情により 1日のみの参加が認められた場合であ 

っても、参加諸経費は変わりません。 

 

 

レンタル費用について 

 

 参加団体の皆様が企画で必要となるレンタル備品の料金については以下の通りとなります。レン

タル費用の徴収方法などの詳細については、今後の参加団体説明会にてご案内します。 

 

［第 19 回相模原祭 レンタル費用］ 

レンタル品 レンタル費用料金 

教室企画 全レンタル品の実費負担 

出店企画 全レンタル品の実費負担 

自由企画 全レンタル品の実費負担 
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参加費用の納入について 

 

[納入方法] 

 下記の日程でキャンパス内での対面納入を予定しています。また、諸事情によりキャンパス内で

の対面納入に参加することが出来ない場合には、振り込みにより対応する予定です。詳細は今後の

説明会でお知らせします。 

 

[納入受付日時（予定）] 

キャンパス 受付日 受付時間 

相模原キャンパス 9 月 24日（金）／9 月 27日（月） 12:35～13:15、18:30～19:30 

青山キャンパス 9 月 27日（月） 18:30～19:30 

 

[参加費用納入時の注意事項] 

➊参加費用納入に関する手続きは企画代表者または副代表者と実行委員会担当者間のみで行い、代

理人を含む第三者を介して行うことは認められません。 

➋実行委員会の重過失および天候不良や自然災害などの発生、その他の参加団体が関知しない事情

により 相模原祭の中止もしくは企画の中止などが生じた場合には、参加費用を日数換算し、相模

原祭に参加できなくなった日数分の参加費用の全額を返金します。 

➌参加団体の過失により相模原祭の中止もしくは企画の中止などが生じた場合には、実行委員会は

参加費用の返金には一切応じることはできません。 

➍参加費用を納入した後に、参加規約にて定められた手続きを経て相模原祭への参加を辞退する場

合、レンタル備品のキャンセル代など参加辞退により生じた費用を差し引いた額を返金します。

ただし、参加辞退により生じた費用が納入した参加費用を超過した場合、不足分を別途請求する

場合があります。 
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6.企画実施までの流れ 

 

主なスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各スケジュール（実施時期や実施形態など）は今後の社会情勢などによって変更となる可能性が

あります。最新の情報は相模原祭公式ホームページなどをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日時：7 月 26 日（月）12時 30分 ～ 8月 7 日（土）23 時 59 分 

受付方法：Web エントリーフォームによる受付 

※エントリーフォームの詳細は 19 ページをご確認ください。 

実施日時：夏季休業期間中 

実施形態：オンライン（リアルタイム型） 

説明内容：各団体の企画内容の確認、各種提出書類の説明など 

実施日時：9 月 24 日（金）・9 月 27 日（月）※日時はキャンパスによって異なります 

実施形態：各キャンパスでの対面受付または振り込み受付 

※参加費用納入受付の詳細は 12ページをご確認ください。 

実施日時：9 月下旬～10月下旬（予定） 

実施形態：オンライン（リアルタイム型） 

説明内容：相模原祭当日の流れの確認など 

準備日：10 月 8日（金） ※通常授業日 

1 日目：10 月 9日（土） 

2 日目：10 月 10 日(日) 
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今後の説明会運営方針 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として今年度の説明会はインターネット会議シス

テムを用いたオンライン型での実施を基本とします。 

 

［オンライン説明会の手順］ 

➊実施日時・会議ルームへの入室方法の確認 

・事前にメールにて実施日時、参加 URLなど説明会の参加に必要な情報をお知らせします。必ず確

認してご参加ください。 

・指定された日時での参加が厳しい場合にはあらかじめ実行委員会にお知らせください。 

 

➋説明会当日 

・相模原祭公式ホームページ上の資料を各自でダウンロードしたうえで、参加 URLより説明会にご

参加ください。 

・参加者のカメラは原則として使用しませんのでオフの状態にしておいてください。また、説明中

は音声の混合を防ぐためミュートの状態にしておいてください。 

・通信環境の安定を図るために、各団体 1，2 名の参加としてください。 

・画面共有機能やチャット機能を使用する場合がありますので、パソコンやタブレット端末など操

作性の優れた機器での参加を推奨します。 

・説明会中に通信環境の不具合などのトラブルが生じた場合などは別途、対応しますので実行委員

会までメールでお知らせください。  

 

➌説明会終了後 

・説明会の内容を踏まえ、各種手続きの準備をお願いいたします。 

・ご不明点などがございましたら実行委員会までメールでお問い合わせください。 

 

［使用予定ツール］ 

・Webexまたは Zoom 

※各ツールの基本的な使用方法については各自でご確認ください。 

 

 

必要情報提出受付方針 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として今年度の情報提出はインターネットフォー

ムシステムでの受付を基本とします。 

 

［資料提出の手順］ 

★説明会資料などに記載のURL からフォームにアクセスし、必要情報を入力して送信してくださ

い。 

・一部、紙面での提出が必要な資料の場合は、相模原祭公式ホームページより原本をダウンロー

ド、印刷し、手書きで記入したものを再度、スキャンしてデジタルデータとしてフォームにて提

出してください。 

・紙面での提出を求める場合は、当該団体に対し、印刷費用とスキャン費用として計 20 円を手数

料として返金いたします。返金方法については次回以降の説明会でお知らせします。 
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7.注意事項 

