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企画出展方法  

出展条件  

企画出展団体は以下の条件を全て満たしている必要があります。 

 出展団体が岐阜大学に所属しているサークルの場合、岐阜大学祭当日に企画出展する際の団体の構

成員全員が本学の学生または教職員であるか、そのサークルにある程度の期間所属し、活動に参加して

きた実績が認められる人物であること 

 出展団体が岐阜大学に所属しているサークルでない場合、岐阜大学祭当日に企画出展する際の団体

の構成員全員が本学の学生または教職員であること。 

 企画責任者を１名選出していること 

 企画責任者とは別に個人情報取り扱い責任者を 1 名選出していること 

応募方法  

統一募集応募フォームからご応募ください。応募には以下の情報が必要です。 

 出展団体名 

 企画責任者氏名 

 企画責任者の個人用大学メールアドレス 

（gifu-u.ac.jp, edu.gifu-u.ac.jp のいずれかで終わるもの） 

 大まかな企画内容 

募集期間  

2021 年 9 月 30日(金)23:59 まで 



企画責任者  

各出展団体は、必ず企画責任者を 1名選出してください。執行委員会からお伝えする企画実施のために必

要な情報は、企画責任者へお伝えします。 

企画責任者は以下の条件を全て満たしている必要があります。 

 本学の学生または教職員であること 

 統一募集から岐大祭当日まで、メール*で確実に連絡が取れること 

 他の出展団体の企画責任者でないこと 

 自団体および他の出展団体の個人情報取り扱い責任者でないこと 

*連絡の内容によっては本人確認のため大学のメールアドレスからの返信をお願いする場合があります。 

個人情報取り扱い責任者  

物販形態での出展を希望する出展団体のみ、企画責任者とは別に個人情報取り扱い責任者を 1 名選出

していただきます。インターネットを通じた物品販売の過程で扱う購入者の個人情報について、個人情報取り

扱い責任者は執行委員会が定める「物販における個人情報取り扱いガイドライン」に則った取り扱いを団体

内で徹底し、適切な取り扱いを行うことに対し責任を持つ役割があります。 

個人情報取り扱い責任者は以下の条件を全て満たしている必要があります。 

 11 月６日(日)に予定している発送作業の際に現場を監督し適切な取り扱いを徹底させられること 

 本学の学生または教職員であること 

 統一募集から岐大祭当日まで、メールで確実に連絡が取れること 

 他の出展団体の企画責任者および個人情報取り扱い責任者でないこと 

 

応募後の変更・辞退  

統一募集応募後に登録内容を変更または出展を辞退される場合は、速やかに執行委員会へお知らせくださ

い。執行委員会への連絡先は本文書の最後のページに記載しております。申請が開催日直前となった場合な

どは変更が間に合わない可能性があります。速やかな申請をお願いします。 

出展者説明会  



岐阜大学祭当日までに出展団体向け説明会を予定しています。企画責任者の方は原則ご参加いただきます

が、都合が悪い場合は団体内で代理を立てていただいて構いません。 

出展団体説明会 

開催時期：10月上旬を予定 

会場：Teams（オンライン） 

注意事項  

・ 今後の感染状況により、本書に記載の開催内容等が一部変更になる場合や、中止となる可

能性があることをご理解ください。 

・ 各種申請や提出いただく書類はすべてオンラインでの受付となります。 

・ 統一募集への応募は 1 団体につき 1 件までとし、複数件の応募は固くお断りします。 

・ 岐阜大学祭への出展準備は、岐阜大学の課外活動指針に則り行ってください。 

 

  



