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配布
平成 30 年 11 月 9 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎

第 6 回調布祭実行委員会団体向け説明会説明書類
本日の流れ
1. 資材局
連絡先等
質問等ございましたら調布祭実行委員会室または該当局のメールア
ドレスにご連絡いただきますようお願い致します。
調布祭実行委員会
所在地
:課外活動施設(サークル棟)1 階最奥
電話番号
:042-498-1109
メールアドレス :info＠chofusai.uec.ac.jp
開室時間
:平日 12:30~18:30
ホームページ
:http://www.chofusai.uec.ac.jp
Twitter
:@chofu_festival
各局メールアドレス
会計局
:kaikei＠chofusai.uec.ac.jp
資材局
:shizai＠chofusai.uec.ac.jp
ステージ局:stage＠chofusai.uec.ac.jp
編集局
:web＠chofusai.uec.ac.jp
本部企画局:honki＠chofusai.uec.ac.jp
渉外局
:shougai＠chofusai.uec.ac.jp
次回説明会 (予定)
日時:11 月 20 日(火) 17:30 開場 18:00 開始
場所:B 棟 202 教室
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第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎

教室の施錠に関するお知らせ
調布祭期間中における教室の開放時間は、8:00~22:00 となっております。使
用教室の解錠、施錠は各団体の代表者の立ち会いのもと行いますので、宿泊申請
をしていない団体は 8:00 及び 22:00 になりましたら各教室の前で待機していた
だきますようお願い致します。
なお、宿泊申請をしている団体で、当日教室の施錠を行いたい場合は、22:00
までに調布祭実行委員会本部までご連絡ください。また、教室を施錠した翌日の
教室の解錠時間は 8:00 とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
場所:B 棟 101 教室 調布祭実行委員会本部
TEL:042-498-1109
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調布祭期間中のペナルティーに関する書類
準備日及び片付け日を含む調布祭期間中に、不祥事を起こした場合には、ペ
ナルティーとして注意及び警告をさせていただきます。注意回数 2 回で警告 1
回の扱いとし、警告回数 2 回になった時点で出店停止と致します。また、ペナ
ルティー内容によっては、来年度へのペナルティーの持ち越しや出店の規制を
行う場合がございます。なお、各団体の OBOG 等の関係者が起こした不祥事
に関しましても、団体の責任となります。また、以下にペナルティーの対象と
なる行為を掲載致しました。以下の内容によらず、不祥事の内容や程度によ
り、本委員会または学生課課外厚生担当の判断でペナルティーを科す場合がご
ざいます。

注意

警告

出店停止

指定/申請外の容器の使用

申請外の宿泊

泥酔

ごみの未分別

指定場所以外での喫煙

一気飲み、嘔吐

昼間の騒音(8:00~22:00)

夜間の騒音(22:00~8:00)

未成年者の飲酒

ブレーカーを取り付けない

備品の破損や紛失、著しい汚れ 過度な飲酒を助長する行為

申請外の食材の使用

申請外の食品の提供

不衛生な調理

仮設電源のブレーカーを落とす 食中毒の誘発

指定場所以外への駐輪

申請外の人による運営

ブレーカーの分解または改造

過剰な宣伝

時間外のごみの廃棄

暴力行為、警察沙汰の騒動

アルパス(酒類購入許可証)を
着用していない者への酒類販売
調布祭全体の運営の支障となる
迷惑行為
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資材の事前配布に関する書類
11 月 22 日(木)に資材配布を行います。教室展示を行う団体の中で資材の事
前配布を希望される団体は、以下の項目をメールにて提出していただきますよ
うお願い致します。
資材の事前配布の日時は 11 月 21 日(水)の 18:00~19:30 の間とさせていただ
きます。特別な理由等によりお急ぎの場合のみ、事前配布をご利用ください。
提出締切は 11 月 16 日(金)とさせていただきます。時間帯の決定に関しまし
ては、後日メールにてお知らせ致します。

メールの件名は「事前配布に関して」とし、本文は以下の項目を上から順に
ご記入のうえ、資材局宛のメールアドレスまでお送りください。
送信先：shizai@chofusai.uec.ac.jp
1.団体名
正式名称をお願い致します。
2.希望時間
第 1 希望から第 3 希望までを以下の時間帯からお選びください。
①18:00~18:15
④18:45~19:00
②18:15~18:30
⑤19:00~19:15
③18:30~18:45
⑥19:15~19:30
3.希望理由
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ごみの処理に関する書類
今年度の調布祭では、例年通り本委員会でごみの回収を致します。調布祭期
間中は、正しく分別をした上でごみ出しを行ってください。以下にごみの回収
場所・日時及び調布祭期間中のごみに関する注意事項を記載致しました。
⚫
⚫

