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第 73 回岐阜大学祭について  

開催形態 

第 73 回岐阜大学祭は、スポーツ大会を除き「オンライン開催」とさせていただきます。実施日当日はすべての会場

施設にて許可証による出入り管理を実施します。許可証を持たない方（キャンパス内よりライブ配信を行う企画を出

展する団体や委員会関係者以外の方）は会場施設へ入場できませんのでご注意ください。 

キャンパス内よりライブ配信を行う企画を出展する団体は、当日キャンパス内の会場施設へ入りその場で企画を行い

配信することができます。 

開催日程 

2021 年 10 月 29 日（金）～ 10 月 31 日（日） 

10月 29日（金） スポーツ大会 

10月 30日（土） 有志団体による出展企画 

岐大コレクション（最終審査） 

10月 31日（日） 有志団体による出展企画 

運営体制 

例年、岐阜大学祭は岐阜大学祭全学執行委員会が企画・運営しています。しかし今年度は 5 月に開催を予定しており

ました全学春祭の中止に伴い、全学春祭の運営を行っております全学春祭実行委員会と岐阜大学祭全学執行委員会が

共同で企画・運営を行う体制を取らせていただきます。尚、岐阜大学祭に関するお問い合わせ等は例年通り岐阜大学

祭全学執行委員会の連絡窓口へお願いいたします。 

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。 

企画出展までの流れ 

 

8 月 統一募集  

9 月 第 1 回説明会(オンライン) 必要な申請や手続きに関する説明を行います。 

 各種申請・手続き 企画内容の計画書や施設/設備の利用希望などを申請してくだ

さい。詳細は統一募集後にご案内します。 

10 月 第 2 回説明会(詳細未定) 当日に関する説明を行います。 

10 月末 第 73 回岐阜大学祭  
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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。 

 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（物販形態で出展する場合のみ） 

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 

 企画責任者の大学メールアドレス 

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

 出展形態ごとの連絡担当者氏名および連絡先メールアドレス 

複数の形態で出展が可能なため、企画形態ごとに連絡担当者を分けたい場合（企画責任者以外の人への連絡を希

望する場合）のみ必要です。 

 出展を希望する形態（複数選択可） 

 各形態の大まかな企画内容 

※各形態ごとに追加でいくつか質問事項がございます。詳しくは応募フォームを御覧ください。 

募集期間 

2021 年９月 12 日(日)まで 

例年との相違点 

例年、1 つの団体（サークル, 有志グループなど）が複数の企画に出展する（例：模擬店と有志ステージ）場合、模

擬店への応募と有志ステージへの応募を別々に行っていただいておりました。 

しかし今年度は団体単位での応募へと代わり、同じ団体が複数の形態で出展する場合は 1 件の応募で全形態(企画)に

申し込める形となります。応募フォームも 1 つに統合されますので、同じ団体が出展する複数の形態(企画)は 1 度に

お申込みいただくようお願いします。 
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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、企画責任者と出展形態ごとの連絡担当者（希望する場合のみ）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 名選出してください。

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 1 日(月)*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 

* 11 月 1日(月)は学年歴で岐大祭の片付け日となっており、講義は行われません。 

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全 2 回の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両方ともご参加いただ

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。 

第一回出展団体説明会 

日時：9 月 13 日～17 日のどこか 1 日 

（出展する形態ごとに日が異なります。日程はウェブサイトにてご確認ください。） 

会場：Teams（オンライン） 

※第二回は 10 月開催予定で、形態や日時は未定です。 
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ステージライブ配信  

実施可能な時間 

10 月 30 日（土）11:00~17:00（南駐車場ステージ）、13:20~17:00（講堂ステージ） 

10 月 31 日（日）11:00~17:00（両ステージ） 

上記日程の中で 1 団体 1 回の予定です。（発表時間の長さは応募数と後日の希望調査により変動します。） 

内容・できること 

・ 例年の有志ステージ企画にあたる出展形態です。 

・ 開催当日に講堂ステージ、南駐車場仮設ステージの 2 箇所のステージにてパフォーマンスをしていただき、それ

を YouTube にてライブ配信します。 

・ ライブ配信作業は全て委員会が行い、出展団体での用意や費用負担は発生しません。 

・ 配信に使用する YouTube チャンネルは執行委員会で用意したものを使用します。 

・ ライブ配信のみ行い、アーカイブの公開は執行委員会側では行いません。 

・ 希望があれば YouTube 側に残る配信の録画をデータでお渡しする予定です。 

・ 第 73 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ステージの配信視聴 URL を掲載します。 