 

 第 19 回相模原祭に参加するにあたり、重要な注意事項は第 19回相模原祭参加規約に記載されて 

います。各自で必ずご確認いただきますようお願いします。なお、本資料では特に重要な注意事項 

を参加規約より抜粋して掲載します。 

 

➊

（例）許可なく学内でアンケート調査やビラ配布を行うこと 

許可なく場所や施設を利用すること  

許可なく取材依頼に返事をしたり、引き受けたりすること  

       学内で本学の教育方針に反する宗教活動や政治的活動を行うこと  

その他、他人に迷惑をかけるような行為をすること  

 

➋

（例）許可なく火器を使用することや発電機を使用すること  

     防火設備（非常口・消火器・消火栓など）を塞いだり、移動させたりすること  

➌

（例）教室の机や椅子、壁、床に釘を打つなどの行為をすること    

固定された机や椅子を取り外したり、移動させたりすること  

➍

（例）許可なく企業の協賛を受けること  

強引な押し売りや、実行委員会の許可なく募金活動をすること 

構内での飲酒および酒気帯びで入構すること  

許可なく車両で乗り入れをしたり、大学周辺で路上駐車をしたりすること（自転車を含む）  

  

※これらに違反した場合や、実行委員が注意しても改善が見られない場合は、参加を取り消すこと

があります。また、禁止事項および学則に違反した際、部活やサークルの場合は活動停止、個人

の場合は停学や退学などの処分になることもあります。詳細は「第 19回相模原祭参加規約」お

よび青山学院大学公式アプリ「らいふいんあおやま」内＜課外活動の手引き＞および＜規則集＞

を確認してください。  
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8.新型コロナウイルス感染症対策について  

（2021 年 7 月現在） 

 

基本的な考え方 

 

 第 19 回相模原祭における、来場者・参加団体・運営スタッフ（実行委員、関係業者など）の健 

康と安全を最優先事項として、新型コロナウイルス感染防止に向けて、➊相模原祭に関わる全ての 

人の健康管理に留意すること、➋衛生的な施設・設備を提供できるように清掃および消毒等を強化 

実施すること、➌身体的距離と十分に換気された空気環境を確保するように運営することを基本原 

則とします。 

相模原祭に関わる全ての人が安心して楽しむことができるように

を合言葉に感染症対策に取り組んで参ります。 

 

基本的な感染症対策 

 

➊来場者、参加団体、実行委員、関連業者などの検温・体調管理を徹底します。 

➋原則としてマスクの着用を義務付け、ポジションによってはフェイスシールドやゴム手袋等の着用

などを行います。 

➌使用施設における共用利用部（ドアや手すりなど）の定期的な消毒を行います。 

➍屋内施設については可能な限り窓やドアの開閉を行い、換気を徹底します。 

➎一部の施設において通路を一方通行とするなど参加者や来場者などが密とならないような導線を

確保します。 

   

   

   
   

➌ ➍ ➎ 
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参加団体の皆さんへのお願い 

 

➊企画の実施にあたっては適切な感染防止策（教室内の人数制限、密集回避、手指消毒の徹底、マ

スクの着用、室内の換気、不必要な発声等を控えるなど）を実施してください。 

➋相模原祭参加に伴うミーティングや練習などでも感染症対策を実施してください。また、ミーテ

ィングや練習の際の休憩時間や終了後の交流なども十分に注意を払ってください。 

➌企画参加者が以下の事項に該当する場合は、ミーティングや練習、当日の参加を見合わせてくだ

さい。 

 ・当日の自宅での事前検温を実施し発熱（37.5度以上）が認められる場合 

 ・発熱が確認されなくても体調が優れない場合（咳・咽頭痛・味覚障害、嗅覚障害など） 

 ・新型コロナウイルス感染症の陽性者と 14 日間以内に濃厚接触が認められる場合 

 ・同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合 

➍企画参加者に対し、接触確認アプリ＜COCOA＞のインストールをするようにしてください。 

➎相模原祭終了後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、保健所が実施する

行動遍歴等の調査への協力をお願いします。また、必ず大学および実行委員会へ連絡をしてくだ

さい。 

❻相模原祭参加に伴うミーティングや練習、当日の参加については大学が定める感染症対策を確認

するほか、課外活動に対する制限措置等を遵守するようお願いします。 

❼その他、実行委員会が決める感染症対策への協力をお願いします。 

 

詳細な感染症対策については 

第 19回相模原祭新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインをご確認ください。 

 

 

感染症対策に関するご意見・ご質問について 

 

 感染症対策の内容についてご不明点やご意見などございましたら、担当実行委員までお気軽にお

問い合わせください。 

 

【感染症対策に関するお問い合わせ先】 

担当部署 相模原祭実行委員会 総務局 衛生管理担当 

担当者 有近 七穂・花田 響・中里 涼 

メールアドレス soumu@sagamiharasai.com 

※メールを送信する際は、件名を＜感染症対策について＞と記入をお願いします。 

※本文中に＜送信者名＞、＜所属＞ などの記載をお願いします。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 
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9.参加エントリーフォームについて 