⚫

ごみの回収場所
ごみの回収日時

：
：

D 棟横発生材置き場
11 月 22 日(木) (準備日)

14:00 ~ 15:30

11 月 23 日(金) ~ 25 日(日)
11 月 26 日(月) (片付け日)

20:00 ~ 21:00
10:00 ~ 21:00
8:00 ~ 11:00

注意事項
・ ごみ袋は、資材配布時及び各日報告会にて配布致します。
・ 必ず本委員会が配布致します各団体の団体名が書かれたごみ袋でごみ
出しを行ってください。
・ ごみ袋は口を縛っていない状態で回収致します。
・ 別紙「ごみの分別方法に関する書類」に記載致しましたごみの分別方法
に従ってごみ出しを行ってください。
・ 回収時間外に出されたごみ及び分別が不適切であるごみは一切回収を
行いません。分別が不適切であると本委員会が判断した場合には、再度
ごみの分別を行っていただきます。
・ 回収は今年度の調布祭で出たごみのみを扱います。
・ 団体のごみは、上に記載致しました回収場所でのみ回収させていただき
ますので、各地に設置致しましたごみ箱には捨てないでください。
・ 炭、揚げかす等の熱を持ったものは、完全に冷やした上で処理するよ
うお願い致します。
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ごみの分別方法に関する書類
調布祭期間中は以下の分別方法に従って、ごみの分別を行っていただきま
す。
⚫

ごみの分別方法

可燃物

布類、衛生紙、濡れた紙、輪ゴム、カイロなど

可燃物 (鋭利)

割り箸、つまようじ、串、木製フォークなど

生ごみ

残飯類(水分をよく切ること)
食用油(固めたもの、布などに染み込ませたもの)

ビン

割れていないビン

缶

アルミ缶、スチール缶共通

ペットボトル

ラベルとキャップは廃プラスチック類に分別

廃プラスチック類

プラスチック製品、石油化学製品、金属製品、ガラス製品

廃プラスチック類 (鋭利)

