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1 はじめに

委員長挨拶
新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。
第95期五月祭常任委員会委員長を務めます、倉島啓斗と申します。

五月祭は例年10万人以上が訪れる、全国最大級の学園祭です。五月祭当日はキャンパスの
あらゆる場所で、東大生の皆さまが創り出す企画が色鮮やかに輝きます。今年で95回目を迎
える五月祭は、これまで長い期間にわたって、東大生の自主的な学術・文化活動の場として
その役割を果たしてきました。新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、今年はキャン
パスでの企画とオンラインでの配信などを併用した、ハイブリッド形式での五月祭の開催を
目指し準備を進めています。

入学してから間もなく、初めて出会う仲間とともに企画を形づくることには不安や心配が
あるかもしれませんが、仲間と同じ目標に向かっていく貴重な機会でもあります。企画の出
展にあたって疑問を抱くことがあれば、お気軽にご相談ください。皆さまの出展する企画を、
委員一同全力でサポートいたします。

これから短い間ではありますが、皆さまとともに素晴らしい第95回五月祭を形づくること
ができればと思います。五月祭へのご参加を心よりお待ちしております。

第95期五月祭常任委員会 委員長
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第95回五月祭テーマ

テーマによせて
汽水域とは、河川水が海に流れ込む河口のように、
淡水と海水が混ざり合う場所です。
潮や波、季候の変化にさらされて、その表情は刻々と移ろいます。

そこに棲む者たちは日々転変する環境にたくましく適応し、
海水と淡水それぞれの豊かな恵みを享受しています。

めまぐるしく流動するのは、私たちが生きる世界も同じです。

大学の内と外、日常と非日常が混じり調和する五月祭には
多様な人々、多様な価値観が集います。
目の前には広大な汽水域。
身を任せる準備はできましたか？
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第95回五月祭について
• 第95回五月祭は、5月14日（土）・15日（日）に開催されます。
• キャンパスに来場者が入構できるハイブリッド開催となる予定です。

 » 五月祭前日・当日にキャンパスに入構できるのは、事前に申請・予約を行った企画関係者・来場者のみ
です。

 » 構内同時滞在可能人数にも制限がかかる見込みです。

新入生企画の形態
• 新入生企画はキャンパス外でのみ企画を実行することができます。

 » 構内同時滞在人数に関する大学との交渉の中で、構内での新入生企画の実行に伴う入構者数の増加やそ
の決定時期などに鑑み、大変恐縮ではございますが上記の制限を課すことといたしました。新入生企画
に対しこのような大変厳しい制限を課すことをお詫び申し上げますとともに、ご理解・ご協力お願いい
たします。

 » 新入生は五月祭前日・当日に新入生企画の構成員としてキャンパスに入構することはできません。ただ
し、これは以下のような状況で新入生が入構することを妨げるものではありません。これらの場合はそ
れぞれ所定の手続きに従ってください。

・所属するサークルが出展する企画の構成員として入構する

・来場者として入構する

• 新入生企画の内容としてはキャンパス外からのライブ配信、録画した動画の配信、ウェブ
サイトの公開などが考えられます。
 » オンラインでも実行できる企画の例を『企画立案の手引き』<https://gogatsusai.jp/95/system/static/
files/session-fresh/MF95_kikaku_guide.pdf>に掲載していますので、適宜参照してください。

 » 構外では、来場者を企画場所に入れることはできません。ただし、これは五月祭と無関係に行われる来
場者ありの催し物の録画を企画の内容として公開することを妨げるものではありません。

• 新型コロナウイルスの感染状況は未だ予断を許さない状況にあり、感染再拡大によって開
催形態がオンライン開催やフルリモート開催に変更される可能性があります。
 » オンライン開催とはキャンパスに来場者が入構できない場合の開催形態を指します。

 » フルリモート開催とは、キャンパスに来場者および企画構成員が入構できない場合の開催形態を指しま
す。 

 » 開催形態が変更される場合は、大学との協議を経て速やかに共有します。

 » 感染拡大の予想が非常に難しいため、開催形態の変更が直前となる可能性もあります。

飲食物提供について
• オンラインでの飲食物の提供については、企画構成員自らが調理していない場合に限り可
能です。

• 飲食物提供・使用を考えている場合は委員会への申請が必要です。「問い合わせ」（→p. 10）
にてお知らせください。詳しくは、「オンラインでの飲食物の販売」（→p. 37）を参照し
てください。

https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_kikaku_guide.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_kikaku_guide.pdf
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五月祭までのスケジュール