 

参加エントリーフォームについて 

 

 参加エントリーフォームは、参加規約第 4 条にて規定されているフォームであり、第 19回相模 

原祭に参加する全ての団体が提出する必要があります。原則として参加エントリー後の内容変更は 

認められませんので十分にご注意ください。また、やむを得ない事情から提出が遅れる場合には、 

あらかじめ実行委員会までメールにてお知らせください。 

 

参加エントリー方法 

 

①以下の URLより、Web フォームにアクセスしてください。 

※教室企画・自由企画と、出店企画でWebフォーム・QR コードが異なるため注意してくださ

い。 

②各質問事項に回答してください。なお、回答内容は正確に入力してください。 

③入力いただいた企画代表者宛てメールアドレスにシステムよりエントリー完了のお知らせメール

が届きます。1時間以内に完了メールが届かない場合は、メールアドレスが正しく登録されてい

ない可能性がありますので、再度、フォームの提出をお願いします。 

【参加エントリーフォームURL】 

 教室企画・自由企画   https://form.run/@sagafes-kyousitu-2021-01 

 出店企画        https://form.run/@sagafes-syutten-2021-01 

【参加エントリーフォームQRコード】 

教室企画・自由企画      出店企画 

【受付期間】 

7 月 26 日（月）12時 30 分 ～ 8 月 7日（土）23 時 59分 

 

参加エントリーにおける注意事項 

➊このフォームは第 19回の参加を受け付けるものです。このフォームの提出が無い場合は、参加

をすることはできません。 

➋入力いただいた個人情報は、実行委員会で適切に管理します。また、フォームの送信の際には

SSＬ化（暗号化）を行っています。 

➌異なる複数の形態での参加を希望する場合には、企画代表者および副代表者をそれぞれ変えて 2

回提出してください。 

➍特別な指示がある場合を除き、必要事項を全て入力してください。 

➎内容は可能な限り詳細かつ具体的に入力してください。 

➏内容が不十分である場合は受理できない可能性があります。 
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各質問項目回答における注意事項 

 

 

 

➊企画名 

・企画名は、パンフレットや HP に記載する名前を入力してください。 

・英数字を使用する場合は、大文字・小文字、全角・半角の区別を明確にしてください。 

・絵文字の使用はできません。 

・著作権を侵害するような名称、公序良俗に反する名称などは不可です。 

➋企画名（フリガナ） 

・全角カタカナで入力してください。 

➌企画運営団体名 

・学友会所属団体は大学に提出している正式名称で入力してください。 

・個人の場合は「個人」と入力してください。 

・公認団体での参加については必ず 2020年度、2021 年度において課外活動の再開申請を大学に

提出し、受理されている団体に限ります。 

➍団体種別 

・公認団体での参加については必ず 2020年度、2021 年度において課外活動の再開申請を大学に

提出し受理されている団体に限ります。 

・学友会組織の改組により団体種別が例年と異なります。自身の所属する団体がどの種別に該当す

るのか必ず確認してください。 

・旧附置委員会および直属団体については所属する連合会の部会として登録してください。 

➎企画参加人数 

・教室企画の参加最低人数は２名です。 

 出店企画の参加最低人数は 6 名です。 

 自由企画の参加最低人数は 1 名です。 

・正式な参加メンバーは改めて参加者名簿にて提出していただきます。現時点で確定していない場

合は、暫定人数を入力してください。 

➏本学学生以外の参加について 

・本学学生以外の参加については必ず「第 19 回相模原祭参加規約」をご確認ください。 

・相模原祭開催日時点でのキャンパス内入構制限措置によっては、本学学生以外の参加を認めるこ

とができない場合があります。 

 

 

 

➊氏名 

・両ステージに参加をする場合や他の企画形態に参加する場合は、それぞれ役職者を変更してエン

トリーしてください。同一団体内の役職者の重複はできません。 

・個人での参加の場合は、副代表者の欄に企画代表者と同様の内容を入力してください。 

➎電話番号 

・相模原祭当日に連絡のつく番号を入力してください。 

➏メールアドレス 

・日常的に連絡を取ることのできるアドレスを入力してください。 

・メールアドレスは＠の直前が「-（ハイフン）」「.（ドット）」以外のアドレスを入力してくだ

さい。 
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➌顧問種別 

・助教、助手、非専任講師、兼任講師は顧問として認められません。 

・個人や有志団体についても顧問となってくれる本学専任教員を見つける必要があります。 

・必ず顧問に企画内容を説明した上で参加を申請してください。 

 