割れたガラス製品は廃プラスチック類とは袋を分ける

資源ごみ

汚れていない紙類
ダンボール、雑誌、雑紙、新聞紙など種類ごとに分ける

木材

大きめのものは、そのままの状態で D 棟横発生材置き場へ

石膏ボード

そのままの状態で D 棟横発生材置き場へ

スプレー缶

中身のない状態にしてから穴を開け、
そのままの状態で D 棟横発生材置き場へ

調布祭期間中、分別等でご不明な点がございましたら、第 68 回調布祭実行
委員会のスタッフジャンパーを着た者にお訊ねください。
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火気使用に関する注意事項
今年度の調布祭における火気使用上の注意等を以下に記載致しました。これ
らの項目を厳守し、火気等を使用してください。以下に記載した事項が守られて
なかった場合には、改善していただくまで出店及び教室展示を一時停止してい
ただきます。また、改善していただけない場合には、ペナルティーを科す場合が
ございます。
火気全体の注意
・火気等とダンボール及び紙等の可燃物とは安全な距離(40cm 以上)を確保して
ください。
・提出していただいた「模擬店の見取り図申請書」に従って火気等を配置してく
ださい。
・提出していただいた「使用火気申請書」に記載されていない火気は使用しない
でください。
・火気等は故障、破損した状態で使用しないでください。
・火気を使用している際には絶対にその場を離れないでください。
・火気等を本来の使用目的・方法と異なる使い方をしないでください。
・火気等は必ず本委員会が配布した石膏ボードの上に設置してください。
・火気の周りに囲いを設置する際には、必ず金属製のものをご利用ください。
（＊ベニヤ板にアルミを巻いたものなどの使用は認めません。）
・鍋などの熱を持った容器や火気にふたをする際には、必ず金属製のものを使用
してください。
・火気を使用する前にテントに最も近い消火器の設置場所を確認してください。
・消火器の設置場所に指定された団体には、消火器を調布祭準備日に配布致しま
す。
・消火器が錆びている、凹んでいる又はピンが外れている場合には使用せずに本
委員会までご連絡ください。
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・消火器の設置場所に指定された団体は消火器を確実に保管してください。
・消火器を使用後、必ず本委員会ご連絡ください。
LP ガス使用上の注意
 LP ガス容器の近くでガスの匂いがした場合には、容器バルブを閉めてテント
外に出し、本委員会までご連絡ください。
 LP ガス容器は、横にしたり逆さまにしたりしないでください。
 LP ガス容器は近くの柱等にスズランテープなどで固定してください。
 LP ガス容器をガスコンロ等の燃料器具の近くで使用する場合には、必ず燃料
器具から 2m 以上離して使用してください。
 LP ガス容器のホースはしっかり差し込み、接続部分をホースバンドで締め付
けてください。本委員会が配布したホースにホースバンドがついていない場
合には、お知らせください。
 LP ガス容器は温度が 40℃以上になるおそれのある所に置かないでくださ
い。
 LP ガス容器は直射日光が当たらない場所で保管・使用してください。
 使用しない LP ガスは容器バルブをしっかりと閉め、風通しのよい場所に保管
してください。
 LP ガス容器は、本来の用途以外に使用しないでください。
 LP ガス容器のバルブなどに袋や物を引っ掛けないでください。
カセットコンロ使用上の注意
 カセットコンロに指定されているボンベを使用してください。
 カセットコンロを調理以外の用途（木炭の火おこし等）に使用しないでくだ
さい。
 カセットコンロ等を並べて使用することや、カセットコンロより大きな鉄板
を使うなど、ボンベ自身が加熱されるような使い方はしないでください。
 使い終わったカセットガスは、周りで火を使用していない場所で必ずガス抜
きを行ってから廃棄してください。
 使用期限が切れたカセットガスは使用しないでください。
その他
 使い終わった炭は、水を十分に入れたバケツ等の容器の中に入れて完全に冷
えたことを確認してから、各団体で責任を持って廃棄してください。
 揚げ物などでできる揚げカスは、ビニール袋を被せた金属の容器に入れ、完
全に冷えたことを確認してから、廃棄してください。
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食品取り扱いに関する注意事項
今年度の調布祭における食品取り扱い上の注意等を以下に記載致しました。
これらの項目を厳守し、食品を取り扱ってください。以下に記載した事項が守
られてなかった場合には、改善していただくまで出店及び教室展示を一時停止
していただきます。また、改善していただけない場合には、ペナルティーを科
す場合がございます。
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの症状がある方、または手や指に傷がある方は
食品を取り扱わないでください。
爪は短く切り、腕時計などは外してください。
アルコールや石鹸で手を洗う等、衛生面には細心の注意を払ってください。
直接食品を触る場合には、必ずビニール手袋等を使用し、手袋は使いまわさ
ないようにしてください。
原材料のカットなどの仕込み作業は当日、衛生的な場所で行ってください。
余った食材は翌日に使用しないでください。
原材料は必ずふた付きの容器などで、適切な温度で保管してください。(冷
蔵 10℃以下、冷凍−15℃以下)
肉、魚については必ず冷凍のものを使用してください。
生ものの販売は出来ません。食品は中心部まで十分に加熱してください。高
温の油を扱う場合には、特に生焼けに注意してください。
アルコール類は必ず缶で販売してください。また、取り扱うアルコール類の
アルコール度数は 5％以下のみとしていますのでご注意ください。
調理は基本的に朝 6 時以降に開始してください。
肉類の解凍方法は、｢冷凍されたまま調理する」、｢冷蔵庫で解凍する」、｢電
子レンジで解凍し調理する」の 3 種類のみとなっております。
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電気使用に関する注意事項
今年度の調布祭における電気使用上の注意等を以下に記載致しました。これ
らの項目を厳守し、電気等を使用してください。以下に記載した事項が守られ
てなかった場合には、改善していただくまで出店及び教室展示を一時停止して
いただきます。また、改善していただけない場合には、ペナルティーを科す場
合がございます。
・ 電化製品等を使用する場合には、提出していただいた「電気使用量調査
書」にて申告された物以外使用しないようにお願い致します。なお、限界
を超えて電力を使用した場合には、ブレーカーが落ち、復旧に時間がかか
る可能性がありますのでご注意ください。
・ ブレーカーボックス等を、分解又は改造することのないようお願い致しま
す。これらの行為を発見した場合には、出店停止とさせていただきます。
・ 当日は雨が降ることも十分考えられますので、漏電には十分注意してくだ
さい。
ブレーカーが落ちた場合には、以下の手順に従ってください。
・最後に差し込んだプラグを抜いてください。
・ブレーカーボックスを開けブレーカーのスイッチを ON にしてくださ
い。
※以上の手順を行っても電力が復旧しない場合には、調布祭実行委員会本部ま
で至急ご連絡ください。
場所:B 棟 101 教室 調布祭実行委員会本部
TEL:042-498-1109
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水道の使用に関する書類
調布祭期間中、屋外にある水道に関しましては、指定された場所(下図の A~E
の水道)以外の水道の使用を禁止させていただきます。生ごみについてはこちら
の水道でよく水気を切ってから、ごみ出しをするようにお願い致します。また、
トイレの水道は手洗い以外の用途には使用しないでください。
水道封鎖開始:11 月 21 日(水)20:00

水道封鎖解除:11 月 26 日(月)20:00
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