  4月7日（木）・8日（金）
• 新入生向け五月祭参加説明会

 » 各種登録・申請・申込について説明します。

  4月9日（土）～4月11日（月）
• 新入生向け個別相談会（→p. 19）

 » 企画立案や各種手続きについて相談することがで
きます。

  4月13日（水）21:00

• 各種登録・申請・申込締切（→p. 22）
 » 新入生向け五月祭参加説明会にて説明する各種登
録・申請・申込の締切です。

  4月22日（金）21:00

• 企画中止期限（→p. 39）
 » 企画実行を中止する期限です。

  4月25日（月）～4月27日（水）
• 申請結果確認期間（→p. 39）

 » 各種登録・申請・申込の許可状況などを確認する
期間です。

  4月25日（月）～5月2日（月）15:00

• 納入期間（→p. 39）
 » 必要費用を委員会に納入していただく期間です。

  4月27日（水）21:00

• 責任者交代期限（→p. 41）
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  5月6日（金）・7日（土）
• 第3回企画代表者会議（→p. 41）

 » 五月祭当日の流れ・注意事項について説明します。

  5月14日（土）・15日（日）

第95回五月祭
 » 前日の5月13日（金）午後は五月祭準備のため休講
です。

  6月上旬
• 第4回企画代表者会議

 » 五月祭に関する報告や、企画出展に関するアンケー
トを行います。

  6月中
• 返金・現金援助交付

 » 企画保証金などの返金や現金援助の交付を行いま
す。
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2 五月祭のルール

「企画」と「企画責任者」
• 五月祭で催し物を出展する単位を「企画」といいます。
• 「企画参加要件」「企画責任者要件」を満たしていることを確認したうえで「企画登録」（→p. 

20）を行ってください。
 »「企画登録」を行ったあとも、「企画参加要件」「企画責任者要件」を満たし続ける必要があります。

• 企画登録後は、「企画の義務」「企画責任者の義務」を遵守してください。
 » 企画責任者になる予定の方が五月祭前日および当日を含めて企画責任者の義務を遵守できるかどうかよ
く確認してください。

 » 特に前日および当日に企画場所もしくはその付近に待機できるか確認したうえで登録してください。

 » 委員会からの連絡に対して長期間返信がない場合や必要な各種登録・申請・申込を全く行わない場合は、
「企画責任者の義務」の履行を著しく怠っていると判断して企画中止とする可能性があります。

企画参加要件
① 別に定める企画責任者要件を満たす者を責任者として2名おくこと。

② 企業、政治・宗教団体、その他の学外の団体・個人の宣伝を企画の目的としないこと。

③ 利潤の追求を企画の目的としないこと。

企画責任者要件
① 責任者に登録する時点から五月祭当日までを通じて東京大学の学部学生、大学院生または研究生であること。

② 複数の企画の責任者を兼ねないこと。

③ 五月祭常任委員会と日本語または英語で円滑にコミュニケーションが取れること。

企画の義務
① 東京大学の学部学生、大学院生または研究生の自主的な活動として、企画内容に関する意思決定を学生自身で行

うこと。

② 他の企画や来場者等の迷惑となる行為をしないこと。

③ 企画参加費やその他必要経費を納入すること。

④ 五月祭の運営に必要な労働力を提供すること。

⑤ 法令を遵守すること。

⑥ その他五月祭を運営するにあたって必要な事項に関して五月祭常任委員会の指示に従うこと。
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企画責任者の義務
① 企画内容を把握し、企画の実行に責任を持つこと。

② 企画代表者会議に出席するとともに、五月祭常任委員会が定める手続きに則り企画に関する登録及び申請等を期
限内に行うこと。

③ 五月祭常任委員会からの連絡を確認し、必要に応じてこれに返答すること。

④ 五月祭常任委員会からの伝達事項を必要に応じて企画構成員全員に周知すること。

⑤ 五月祭期間中は携帯電話等を所持し、五月祭常任委員会からの連絡に常に応じられる状態にあること。

⑥ 五月祭期間中の企画の準備、実行及び片付けの際に、企画場所にいること、あるいは五月祭常任委員会に求めら
れた場合速やかに企画場所に来ること。

自主規律
• 自主規律は、五月祭の自主性を保持するために、参加する学生自ら定めるルールです。
• 既に登録を済ませている企画による投票の結果、第95回五月祭自主規律は以下の内容で可
決されました。