                   ※出店団体は後述の「企画情報(出店)」を参照してくだ

さい。 

➊参加希望形態 

・自由企画は教室やスクエア広場での出店以外の形態になります。 

・自由企画に関して、今年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、パフォーマンスを行う

場合は、教室での発表または、ステージでの発表をお願いする場合がございます。 

➋参加可能日 

・原則両日参加になります。 

➌発表内容 

・新型コロナウイルスの影響により、制限がかかる可能性もございます。 

➍企画内容詳細 

・現時点の段階でどのような企画を実施するのかを具体的に入力してください。 

➎学内備品について 

・教室内にある、スクリーン、プロジェクター等は使用出来ません。 

※使用する場合は、学内備品を申請して使用してください。 

・学内備品を借用申請する団体は別途申請書類の提出をお願いしています。 

・申請所類、学内備品一覧は使用する使用しないに関わらず、後日メールにて送らせていただきま

す。 

❻レンタル物品について 

・音響機器等をレンタルすることが出来ます。 

・レンタル物品を申請する団体は別途申請書類の提出をお願いしています。 

・申請所類、レンタル物品一覧は使用する使用しないに関わらず、後日メールにて送らさせていた 

だきます。 

❼教室の机・椅子について 

・机、椅子が動く教室を可動教室といいます。 

・机、椅子が動かない教室を非可動教室といいます。 

❽使用希望教室 

・教室企画で参加される場合は、入力してください。 

・第 1希望から第３希望まで入力してください。 

・今年度相模原祭で使用することができるのは D棟 1階・E 棟・F 棟です。 

※希望に添えない場合があります。 

❾実施場所 

・自由企画で参加される場合は入力してください。 

・自由企画に関して、今年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、パフォーマンスを行う

場合は、教室での発表または、ステージでの発表をお願いする場合がございます。 

❿電力申請 

・当てはまるものを選択してください。 

・使用する場合、下記の欄に詳細を記入してください。 
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⓫電力詳細 

・電力危機を使用する団体は記入してください。 

・個々の機材の電力が分かるように記入してください。 

※教室内の電力使用上限は 1500w です。 

※節電を意識して最低限の申請をしてください。 

※申請した電力すべてが許可されるわけではありません。 

⓬使用コンセント数 

・電子機器を使用する団体は記入してください。 

・教室で使用するコンセントの口数を記入してください。 

 

                   ※教室・自由企画は前述の「企画情報(教室・自由)」を    

参照してください。 

❶出店内容 

・具体的な内容例については、p8を参照してください。 

・また該当するものがない場合、「その他」を選択し、概要を記入してください。 

❷企画内容詳細 

・現時点の段階でどのような企画を実施するのかを具体的に入力してください。 

・応募団体多数の場合、オーディション選考の参考とさせていただく場合があります。 

❸学内備品について 

・学内備品を借用申請する団体は別途申請書類の提出をお願いしています。 

・申請所類、学内備品一覧は使用する使用しないに関わらず、後日メールにて送らせていただきま

す。 

❹レンタル物品について 

・音響機器等をレンタルすることが出来ます。 

・レンタル物品を申請する団体は別途申請書類の提出をお願いしています。 

・申請所類、レンタル物品一覧は使用する使用しないに関わらず、後日メールにて送らせていただ

きます。 

 

 

 

 

・第 19 回相模原祭に参加するためには、第 19回相模原祭参加規約の全条項へ同意していただく必

要があります。 

・相模原祭公式ホームページに掲載中の第 19 回相模原祭参加規約の内容を必ず確認してくださ

い。 
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10.実行委員会主催企画の紹介 

 

 第 19 回相模原祭において、以下の実行委員会主催企画の参加者を募集しています。各団体の企 

画とあわせて参加をご検討いただきますようお願いします。なお、各企画の詳細は相模原祭公式ホ 

ームページなどでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜実施日時＞ 

10 月 9日（土） 10時 00分～10時 15分（予定） 

＜募集内容＞ 

相模原祭のスタートを飾る＜オープニング＞でパフォーマンスをしていただく団体・個人を募 

＜募集概要＞ 

各団体の発表時間：5 分～8分程度 

 発表内容：ダンスなどのパフォーマンス、バンド・歌唱などの音楽演奏団体 

＜応募方法＞ 

 参加を希望する団体・個人は stage@sagamiharasai.com までご連絡ください。 

＜実施日時＞ 

10 月 10 日（日） 15 時 10 分～15 時 30 分（予定） 

＜募集内容＞ 

相模原祭の締めくくりを飾る＜エンディング＞でパフォーマンスをしていただく団体・個人を

募集しています。 

＜募集概要＞ 

各団体の発表時間：5 分～8分程度 

 発表内容：ダンスなどのパフォーマンス、バンド・歌唱などの音楽演奏団体 

＜応募方法＞ 

 参加を希望する団体・個人は stage@sagamiharasai.com までご連絡ください。 
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※掲載されている情報は予告なしに変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

  