ステージの設備 

 

 南駐車場ステージ 講堂ステージ 

使用施設 岐阜大学南駐車場仮設ステージ(屋外) 岐阜大学学内講堂常設ステージ(屋内) 

大きさ 間口 9.0m×奥行 5.4m 間口 9.5m×奥行 4.2m 

照明設備 業者委託による仮設設備 常設のものを使用 

音響設備 業者委託による仮設設備 業者委託による仮設設備 

 

以下の器材を各ステージで貸し出しております。（数量は 1 ステージあたりです。） 

一昨年の情報のため、一部変更となる可能性があります。 

・有線マイク（SM-58） :6 本 

・ワイヤレスマイク :4本 

・ワイヤレスピンマイク : 2 本 

・マイクスタンド : 6 本 

・CD プレーヤー：1台 

・演者用モニタースピーカー：2 本 

・ギターアンプ(JC-120)：2台 

・ベースアンプ：1 台 

・DI(キーボード,ベース接続用)：2 台 

・ドラムセット：1 組 

・ドラム用マイク一式(スネアと Kick 用に各 1 本の予定) :1 セット 
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注意事項 

・ 今年は YouTube でのライブ配信となりますので、例年以上に著作権・著作隣接権への配慮をお願いします。 

・ 楽曲や音源の使用時には著作権・著作隣接権のページをご覧になり、必ず必要な手続きを行ってください。 

特に YouTube では配信映像から自動的に楽曲を検出・特定する機能の精度が非常に高く、適切な手続きを行わ

ないと企画実施途中に配信停止となる可能性もあります。 

・ 応募が多数あった場合、抽選となりますのでご理解のほどよろしくお願いします。また、応募いただいたすべて

の団体に出演を割り当てもまだ空きがある場合は、ご希望があれば 1 団体で複数回出演していただくことができ

ます。複数回出演の意志については必要が生じ次第メールにてお伺いします。(統一募集への応募は 1 件までで

お願いいたします。) 

・ 南駐車場ステージは、悪天候時に企画中止となる恐れがあります。 

よくある質問 

出演日や出演時刻を指定することはできますか？ 

ピンポイントで指定することはできません。統一募集後に日時の希望調査を行い、その結果や機材のやり繰り等を考

慮した上で最終的には執行委員会で決定させていただきます。例年人気に偏りが発生するため希望された日時によっ

ては希望通りにならない場合があります。後日のアナウンスをお待ちください。 

タイムスケジュール決定後に他の日時の団体と入れ替えはできますか？ 

同一のステージ同士の団体で、両団体の代表者の承諾があれば日時の入れ替えが可能です。希望する場合はまず執行

委員会へご連絡ださい。トラブル防止並びに公平を期すため相手団体との直接の交渉は全面的に禁止とさせていただ

きます。入れ替えの交渉はいかなる場合でも全て執行委員会経由で行ってください。 

岐大祭当日などに全体の準備等を手伝う必要はありますか？ 

その日の最初および最後の団体、または最後に楽器やアンプ類を使用する団体には楽器の運搬,設置作業の手伝いをお

願いする場合があります。それ以外は基本的に必要ありません。 

出演者向けの更衣室や荷物置き場はありますか。 

はい。詳細未定ですが例年通り用意させていただきます。更衣室を工学部講義棟の教室、荷物置き場を講堂ステージ

は図書館会議室,南駐車場ステージは上手テント内に設ける予定です。 

講堂ステージへの出入りは上手下手どちら側からも可能ですか？ 

上手下手ともに袖で待機できるスペースはありますが、搬入口とつながっているのは下手側のみです。 

講堂ステージの照明効果はどんなものがありますか？ 

ステージ上は蛍光灯とオレンジ色の暗めのライトがあります。どちらも個別に ON/OFF 可能です。客席の照明も

ON/OFF 可能です。 

南駐車場ステージの照明効果はどんなものがありますか？ 

ステージの左右前方上の方から当たる照明があります。色は電球色です。 

団体ごとの転換時間はどのくらいありますか？ 

前の団体が終了してから 20 分後に次の団体の発表開始となります。準備に 15 分程度、撤去に 5 分程度を目安にして

いただくと良いかと思います。（変更の可能性あり。） 
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ステージ発表の前にサウンドチェックなどの時間はありますか？ 