オンライン物販企画詳細  

実施可能な時間  

11 月 3 日（木）～11 月 5 日（土）12：00 

※11 月 6 日の発送作業に間に合わせるため、ショップを公開する（購入可能にする）のは 5日正午までと

してください。 

内容・できること 

・昨年同様、インターネット通販の形式で物品を販売することができます。 

・販売に係る送料や決済手数料等に対し委員会からの現金援助を行います。オンライン開催への出展に係る

追加費用の援助制度（物販）をご覧ください。 

・例年の模擬店のような食品の出品は原則できません。（食品販売に必要な各種手続き等を出展団体にて

完結できる場合はこの限りではありません。） 

・第 74 回岐阜大学祭公式ウェブサイトに出展団体や企画の紹介と各団体の販売ページへの URL を掲載し

ます。 

販売方法  

原則、販売には個人でもインターネット通販が行えるサービス、BASE を使用してください。 

このようなサービスは BASE、BOOTH、STORES、メルカリ Shops 等いくつか存在しますが、執行委員会で可

能な限りサポートを行えるよう、BASE１つに絞らせていただきます。 

これ以外のサービスを使用していただくこともできますが、執行委員会での操作方法や発送手順のサポートは出

来かねますのでご了承ください。 

各団体で個別に BASE にてショップ開設を行っていただき、物品を販売していただきます。 

開設には費用は掛かりません。 

11 月 6 日(日)に発送作業を行う作業場所を用意しますので、原則そこで発送作業を行ってください。 

注意事項  

・ 例年の模擬店やフリーマーケットと同じく、購入者と出展団体とで直接取引を行っていただく形であり、そ

の売買契約に執行委員会は関与しません。ショップの運営も各団体の責任の下で行っていただく必要が

あります。 



・ 例年と異なり、日本中どこからでも購入することができ、売買を行った記録がインターネット上に残りますの

で、学祭の模擬店にみられる法律上の特別扱いがありません。そのため、売上に対する税金の申告が必

要となる場合や特定の商品の販売に届出が必要となる場合などがあります。それぞれ物販における納

税・申告の必要性、許可・免許が必要となる商品をご覧ください。また、これらに関する個別相談を受付

予定です。 

・ 販売の際に収集せざるを得ない購入者の個人情報は、各団体の個人情報取り扱い責任者の管理の

下、委員会で定めるガイドラインに則り適切に取り扱ってください。 

・ 販売する商品が適切なものであるか、事前に大学により確認が行われます。 

・ 今年度は飲食物の販売を禁止します。 

 

同意が必要な事項  

 岐阜大学祭参加規約 

 その他禁止・誓約事項 

 物品販売規約 

オンライン開催への出展に係る追加費用の援助制度（物販） 

物販形態で用いる通販サービスでの販売にかかる決済手数料および送料を委員会が補助(負担)する制度

で、物販形態での出展を行う全ての団体が援助対象となります。 

インターネット物品販売サービスでの販売にかかる決済手数料および送料を援助対象とし、その費用を委員会

にて負担します。 

援助金額は 1団体につき 1万円を上限とします。（実際に使用した金額分のみ支払われます。） 

本制度への予算上限を 20万円としているため、出展団体が 20 を超えた場合はこの最大金額が下がる可能

性があります。最終的な金額は統一募集締め切り後にお知らせします。（万が一金額の引き下げが行われた

場合、それを理由に出展を辞退することは構いません。） 

許可・免許が必要となる商品  

下記商品は各種法規により販売のために許可または免許の取得が必要となる例です。 

これらの手続きは販売者である出展団体にて行っていただく必要があり、執行委員会によるサポートや代行は

出来かねます。そのためこれらを団体内にて適切に行える場合を除き、下記商品の取り扱いはできないとお考

えください。 



岐阜大学祭参加規約にて販売を禁止している商品もありますので、注意してください。 

 

商品 関連法規 取り扱い方法 

中古品 

不用品 

古物営業法 団体名義で販売する場合は古物商許可の取得が必要です。 

個人名義で販売し、自身の不用品を販売する場合に限り許可

不要で販売できます。（例年のフリーマーケットでの取引はこれに

該当します。） 

酒類 岐阜大学祭では免許を保持している場合、許可を受けている場合でも販売を禁止し

ます。 

（参考：岐阜大学祭参加規約第 3項） 
医薬品 

生き物（ペット） 

 