＜募集内容＞ 

第 19 回相模原祭では、テーマソングを学内から募集します。テーマソングとは、相模原祭を

盛り上げることを目的とした楽曲であり、応募団体に第 19 回相模原祭のテーマ「COSMOS」

に沿って楽曲を作成していただくものです。相模原祭実行委員会による選考を経て、採用団体

は第 19 回相模原祭オープニングにて演奏していただきます。また、相模原祭までの期間に大

学内でもテーマソングを流す予定となっております。 

より一層相模原祭を熱く盛り上げるようなテーマソングのご応募を心よりお待ちしておりま

す。 

＜募集概要＞ 

・応募には次の全ての条件を満たしていることが必要です。 

 ➊個人あるいは 2人以上のグループであること 

➋個人の場合はその人物が、グループの場合はグループ内の半数以上が、青山学院大学に在 

学中の学生であること 

➌相模原祭実行委員会と連絡を取ることができる代表者 1名を設けること。また、代表者は 

青山学院大学に在学中の学生であること 

❹第 19 回相模原祭のオープニングにて、テーマソングを演奏できること 

・楽曲に関して次の全ての要件を満たしていることが必要です。 

 ➊オリジナルの楽曲であること 

 ➋第 19回相模原祭テーマソング以外への応募をしていない楽興であること 

 ➌楽曲の長さが 3分以上 6 分以内であること 

❹第 19 回相模原祭オープニングでのテーマソングライブにて演奏が可能な曲であること 

  ➎第 19 回相模原祭のテーマに沿った楽曲であること 

  ❻公序良俗に反する内容でないこと 

＜応募方法＞ 

 参加を希望する団体・個人は第 19回相模原祭のホームページより詳細をご確認ください。 



        

 24 

11.相模原祭実行委員会について 

 

担当実行委員一覧 

 

第 19回相模原祭において参加団体企画を担当する実行委員は以下の通りです。参加団体の皆さ

んが快適に安心して相模原祭へ参加していただくことのできるよう、全力でサポートさせていただ

きます。半年間という短い期間ではありますがよろしくお願いします。 

 

［教室・自由・出店企画］ 

教室・自由・出店企画総責任者 
原 魁杜 コミュニティ人間科学部 3 年 

柿澤 美結 地球社会共生学部 2 年 

教室・自由企画担当者 
久保 千沙都 理工学部 3 年 

吉原 正博 理工学部 2 年 

出店企画担当者 
花谷 奈佑子 社会情報学部 3 年 

小又 萌依 コミュニティ人間科学部 2 年 

 

実行委員会との連絡方法 

 

参加団体の皆様との連絡は基本的にメールにて行います。実行委員会にメールで質問や相談など

をする場合は、本文に「団体名」と「企画代表者名」を必ず記載してください。実行委員会から送

信する場合は、「【相模原祭】●●●●（用件名）」という件名で送信します。 

 

教室・出店・自由企画／衛生管理 soumu@sagamiharasai.com 

ステージ企画 stage@sagamiharasai.com 

その他のお問い合わせ boshu@sagamiharasai.com 

※ドメイン指定をしている場合は、ドメイン指定の解除を行ってください。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 

 

その他のご案内 

 

活動室 相模原キャンパス G522 

公式ホームページ https://www.sagamiharasai.com 

※担当者不在の場合がありますので、活動室へお越しいただく際はあらかじめメールにてお知らせ

ください。 

※公式ホームページには過去の説明会資料やスケジュールなどを掲載しています。是非、ご活用く

ださい。 
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第 19 回相模原祭参加規約 

 

 

 

本規約は、第 19 回相模原祭の開催に向け、参加団体および実行委員会が互いに円滑に準備を進める

ことができるように定められたものです。また、参加団体の皆さんや来場者をはじめとする、第 19 回

相模原祭に関わる全ての方が安心して楽しむことのできるためにも必要な規定であり、第 19 回相模原

祭に参加する団体は本規約を遵守しなくてはなりません。 

 

第 1 条（相模原祭） 

1.相模原祭は、青山学院大学学友会附置委員会である相模原祭実行委員会（以下、実行委員会）の運営

のもと、青山学院大学相模原キャンパス内で実施される大学祭とする。 

2.2021 年度の相模原祭開催期間は、大学学事暦の決定により、10 月 9 日(土)から 10 月 10 日(日)の 2

日間とする。 

 

第 2 条（参加資格） 

相模原祭へ参加する全団体（以下、参加団体）は次の全ての条件を満たさなければならない。 

（ア）本学学生を主な構成員とすること 

（イ）本学専任教員（教授、准教授、専任講師）を顧問とすること 

（ウ）実行委員会が主催する説明会に参加し、必要情報を提出すること 

（エ）相模原祭の準備や当日の運営に協力すること 

（オ）相模原祭参加規約（以下、本規約）や各種説明会にて提示された注意事項に同意すること 

 

第 3 条（参加形態） 

1.参加団体は次の参加形態のいずれかを選択しなければならない。 

（ア）教室企画：教室内で企画を行う参加形態 

（イ）出店企画：スクエア（C,D,E,F 棟間）内に割り振られたブースで企画を行う参加形態 

（ウ）ステージ企画：実行委員会が指定するステージで企画を行う参加形態 

（エ）自由企画：教室企画、出店企画、ステージ企画のいずれの参加形態にも該当しない参加形態 

2.参加団体は次の企画実施最低必要人数を満たした団体構成でなければならない。 

（ア）教室企画：2 名以上 

（イ）出店企画：6 名以上 

（ウ）ステージ企画：1 名以上 

（エ）自由企画：1 名以上 

3.参加団体は特別な理由を除き、第 1 条第 2 項に定める相模原祭開催期間中の全日程において参加しな

ければならない。ただし、ステージ企画に関してはその限りではない。 
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第 4 条（参加申請） 