はい。前の団体が終わり次第、搬入、セッティング、サウンドチェック、本番という流れになります。 

南駐車場ステージでステージ前のスペースは使えますか？ 

はい。ただし、ライブ配信業者のスタッフと打ち合わせが必要となりますので、事前に申請を行っていただく必要が

あります。 

悪天候時の対応 

・ 各企画の開始 30 分前までに担当者より出演の意思を確認します。 

・ 意思確認後、企画開始までに天候が大きく変化した場合は再度確認します。 

・ 企画開催中に天候が悪化し、来場者および参加者に危険が及ぶと判断した場合は企画を中止させます。 

・ 企画終了時刻より前に天候が回復した場合、状況に応じて出演の意思を確認します。なお、企画発表時間の補填

はできません。 

・ 南駐車場ステージにおいて当委員会より貸し出す楽器類を使用する企画については、楽器類の保護のため特別に

中止させる場合があります。 

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 

 著作権に関する禁止・誓約事項 

 ステージ利用規約 
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教室ライブ配信  

実施可能な時間 

10 月 30 日（土）11:00~17:00 

10 月 31 日（日）11:00~17:00 

各団体で任意の日/時間に行うことができます。2 日とも全時間帯にわたって行っても、30 日に 1 時間だけ行っても

構いません。ただし、応募団体数により上限を設ける可能性があります。 

内容・できること 

全学共通教育棟や大学会館の教室から YouTube live などを使ったライブ配信を行います。配信は各団体にて行って

いただきます。演奏やトーク、活動の成果発表などを行うことができます。配信回数や配信時間などは自由です。 

注意事項 

楽曲や音源、演劇台本等の著作物を使用する場合、著作権・著作隣接権のページをご覧になり、必ず必要な手続きを

行ってください。 

よくある質問 

・有料のコンテンツを扱ってもよいですか？ 

 今回の展示企画では有料コンテンツを取り扱うことを想定しておりません。有料のコンテンツを取り扱いたい場合

は、物販形態にて出展をお願いいたします。 

・楽器は借りられますか？ 

楽器の貸し出しは行いません。演奏等を行う場合は、団体ごとに楽器等の準備をお願いいたします。 

・雨天時の企画の中止はありますか？ 

 雨天時の企画の中止は基本的にありません。 

・使用教室を指定できますか？ 

 募集の応募時に記入していただいた希望をもとに執行委員会側で教室を指定させていただきます。目的に沿った展

示ができるよう配慮しますが、必ずしも希望通りにならない場合がございます。詳細は教室貸出をご覧ください。 

・配信機材は借りられますか？ 

委員会からの貸し出しは行いませんが、配信に必要な機材例やレンタル業者の紹介等を行う予定です。 

レンタルの手続きは出展団体にて行ってください。 

・貸し出し教室にインターネット環境はありますか？ 

教室によって有線 LAN または Wi-Fi(OPEN LAN)が使用可能です。詳細は配信に用いるインターネット環境をご

覧ください。 

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 

 著作権に関する禁止・誓約事項 
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参加型  

実施可能な時間 

10 月 30 日（土）11:00~17:00 

10 月 31 日（日）11:00~17:00 

各団体で任意の日/時間に行うことができます。2 日とも全時間帯にわたって行っても、30 日に 1 時間だけ行っても

構いません。ただし、応募団体数により制限を設ける可能性があります。 

内容・できること 

 全学共通教育棟や大学会館などから、ZOOM などの双方向通話サービスによって配信を行います。配信は各団体

で行っていただきます。対話や体験会、相談・座談会、セミナーやゲーム等に向いている形態です。 

注意事項 

楽曲や音源、演劇台本等の著作物を使用する場合、著作権・著作隣接権のページをご覧になり、必ず必要な手続きを

行ってください。 

よくある質問 

・有料のコンテンツを扱ってもよいですか？ 

 今回の展示企画では有料コンテンツを取り扱うことを想定しておりません。有料のコンテンツを取り扱いたい場合

は、物販形態にて出展をお願いいたします。 

・雨天時の企画の中止はありますか？ 

 雨天時の企画の中止は基本的にありません。 

・使用教室を指定できますか？ 

 募集の応募時に記入していただいた希望をもとに執行委員会側で教室を指定させていただきます。目的に沿った展

示ができるよう配慮しますが、必ずしも希望通りにならない場合がございます。詳細は教室貸出をご覧ください。 

・貸し出し教室にインターネット環境はありますか？ 

教室によって有線 LAN または Wi-Fi(OPEN LAN)が使用可能です。詳細は配信に用いるインターネット環境をご

覧ください。 

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 

 著作権に関する禁止・誓約事項 
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展示  

実施可能な時間 

10 月 29 日（金）～10 月 31 日（日）終日 