物販における納税・申告の必要性  

物販において発生した利益に対し、所得税や住民税の納税が必要な場合があります。個人名義か団体名義

かによって、利益に対する納税手続きが大きく変わります。この区分については「個人名義と団体名義」をご覧

ください。 

個人名義と団体名義  

※本書で用いる「個人名義」および「団体名義」の呼称は特定の法規等で定められたものではなく、執行委

員会が便宜上用いるものです。 

BASEでの売上金を現金として受け取るには、銀行口座が必要です。 

出展を行うサークルなどの団体名義の銀行口座をお持ちで、その口座に売上金を振り込む場合 

・・・「団体名義」での販売として取り扱います。 

団体名義の銀行口座をお持ちでない場合（売上金を代表者個人の口座に振り込む場合） 

 ・・・「個人名義」での販売として取り扱います。 



団体名義での出品の場合  

サークル等の任意団体は法規上「人格のない社団等」として扱われます。団体名義での販売の場合、物販で

発生した売上はその団体の収入として扱われますが、下記のように基本的に法人税や消費税の納税義務は

発生しません。 

（少なくとも学祭以外に収益事業となり得るものを行っていない場合、基本的に納税に関する配慮は不要で

す。） 

法人税：年に 1 回のみ行われる学祭での物品販売は法人税法で定められている収益事業（物品販売

業）には当たらないため、岐阜大学祭で行った物販に関して法人税の納税は不要です。 

（出典：法人税法第 5 条および法人税基本通達 15-1-10） 

消費税：基準年（２年前の年度）の課税売上高が 1000万円以下の場合は消費税の納税は不要で

す。 

個人名義での販売の場合  

個人名義での販売の場合、物販で発生した売上は団体代表者の収入として扱われます。団体代表者アル

バイト等での給与所得の有無と物販での利益の金額によっては確定申告をしたうえで所得税の納税が必要と

なる場合や住民税の申告が必要となる場合があります。 

確定申告や追加納税を避けるため、物販での利益を 20万円以下に抑え、かつアルバイト等の給与収入と

物販で発生した利益の合計額が岐阜市在住なら 97 万円（アルバイト等の収入が 97 万円を超える場合は

103万円、親の扶養を外れてもよいのなら 124万円）を超えない範囲で物販を行う（販売数・価格を調整

する）ことを推奨します。 

下記の表は岐阜市在住で勤労学生控除の対象となる成人でありアルバイト等の給与所得がある、といった

岐大生に多く見られる条件下で、物販による収入や給与所得に応じた確定申告や住民税に関する情報をま

とめたものです。 

これ以外の条件については国税庁やお住まいの自治体のウェブサイト等で確認してください。 

 アルバイト等の給与収入と

物販で発生した利益の 

合計額が 124万円を超える 

97万円～124万円 97万円以下 



物販で発生

した利益が 

20万円以

上 

確定申告：必要 

住民税：納税必要・金額

増加 

住民税の申告：不要 

確定申告：必要 

住民税：納税必要・ 

均等割のみの負担のため増加な

し 

住民税の申告：不要 

確定申告：必要 

住民税の納税：非課税（不

要）  

住民税の申告：不要 

20万円未

満 

確定申告：不要 

住民税：納税必要・金額

増加 

住民税の申告：必要 

確定申告：不要 

住民税：納税必要・ 

均等割のみの負担のため増加な

し 

住民税の申告：自治体へ要確

認 

※アルバイト等をしている会社経

由で特別徴収が行われている場

合は自分で納税する必要はあり

ません。 

確定申告：不要 

住民税の納税：非課税（不

要）  

住民税の申告：自治体へ要確

認 

※ この表は委員会が調査したものであり、内容の正確性は保証できません。 

※ 住民税とは道府県民税・都民税と区市町村税を合わせたものを指します。 

※ 124万円とは給与所得控除 55 万＋住民税基礎控除 43万＋勤労学生控除 26 万の合計額です。 

※ 97 万円とは給与所得控除 55万＋岐阜市で住民税非課税対象となる所得上限 42 万の合計額で

す。 

※ 岐阜市在住の未成年で合計収入が 190 万円(所得 135万円)以下の場合、住民税は非課税となりま

す。 

※ 扶養の中で働いている方の「103 万円の壁」の 103 万には物販で発生した利益もカウントされます。 

※ 給与所得控除額が 55 万円ではない場合（給与等の収入金額が 162.5 万円を超える場合）や給与

所得以外の収入が物販以外にもある場合はこの表のとおりではありません。 

※ 岐阜市在住を前提に調査を行ったためお住いの地域の自治体により条件が異なる可能性があります。

（基本的にはほぼ同じですが、必ず各自治体のウェブサイト等で確認してください。） 



※ 「物販で発生した利益」とは、(売上)―(経費)を指します。利益の金額を証明するため、経費にいくら使

用したかを示すもの（領収書・帳簿等）の提示を税務署に求められる場合があります。その場合に提示

できるよう、これらの書類の作成と保管を強く推奨します。 

 

参考 

国税庁「確定申告が必要な方」 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 

岐阜市「個人市・県民税とは」 

https://www.city.gifu.lg.jp/5467.htm 

一宮市「市県民税（個人住民税）とは」 

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/zeikin/1000138/1005882.html 