1.参加団体は参加エントリーフォームや実行委員会が定める必要書類および Web フォームなどに必要情

報を正しく記載または入力し、期日までに実行委員会に提出しなければならない。 

2.参加団体は次の役職者を 1 名ずつ選出しなければならない。ただし、団体構成人数が 1 名の場合は、

企画代表者のみの選出とする。 

（ア）企画代表者：企画における全ての責任を負う 

（イ）副代表者：企画代表者が不在の場合に企画における全ての責任を負う 

3.企画代表者および副代表者の役職の兼任は全ての参加形態において認めない。 

4.参加エントリーフォーム提出後の内容変更は禁止とする。ただし、実行委員会の判断のもと、変更の

理由が合理的かつ妥当であると認められる場合は、その限りではない。 

5.第 4 条第 4 項の規定により参加エントリーフォームの内容を変更する場合は、参加エントリー内容変

更届けを提出しなければならない。 

6.参加エントリーフォームや実行委員会が定める必要書類および Web フォームなどの内容に不備がある

場合や乱雑に記載または入力されているものは受理せず、再度提出を求める場合がある。 

7.必要な手順を経て参加申請を行った場合でも、参加希望団体数が一定数を超えた場合は、実行委員会

による抽選やオーディションなどによって参加団体の調整を行う可能性がある。調整の結果、希望す

る場所や時間帯などで企画を実施することができない場合がある。 

8.次の行為が確認された場合、第 4 条第 7 項で定める抽選やオーディションによる調整の結果に不利益

を及ぼす可能性がある。 

（ア）各種禁止事項に違反する行為 

（イ）必要書類や Web フォームなどの未提出 

（ウ）実行委員会に連絡なく必要書類や Web フォームを遅れて提出する 

（エ）実行委員会に連絡なく各種説明会に遅刻・欠席する 

（オ）実行委員会からの連絡に対し応答しない 

 

第 5 条（参加辞退） 

1.第 4 条で定める参加エントリーフォームの提出後に相模原祭への参加を辞退する場合は、実行委員会

に連絡しなければならない。 

2.参加辞退の手続きは、所定の参加辞退届けの受理をもって完了とする。 

 

第６条（参加者保険） 

1.相模原祭参加にあたり参加団体の全構成員は、万が一の事態に備えて保険に加入しなくてはならない。 

2.第 6 条第 1 項に定める保険に関する費用は原則として実行委員会が負担する。ただし、団体構成員に

本学学生以外が含まれる団体については、本学学生の分のみ実行委員会が負担し、本学学生以外の構

成員については別途定める。 

3.第 6 条第 1 項に定める保険に関する手続きを行うため、参加団体は参加者名簿を実行委員会に提出し

なければならない。 
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第 7 条（設備・備品） 

1.学内備品、レンタル備品、企画実施施設などの使用が許可された団体は、相模原祭開催期間中の使用

備品および使用施設の管理における全ての責任を負うものとする。 

2.学内備品、レンタル備品、企画実施施設などは借りた時と同様の状態で返却しなければならない。万

が一、備品や設備を破損、紛失、損壊した場合は、速やかに実行委員会に連絡しなければならない。 

3.学内備品、レンタル備品、企画実施施設などへの塗装、書き込み、釘打ち、縫い付けなどの行為はし

てはならない。 

4.企画実施により発生したゴミは分別し、実行委員会の指定する場所に廃棄しなくてはならない。 

5.廊下に面した壁やドアへの装飾および廊下の使用はしてはならない。 

6.企画実施施設に常備されているマイク・AV 設備を無断で使用してはならない。 

7.企画実施施設に固定されている椅子や机などの設備を取り外してはならない。 

8.天井灯に触れたり、天井灯の交換をしてはならない。 

9.教室内の使用電力の合計は 1,500W を超えてはならない。 

10.学内で風船やスプレー缶を使用した装飾はしてはならない。 

11.学内備品、レンタル備品、企画実施場所などの装飾および掲示には実行委員会から指定されたテープ

資材を使用しなくてはならない。 

12.実行委員会が手配した業者以外からの物品のレンタルはしてはならない。 

 

第 8 条（商品の販売） 

1.参加エントリーフォームに記載されていない商品の販売はしてはならない。 

2.相模原祭当日に申請されていない商品の販売が確認された場合には、当該団体の全ての商品の販売を

中止とする。 

 

第 9 条（食品の取り扱い） 

1.今年度は感染症対策の観点から食品を取り扱う企画は原則として禁止とする。 

2.企画の性質上、やむを得ず食品を使用する場合は、既製品かつその場で飲食を伴わない形式の物のみ

とし、実行委員会および相模原事務部学生生活課の許可を得る必要がある。 

 

第 10 条（宣伝活動） 

1.相模原祭開催期間中の宣伝は指定された場所以外でしてはならない。宣伝可能範囲は別途定める。 

2.建物内での宣伝活動は原則禁止とする。 

3.拡声器を使用した宣伝活動や許可を得ていないビラの配布はしてはならない。 

4.歩行者の進路を妨害するなどの強引な誘導や勧誘はしてはならない。 
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第 11 条（ステージ企画） 