事前に各団体で各種サービスへ動画や作品などのコンテンツをアップロードし公開していただき、10 月 29 日（金）

より岐阜大学祭公式ウェブサイト上にコンテンツ掲載ページへのリンクを掲載する形となるため、この期間中は常時

コンテンツを閲覧可能な状態とすることを想定しています。 

YouTube のプレミア公開などの機能を用いて任意の日時に公開していただいても問題ありません。なお岐阜大学祭

公式ウェブサイトに掲載するリンクは 29 日時点で一斉に公開となるため、指定の時刻まで非公開にすることは出来

かねます。 

内容・できること 

任意のサービスでオンライン公開する形態です。作品の展示や、事前収録したパフォーマンス動画等の公開を行うこ

とができます。企画公開のために使用するサービスは団体側で自由に選んでください。 

注意事項 

楽曲や音源、演劇台本等の著作物を使用する場合、著作権・著作隣接権のページをご覧になり、必ず必要な手続きを

行ってください。 

よくある質問 

・団体のホームページがないのですが、参加できますか？ 

 ホームページがなくても参加することができます。Note の記事、YouTube など Web 上の制作物へのリンクを岐大

祭のホームページに貼ります。リンクを貼ることはできますが、岐大祭のホームページに内容を直接記入することは

できません。 

・有料のコンテンツを扱ってもよいですか？ 

 今回の展示企画では有料コンテンツを取り扱うことを想定しておりません。有料のコンテンツを取り扱いたい場合

は、物販企画の方にご参加をお願いいたします。 

・雨天時の企画の中止はありますか？ 

 雨天時の企画の中止は基本的にありません。 

・使用教室を指定できますか？ 

 募集の応募時に記入していただいた希望をもとに執行委員会側で教室を指定させていただきます。目的に沿った展

示ができるよう配慮しますが、必ずしも希望通りにならない場合がございます。詳細は教室貸出をご覧ください。 

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 

 著作権に関する禁止・誓約事項 
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物販  

実施可能な時間 

10 月 29 日（金）～10 月 31 日（日）12：00 

※11 月 1 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 31 日正午までとしてくだ

さい。 

内容・できること 

・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 73 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 1 日(月)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。 
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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 

飲食物 食品衛生法 下記「飲食物の取り扱い」を参照 

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） 
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飲食物の取り扱い 

インターネット通販で食品を販売する場合、例年の模擬店での飲食物取り扱いとは異なり、食品衛生法における営業

とみなされるものと認識しています。そのため、ごく一部の届け出不要な品目を除き営業許可または営業届出*1が必

要となります。 

この営業許可や届出の申請には食品衛生責任者*2の選任が義務付けられており、食品衛生責任者養成講習会の修了が

必要となる場合もあります。 

参考 

*1:営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設について｜岐阜市食品衛生課 

https://www.city.gifu.lg.jp/dd.aspx?moduleid=47626 

*2 食品衛生責任者について｜岐阜市食品衛生課 

https://www.city.gifu.lg.jp/18871.htm 

※2021 年 6 月 1 日に実施された食品衛生法の改正により、届け出や許可が必要な条件が大幅に変更されました。

2021 年 8 月時点ではインターネット検索で見つかる情報は改正以前の古いもの（「野菜果物の販売は届け出不要」

など）が大変多いため、調べる際には国や自治体等の Web サイトで確認することを強く推奨します。 

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。 

https://www.city.gifu.lg.jp/dd.aspx?moduleid=47626
https://www.city.gifu.lg.jp/18871.htm
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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。 
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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 