名古屋市「納税義務者（市民税・県民税を納めていただく方）と納めるべき税額」 

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
https://www.city.gifu.lg.jp/5467.htm
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/zeikin/1000138/1005882.html
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html


禁止・誓約事項  

岐阜大学祭参加規約  

岐阜大学祭全学執行委員会（以下、当委員会という）は、以下の注意・禁止事項を定める。 

1. 以下の事項を禁止する。 

・ 諸法規などに違反する企画その他の行為を行うこと。 

・ 政治・宗教色の強い企画を行うこと。 

・ 個人への誹謗・中傷となる行為を行うこと。 

・ 大学の備品を無断で持ち出し、使用すること。 

・ 駐車場の出入り口付近に駐車すること。 

・ 大学構内で喫煙すること。 

・ 当委員会の定める場所・区域以外で企画を開催すること。 

・ 当委員会の定める場所・区域以外で火気を使用すること。 

・ その他当委員会が危険または企画の運営に支障があると判断する行為を行うこと。 

2. ステージの使用に関し、以下の事項を禁止する。 

・ ステージ上及びその周囲の機材を乱雑に扱うこと。 

・ ステージ上で火気を使用すること。 

・ ステージ上が濡れるような行為を行うこと。 

・ ステージ上から飛び降りるなど危険な行為を行うこと。 

3. 免許所有者であっても以下の物品の販売を禁止する。 

・ 金券・酒類・生き物・タバコ類・医薬品。 

・ 企業の利益となるようなもの。 

・ 手形その他の商業証券。 

・ 医療法・薬事法、その他の諸法規(古物営業法・風俗営業取締法・質屋営業法・銃刀法)や業界規制

(ある商品、例えば自転車などに定められている規則)などに違反・抵触すると思われるもの。 

・ その他岐阜大学祭の主旨に合わないと思われるもの。 

4. 当委員会の貸し出す物品に破損・汚損が見られた場合は、破損・汚損した出展団体が全額弁償するこ

と。ただし破損・汚損した者が不明な場合は、当該の施設・物品を使用した全ての出展団体で等分割し

弁償すること。 



5. 当委員会がその必要性を認めた場合、当該企画の出展団体は誓約書を提出すること。また、誓約書に

ついては以下の項目を誓約すること。 

(1) 注意・禁止事項に従うこと。 

(2) 当委員会の指示に従うこと。 

(3) 企画開催中に自ら起こした問題や過失による損害に対してその責任を負うこと。 

6. 当委員会の指示及び注意・禁止事項に従わないで生じた問題について、当委員会は一切の責任を負

わないものとする。 

以上 

物品販売規約  

1. 各出展団体が運営するショップはその団体の責任の下で運営してください。 

2. 商品の作成・発送・購入者の対応に対し執行委員会は物販サービスの操作説明、個人情報取り扱い

に関するガイドラインの提示とその運用管理、発送作業場所の提供、その他執行委員会が必要と認め

たサポートのみを行い、直接的な関与は一切行いません。 

3. 出展団体はショップの購入者の個人情報を、本人の同意を得た場合または公的機関から法令に基づき

要請があった場合を除き、企画責任者および個人情報取り扱い責任者以外の者（執行委員会を含

む）に開示・提供することを禁止します。 

4. ショップの管理権限（ログインに必要なパスワード）は団体構成員のうち最低限必要な人とのみ共有し

てください。尚、執行委員会は管理権限を保持せず提供を要求することもありません。 

5. 出展団体は執行委員会が定める物販における個人情報取り扱いガイドラインを遵守してください。 

6. 執行委員会は各出展団体が購入者の個人情報を適切に取り扱えるよう、個人情報取り扱いガイドラ

インの策定に加え、運用方法の指導や運用が適切に行われるための施策を行います。尚、これらは各出

展団体が行うショップ運営業務において個人情報が適切に取り扱われることに執行委員会が責任を持

ち担保するものではありません。 

その他禁止・誓約事項  

・ 申請が必要な行為を申請なく行うこと 

・ 執行委員会への申請なく外部の業者・演者等の団体構成員以外の者を会場施設内へ入場させること 

・ 企画実施のために知り得た団体構成員以外の者の個人情報（例：担当の執行委員の携帯電話番

号等）を執行委員会以外の第三者へ提供すること 

（物販で得た購入者の個人情報については、別途定める物品販売に関する禁止・誓約事項第３条の

規定と本事項とで認められる提供先に差異がありますが、例外的に前者を適用するものとします。） 



・ 執行委員会が管理する岐阜大学祭運営のために使用するサーバーやシステム等へのサイバー攻撃 

・ その他、岐阜大学祭の安全かつ円滑な運営に支障をきたすと執行委員会が判断した行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物販における個人情報取り扱いガイドライン 