次の行為は禁止とする。これらの項目に該当する行為が確認された場合、第 13 条第 3 項の規定により、

処分を科す可能性がある。 

（ア）ステージ資材、音響機材、照明機材、備品などを損傷させること 

（イ）ステージ上を著しく汚す、濡らすこと 

（ウ）ステージ上から客席等のステージ外に物を投げること 

（エ）ステージのサイドタワーやバックボードに登ること 

（オ）ステージ上からのダイブなど危険のある行為をすること 

（カ）来場者に対し、リフト、ダイブ、サーフ、モッシュなどの危険性を伴う行為を誘起するような 

言動をとること 

（キ）過度な露出のある服装でパフォーマンスを行うこと 

（ク）参加エントリーフォームに記載した企画内容から逸脱した企画を行うこと 

（ケ）許可された時間帯以外の時間にステージで企画を行うこと 

（コ）その他、危険と思われる行為をすること 

 

第 12 条（参加費用） 

1.参加団体は参加費用を期日までに納入しなくてはならない。 

2.参加費用は参加諸経費、レンタル費用の各費用を合計したものを指す。 

3.参加団体は参加形態ごとに定められた一定金額を参加諸経費として納入しなくてはならない。参加諸

経費の詳細については別途定める。 

4.参加団体の企画実施に伴い、必要となるレンタル備品の費用は原則として、各参加団体による実費負

担とする。ただし、ステージ企画にて実行委員会がレンタルする共有物品はその限りではない。 

5.実行委員会の重過失および天候不良や自然災害などの発生、その他の参加団体が関知しない事情によ

り相模原祭の中止もしくは企画の中止などが生じた場合には、参加費用を日数換算し、相模原祭に参

加できなくなった日数分の参加費用の全額を返金する。 

6.参加団体の過失により相模原祭の中止もしくは企画の中止などが生じた場合には、実行委員会は参加

費用の返金には一切応じることはできない。 

7.参加費用を納入した後に、第 5 条にて定められた手続きを経て相模原祭への参加を辞退する場合、レ

ンタル備品のキャンセル代など参加辞退により生じた費用を差し引いた額を返金する。ただし、参加

辞退により生じた費用が納入した参加費用を超過した場合、不足分を別途請求する場合がある。 

10.参加費用に係る手続きは第 4 条第 2 項で定める企画代表者または副代表者と実行委員会総務局の担 

当者間のみで行い、代理人を含む第三者を介して行うことは原則として認めない。 
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第 13 条（注意事項） 

1.次の企画は原則認められない。 

（ア）本規約および本学の理念、学則をはじめとする学内諸規則に反する行為を伴う企画 

（イ）来場者や企画実施者に危険が及ぶ恐れのある企画 

（ウ）政治的企画 

（エ）本学の教育方針に反するような宗教的企画 

（オ）特定の企業名、商品名、商標などの広報を目的とする企画 

（カ）その他、実行委員会または大学が不適切と判断した企画 

2.次の行為は禁止とする。 

（ア）本規約および本学の理念、学則をはじめとする学内諸規則に反する行為 

（イ）学内で本学の教育方針に反する宗教活動や政治活動を行うこと 

（ウ）学内での宿泊 

（エ）防火施設、設備（非常口・消火器・消火栓など）をふさいだり、移動させたりすること 

（オ）使用許可を得た場所や備品以外の使用 

（カ）実行委員会の許可の無い車両の入構 

（キ）大学周辺道路への路上駐車、駐輪 

（ク）近隣の店舗、施設への正規利用目的以外での駐車、駐輪 

（ケ）実行委員会の許可なく火器を使用すること 

（コ）実行委員会の許可なく企業や外部団体からの協賛を得ること 

（サ）実行委員会の許可なく取材依頼への承諾をしたり、引き受けたりすること 

（シ）実行委員会の許可の無い学内でのアンケートの実施やそれに準ずる行為 

（ス）実行委員会の許可の無い募金活動 

（セ）実行委員会の許可の無いビラやリーフレットなどの刊行物の配布 

（ソ）学内での酒類の販売および飲酒、また酒気帯びでの入構 

（タ）危険を招く行為や迷惑行為 

（チ）強引な押し売りや宣伝 

（ツ）来場者に対する団体への勧誘やそれに準ずる行為 

（テ）電力の無断使用（PC・携帯電話の充電などを含む）や指定コンセント以外からの配線引き込

み、タコ足配線 

（ト）法令違反および公序良俗に反する行為 

(ナ）実行委員会の指示や注意に反する行為 

3.本規約および学内諸規則、その他の諸規則に違反した場合、以下の処分が科される可能性がある。 

（ア）実行委員会による注意、改善の要求 

（イ）当該団体が実施する企画の中止 

（ウ）当該団体の次年度以降の相模原祭参加における参加制限 

4.本規約および学内諸規則、その他の諸規則に違反した場合、大学により部活やサークルに対しては活

動停止、個人に対しては停学・退学などの処分が課される可能性がある。 

5.大学施設や備品などの汚損、破損、紛失などの各種損害が生じた場合は、当該団体に損害金額の全額

を請求する可能性がある。 
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第 14 条（オンライン配信に伴う注意事項） 