配信に用いるインターネット環境  

概要 

岐大祭当日、ライブ配信等のために学内のインターネット環境（Wi-Fi および有線）を使用できます。 

OpenLAN 

岐大祭当日も普段通り OpenLAN による無線インターネット接続が使用できます。貸し出し教室のうち、大学会館集

会室では電波が入らず使用できませんので注意してください。（受信できたとしても配信に使用するには不十分な接

続環境なため推奨しません。） 

有線 LAN 

岐大祭当日に貸し出す教室の一部では有線 LAN が使用できます。無線接続に比べ安定した通信が可能なため、使用

可能な教室では有線 LAN による接続を推奨します。 

使用には別途事前の申請及び手続きが必要となります。事前に許可を受けた機器以外を接続しても通信できない仕組

みになっていますので、必ず申請を行ってください。 

教室ごとの使用可否、具体的な申請方法や期間は統一募集終了後に別途ご案内します。 

教室貸出  

概要 

教室ライブ配信および参加型形態で出展する団体は、全共棟教室および大学会館集会室を企画実施のために利用する

ことができます。希望する場合は統一募集時のフォームに希望の有無を問う質問がありますので、希望する旨をお伝

えください。 

注意事項 

申請希望をもとに執行委員会側で教室を指定させていただきます。目的に沿った企画ができるよう配慮しますが、必

ずしも希望通りにならない場合がございます。ご了承ください。 

企画に不要な机・椅子等の備品を他の教室へ運び出す作業は執行委員会の指示のもと教室を使用する団体にて行って

いただきます。 

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
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音楽に関する著作権・著作隣接権  

既存の楽曲の使用  

既存の楽曲（出展する団体または個人が自ら作曲したものではない楽曲）を使用（演奏や歌唱も含まれます）する場

合は、権利者の許諾が必要な場合があります。 

出展団体が自ら演奏する場合や自ら制作した音源を用いる場合 

使用する楽曲の著作権（歌詞や楽譜に対する権利）に考慮する必要があります。 

①著作権の項目に従って手続きの必要有無を確認し必要ならば手続きを行ってください。 

既存の音源（CD やストリーミングサービスなどに配信されている音源）を使用する場合 

使用する楽曲の著作権（歌詞や楽譜に対する権利）の許諾に加えて、その音源の製作者が持つ著作隣接権への考慮が

必要となります。①著作権と②著作隣接権の両方の手順を行ってください。 

※適切な許諾を得ずに音源を使用した場合、YouTube の Content ID などのシステムによって楽曲が検出され、権利

者側の設定によっては強制的にライブ配信が停止されたり動画が削除されたりする場合があります。 

① 著作権 

使用する楽曲の著作権管理者を確認してください。JASRAC または NexTone 管理下の楽曲を使用する場合は、

下記のリンクのチャートを参考に手続きの有無を確認してください。（チャート上で「配信可能」「手続き不要」

にたどり着いた場合は著作権の許諾を得る必要はありません。）JASRACまたはNexTone の管理下であるかは、

それぞれ J-WID または NexTone 作品検索データベースで確認してください。また、JASRAC または NexTone

管理下以外の楽曲を使用する場合は、その楽曲の権利者に直接許諾を得る必要があります。 

JASRAC 

チャート；https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html 

※JASRAC と許諾契約を締結している動画投稿サービスには、YouTubeやニコニコ動画などがあります。その他

の締結しているサービスについては JASRACのウェブサイトをご覧ください。 

※ステージライブ配信はリアルタイムのみで、タイムシフトやアーカイブ配信は行いません。 

※教室ライブ配信はタイムシフトやアーカイブ配信を行うか否かは団体側で自由に決めていただくことができ

ます。 

※ステージライブ配信では、執行委員会の YouTube チャンネルでライブ配信を行いますので、「個人以外」と

して扱われます。また、教室ライブ配信では、1 人で配信する場合は「個人」、2人以上で配信する場合は「個人

以外」として扱われます。 

 