個人情報の取り扱いに関する責任者の配置  

1. 各出展団体は個人情報取り扱い責任者を 1 名選出する。個人情報取り扱い責任者は収集する購入

者の個人情報を本にガイドライン従い適切に取り扱うよう自企画の企画構成員に徹底する。 

2. 個人情報取り扱い責任者と企画責任者は兼任しないものとする。(伝票発行のため営業所へ出向く際

など、企画責任者が作業場所を離れなければいけない状況が発生した際に責任者が不在とならないよ

うにするため。) 



3. 企画責任者および個人情報取り扱い責任者は自身が責任者を務めることを委員会へ報告する。 

4. 執行委員会は委員会内に個人情報管理責任者を配置し、各団体で本ガイドラインに従った適切な運

用が行われているかを随時確認する。 

紙媒体へ印字された個人情報の管理  

5. 購入者の個人情報を紙に印刷するのは「納品書」と「送り状(宅配伝票)」のみとする。 

6. 納品書の取り扱い 

6.1. 納品書の印刷は必ず委員会で 11/6(日)に用意する作業場所内でショップ責任者が印刷する。紛失

防止のため、事前の印刷はしない。（プリンターと紙に加え、印刷に失敗した場合のためシュレッダーを

委員会で用意し作業場所に設置する。） 

6.2. 印刷した納品書は作業を行う部屋から持ち出さない。 

7. 送り状の取り扱い 

7.1. 送り状はヤマト運輸営業所の端末で発行し、各団体の企画責任者が大学へ持ち帰る。 

8. その他の印刷物について 

8.1. 発送作業の状況を管理するなどの目的で注文の一覧を印刷する場合、BASEの管理画面からダウン

ロードした CSV ファイルから購入者の個人情報を除いた上で印刷する。(各注文は購入者の名前や住

所ではなく注文 IDで識別する。) 

電子データの管理  

9. BASEの管理画面のパスワードの取り扱い 

9.1. ショップの開設は企画責任者が行い、パスワードを必要最低限の者とのみ共有する。 

9.2. パスワードはいかなる場合でも企画構成員以外の者に開示しない。 

10. 管理画面よりダウンロードしたデータの取り扱い 

10.1. 管理画面よりダウンロードした購入者の個人情報を含むデータ（印刷用の納品書および注文一覧

表）は管理画面のパスワードを持つ者以外とは共有しない。 

10.2. 紛失時のデータ流失を防ぐため、購入者の個人情報を含むデータは取り外し可能なメディア(USB メモ

リ、SD カード、DVD等)に保存しない。 

10.3. 発送作業および管理画面上での発送完了手続き完了後、ダウンロードした購入者の個人情報を含む

データは全て削除する。 

 

  



お問い合わせ 

執行委員会へのお問い合わせはメールにてお願いします。 

状況、内容によりお問い合わせ窓口が異なります。下記をご覧いただき正しい窓口へお問い合わせいただきま

すと、よりスムーズにご対応させていただくことができます。 

統一募集へ応募後は、公式 Twitter および Instagram アカウントへの DM でのお問い合わせはご遠慮くださ

い。 

統一募集へ応募前のお問い合わせ 

岐阜大学祭全学執行委員会 総務局 

Email: info@gidaisai.jp 

統一募集へ応募後のお問い合わせ 

出展団体名を必ず明記の上でお問い合わせをお願いします。 

内容によりお問い合わせ窓口が異なります。 

内容によっては本人確認のため大学メールアドレスからの再送信をお願いする場合もございます。 

岐阜大学祭全学執行委員会 総務局 

Email: info@gidaisai.jp 

＜受付内容＞ 

・岐大祭全体にかかわること 

・自団体の登録情報の変更・出展辞退 

 

岐阜大学祭全学執行委員会 模擬店・フリーマーケット企画 

Email: store@gidaisai.jp 

受付内容：物販に関わるお問い合わせ 
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