1.オンライン配信の形態を併用して参加する全団体は、オンライン開催に伴う同意書をオンライン上で

提出する必要がある。 

2.相模原祭実行員会が撮影した映像および参加団体が提出した映像、動画、コンテンツの著作権は全て

相模原祭開催期間中および実行委員会が定める映像公開期間中においては実行委員会に帰属するもの

とする。著作権の帰属に関する同意は第 14 条第 1 項に定める同意書にて行う。 

3.参加団体およびその構成員は第 14 条第 1 項に定める同意書を提出した時点で、当該団体の構成員が

映っている映像、動画、コンテンツが一般公開されることに同意するものとする。 

4.相模原祭開催期間中および実行委員会が定める映像公開期間中における相模原祭に関する全ての映像、

動画、コンテンツは実行委員会が管理・運営するサイトおよびアカウントのみにて公開されるものと

する。 

5.参加団体は著作権および著作隣接権、著作者人格権などが保護されている音源、映像、コンテンツな

どをその権利者の許諾無しに使用してはならない。 

6.第 14 条第 5 項に定める著作権および著作隣接権、著作者人格権などの許諾については実行委員会が

手続きを行うものとする。 

7.第 14 条第 5 項に定める著作権および著作隣接権、著作者人格権などに関して参加団体の過失による

トラブルなどが生じた場合、実行委員会は一切の責任を負わない。 

 

第 15 条（感染症対策） 

1.新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、参加団体は各企画実施場所において適切な感染症対策

を講じる義務を有す。 

2.感染症対策は実行委員会が定める方針および大学の方針などに則り感染症対策を実施するものとする。 

 

第 16 条（免責事項） 

1.相模原祭における各企画は、参加団体の責任において行うものとする。 

2.実行委員会は、参加団体が相模原祭に参加する際に生じる不利益に対し、その原因が実行委員会の故

意または重過失であると認められる場合を除き、一切の責任を負わない。 

3.相模原祭における盗難や怪我、実行委員会が関知しないその他のトラブルについて実行委員会は一切

の責任を負わない。 

4.実行委員会や大学の判断で天候不良や自然災害などの発生、その他の事情により相模原祭の実施内容

の変更や中止の判断を予告なく行う可能性がある。 

5.第 16 条第 4 項の規定により相模原祭の実施内容の変更や中止が行われた場合、相模原祭参加に関す

る団体の活動にて使用した全ての費用（外部施設利用費、各種材料費、宿泊費、交通費など）につい

て実行委員会は一切負担しない。 
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第 17 条（プライバシーポリシー） 

1.実行委員会は、次の場合においてのみ、参加団体から取得した個人情報を取り扱うものとする。 

（ア）相模原祭の実施に関わる実行委員会からの連絡を行う場合 

（イ）相模原祭の実施および運営に必要な実行委員会内部資料の作成を行う場合 

（ウ）大学、学友会、相模原祭委員会に提出する各種書類の作成を行う場合 

（エ）個人、団体名が特定できない形式での統計的資料の作成を行う場合 

（オ）司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合 

（カ）大学から学則等大学諸規則に基づく要請を受けた場合 

2.実行委員会は、参加団体から取得した個人情報について漏洩、改ざん、紛失などを防止するため、細

心の注意を払って取り扱うものとする。 

3.実行委員会は、第 17 条第 1 項の規定に示す場合を除き、本人の同意を得ていない個人情報について

第三者に提供、開示はしないものとする。 

4.実行委員会は大学、学友会、相模原祭委員会に対して実行委員会が提供する個人情報を厳重な管理体

制のもとで保管し、第 17 条第 1 項の規定に示す目的以外の使用および開示などを行わないよう要請

するものとする。 

 

附則 

1.本規約の制定日、施行日、失効日を以下のように定める。 

（ア）制定日：2021 年 7 月 1 日 

（イ）施行日：2021 年 7 月 1 日 

（ウ）失効日：2022 年 3 月 31 日 

2.本規約は年度内に改訂されることがある。実行委員会は、本規約の改訂が生じた場合、速やかに参加

団体に告知することとする。 

3.本規約の改廃は実行委員会が行う。 

4.本規約への同意は、第 4 条第 1 項に定める参加エントリーフォームの参加規約同意欄へのチェックお

よび提出をもって行う。 
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本規定は、第 19 回相模原祭参加規約第 12 条に定める参加費用に関する事項を定めた

ものである。 

 

第 1 条（参加諸経費） 

1.参加諸経費は次の各項の費用に充当される。 

（ア）参加団体説明会運営費用 

（イ）全団体一律購入物品費用 

（ウ）感染症対策に係る費用 

（エ）その他、参加団体企画の運営に係る費用 

2.第 19 回相模原祭における各形態の参加諸経費は表 1 に定める。 

【表 1｜第 19 回相模原祭参加諸経費】 

参加形態 参加諸経費 

教室企画 1,000 円/2 日間 

出店企画 1,500 円/2 日間 

ステージ企画｜スクエアステージ 1,000 円/1 出演 

ステージ企画｜パフォーマンスエリア 500 円/1 出演 

自由企画 企画の特性に応じ決定 

 

附則 

1.本規定の制定日、施行日、失効日を以下のように定める。 

（ア）制定日：2021 年 7 月 1 日 

（イ）施行日：2021 年 7 月 1 日 

（ウ）失効日：2022 年 3 月 31 日 

2.本規定は年度内に改訂されることがある。実行委員会は、本規定の改訂が生じた場合、

速やかに参加団体に告知することとする。 

3.本規定の改廃は実行委員会が行う。
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