NexTone (p11「利用許諾申請の必要有無について」を参照) 

チャート(次のリンクの p11 をご覧ください)；https://www.nex-tone.co.jp/files/i_guide.pdf 

※NexTone と許諾契約を締結している動画投稿サービスには、YouTube があります。その他の締結しているサ

ービスについてはNexTone にお問い合わせください。 

http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
https://search.nex-tone.co.jp/terms?0
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html
https://www.nex-tone.co.jp/files/i_guide.pdf
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※ 著作者の死後一定の期間を経過するなどして著作権が消滅している楽曲は、著作権を侵害することなく配信に使

用できます。（この場合でも自ら演奏・制作した音源でない場合は音源製作者の著作隣接権には配慮する必要が

あります。） 

② 著作隣接権 

市販の CD やストリーミング配信で販売されている音源を使用する場合は、楽曲の①著作権の許諾を得た上で、さら

に音源制作者（発売元のレコード会社など）に音源の使用許諾を得る必要があります。使用したい音源のレコード会

社を調べ、そのレコード会社に申請を行ってください。日本レコード協会音源利用許諾窓口一覧に、日本レコード協

会会員社の音源利用に関する許諾窓口連絡先が載っておりますのでご覧ください。 

※ 自ら制作していない音源の使用には基本的に使用料がかかります。 

※ 申請に時間がかかる場合がありますので、お早めに申請をお願いします。 

※ ソニー・ミュージックの音源は、フル尺（曲の最初から最後まで 1 曲丸々）での使用ができませんのでご注意く

ださい。（参考：音源使用申請について｜https://application.sonymusic.co.jp/s/smeform/?ima=5242） 

※ ニコニコ動画は一部のレコード会社と許諾契約を締結しているため、市販 CD などの自ら制作していない音源で

も手続きなしで使用できます。許諾原盤検索システムで許可された楽曲であるか調べることができます。 

※ ステージライブ配信は YouTube での配信ですので、ニコニコ動画で配信できるのは教室ライブ配信のみです。 

YouTube における Content ID 

Content ID は権利者が YouTube 上に他人がアップロードした自分のコンテンツを簡単に特定して管理できる

YouTube の機能です。権利者は動画に含まれるコンテンツと自分の作品が一致した場合にどのような対処をするか

（動画の公開停止、収益化、統計情報の追跡）を指定できます。 

YouTube に動画をアップロードしたりライブ配信を行ったりすると、その動画や配信映像がスキャンされ Content 

ID に登録された楽曲に一致するものがあれば検出されます。楽曲が検出されると Content ID の申し立てにより権利

者が設定した対処が行われます。権利者が Content ID を利用している場合、予め配信に用いる YouTube チャンネル

を許可リストに登録するように依頼することで、この申立を回避することができます。 

著作権・著作隣接権に関する注意事項 

・ 企画内で使用する他人の著作物は必要な許諾を得てください。 

・ 許諾を得るための手続きは使用者である出展団体にて行ってください。執行委員会による代行はできませ

ん。 

・ 必要な許諾を得なかったことにより生じたいかなる不利益（企画中断など）についても執行委員会は責任

を負いかねます。 

・ 企画実施までに、企画内で使用する他人の著作物全てについて許諾の状況等を確認させて頂く場合があり

ます。 

 

  

https://www.riaj.or.jp/leg/list.html
https://application.sonymusic.co.jp/s/smeform/?ima=5242
http://license-search.nicovideo.jp/
https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=ja
https://support.google.com/youtube/answer/6085490?hl=ja
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岐阜大学祭当日の会場施設入構管理（案）  

概要 

岐阜大学祭当日は会場となる各施設へ入場できるのは、その施設を使用して企画を行うことを認められた団体の構成

員および執行委員会関係者、執行委員会により認められた外部業者スタッフのみです。 

会場となる各施設の出入りの際には、執行委員会が発行した入構パスが必要となります。 

本項に記載の内容は現在検討中の案であり、今後予告なく変更する場合があります。 

事前入構申請 

当日キャンパス内でライブ配信などの企画を行う団体は、事前に当日入構を希望する団体構成員の名簿を執行委員会

へ提出し入構申請を行っていただきます。 

申請が認められた団体構成員 1 人 1 人の入構パスを PDF で発行し企画責任者に送付します。 

岐阜大学祭当日は各自が自分の入構パスを印刷して持参していただきます。 

入構パスには入構可能な施設と時間帯が記載されています。 

受付 

岐阜大学祭当日にキャンパスへ到着後、まず丸池の受付テントにてスタッフに入構パスを提示していただき、学生証

等による本人確認を行います。その後入構パスが有効となり、指定の時間に指定の施設へ入場することができます。 

注意事項 

・ 岐阜大学祭当日は出展団体の構成員以外や事前に申請された業者スタッフ以外が会場施設内へ入場することはで

きません。 

・ 入構パスが発行されるのは自団体が企画を行う場所とその時間帯のみです。出展に関係ない他の施設や指定外の

時間帯に他団体の観覧などを目的とし入場することはできません。 

・ 入構パスはパスに記載の本人のみ使用可能です。入場時に本人確認を実施する場合があります。 
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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 
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その他禁止・誓約事項 

・ 事前に申請を行った団体構成員以外を会場施設内へ入場させる、または企画へ参加させること 

・ 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 

・ 岐阜大学祭公式ウェブサイト内の各企画のコンテンツへのリンクを掲載した特設ページを執行委員会が定める情

報解禁日以前に企画構成員以外の者に公開（URL を提供する等）すること 

・ 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 

著作権に関する禁止・誓約事項 

著作権に関する手続きを団体の責任の上で適切に行い、下記禁止事項を遵守してください。 

特にライブ配信や動画のアップロードを行う場合、著作権に関する手続きを適切に行わないと YouTube 等の動画サ

ービスの機能により配信の強制停止や動画の削除、アカウントの制限が行われる場合があります。 

1. 著作権及び著作隣接権の許諾を得る必要がある楽曲などの著作物について、許諾なく使用すること 

2. 使用する素材・動画に映り込む物や人の写真・映像を、著作権及び肖像権の許諾なく使用すること 

3. その他許諾を得る必要のあるものを許諾なく使用すること 

これらに起因する企画中断等で発生した損失についても執行委員会は一切の責任を負いかねます。 

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。 
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ステージ利用規約 

岐阜大学全学祭執行委員会は、ステージを利用する出展団体に対し以下の注意・禁止事項を定める。 

・ 執行委員の指示および注意・禁止事項に従わない場合、企画を中止させる。 

・ ステージ上、またはステージ上の機材(マイク・スピーカーなど)を濡らす行為を禁止する。 

・ ステージ上から飛び降りるなどの危険な行為や、ステージ周辺に危険を及ぼす行為を禁止する。 

・ ステージ上およびその周辺での火気の使用を禁止する。 

・ ステージ上での飲食を禁止する。ステージ前を使用する場合は、ステージ前においても飲食を禁止とする。 

・ 酒気を帯びた状態で企画を行うこと禁止する。 

・ 企業の宣伝となる行為を禁止する。 

・ 誹謗・中傷となる行為を禁止する。 

・ 政治・宗教色の強い企画を禁止する。 

・ 卑猥な行為、もしくはそれを連想させるような行為を禁止する。 

・ 定められた時間とステージ周辺の使用範囲を厳守する。 

・ ステージ上の機材(マイク・スピーカー等)を大切に扱い、破損・汚損した場合はその団体で全額弁償する。 

破損・汚損した団体が不明な場合は参加した全団体が全額を分割して弁償する。 

・ 岐阜大学祭の主旨に合わない企画を禁止する。 

 

以上の注意・禁止事項を守らずに生じた問題について、岐阜大学祭全学執行委員会は一切の責任を負わない。 

  

以上 
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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 11/1(月)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。 
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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 

・どの連絡先が適切か判断しかねる場合 

 

岐阜大学祭全学執行委員会 有志ステージ企画 

Email: stage@gidaisai.jp 

受付内容：ステージライブ配信に関わるお問い合わせ 

 

岐阜大学祭全学執行委員会 屋内企画 

Email: okunai@gidaisai.jp 

受付内容：教室ライブ配信・参加型・展示に関わるお問い合わせ 

 

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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