第95回五月祭自主規律
一　企画は本学学生を主体とする。
二　事故の危険性がないよう十分配慮する。
三　 大学の施設や環境の保全に努めるとともに、定められた期間内に五月祭を終え、終了後
は速やかに原状復帰する。

四　来場者、大学周辺の住民等、他の人々の迷惑となる行為を行わない。
五　 すべての企画が円滑に企画を実行する権利を尊重し、他の企画の実行に障害が出ないよ
うにする。

六　公序良俗に反する行為を行わない。
七　特定の政治団体及び宗教・宗教団体の宣伝となる行為を行わない。
八　政治活動または宗教活動への勧誘を行わない。
九　企業その他学外の団体・個人の宣伝を目的としない。
十　企画は営利を目的としない。
十一　無料公開を原則とする。
十二　五月祭の運営のために必要な責務を果たす。

措置・罰則
• 自主規律に反する行為などがあった場合は、委員会が五月祭当日に企画中止などの措置を
講じたり、後日企画保証金の没収などの罰則を科したりすることがあります。
 » 詳しくは、「第3回企画代表者会議」（→p. 41）で説明します。
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企画出展のための費用
•  「企画保証金」と「企画参加費」は、全企画が納入する必要があります。
• 納入は4月25日（月）～5月2日（月）15:00に銀行振込で行ってください。

 » 詳しくは「納入」（→p. 39）を参照してください。

企画保証金
• 自主規律などの規則や委員会の指示に従って正常に企画を実行することの担保として、企
画保証金を納入していただきます。

• 全企画一律10,000円です。
• 特に問題の発生しなかった企画には、6月中を目処に全額返金します。
• 義務不履行などの問題があった場合、企画保証金を返金しなかったり、返金が遅れたりす
る可能性があります。

企画参加費
• 第95回五月祭の運営に必要な費用を、参加する企画に一部負担していただきます。
• 全企画一律5,000円です。

委員会との連絡方法

問い合わせ

企画の皆さまから委員会への連絡
• 委員会への連絡には、原則としてウェブシステムの「問い合わせ」を利用してください。

 »「問い合わせ」の使い方は、「ウェブシステムについて」（→p. 11）を参照してください。

委員会から企画の皆さまへの連絡
• 委員会からの連絡も、原則として「問い合わせ」を利用します。ウェブシステムから送信
される通知メールをこまめに確認してください。
 » 必ず委員会のドメイン（@gogatsusai.jp）からのメールを受信できるようにしてください。

「問い合わせ」履歴の確認
• 過去に送受信した問い合わせを確認する際は、ウェブシステムにログインし、メニュー画
面から「問い合わせ」をクリックしてください。
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電子メール
• ウェブシステムの不具合などの理由で「問い合わせ」が送信できない場合、委員会のメー
ルアドレス（contact@gogatsusai.jp）宛にメールを送信してください。
 » その際、企画 IDと責任者の氏名を明記してください。

 » 不具合が報告されているため、委員会のメールアドレスにメールを送信する際は iCloudメールの使用
は避けてください。

委員会室・電話
• 新型コロナウイルスの影響により、現在原則として委員会室や電話での対応はできません。
• 本郷キャンパスの委員会室（第二食堂3階6号室）や駒場キャンパスの委員会室（キャンパス
プラザA棟1階103号室）、電話（03-5684-4594）での対応が必要な場合は、事前に「問い
合わせ」にてアポイントメントを取ってください。

• 委員会からの緊急の連絡の際、上記の電話番号を使用する場合があります。

ウェブシステムについて

はじめに
• こちら<https://gogatsusai.jp/95/system>からウェブシステムにアクセスできます。

 » ブックマークに追加するなど、すぐに確認できる状態にしておいてください。

• 企画出展に際し必要となる各種登録・申請・申込や委員会との連絡は、原則としてウェブ
システムを通じて行ってください。

ユーザー登録とログイン
• 企画責任者となる方は、必ずはじめに「ユーザー登録」（→p. 20）を行ってください。
※ 「ユーザー登録」の完了をもって、「プライバシーポリシー」（→p. 48）、「第95期五月祭常任委員会ウェ
ブシステム利用規約」（→p. 50）に同意したものとみなします。

• 「ユーザー登録」完了後は、ログイン画面にUTokyo Account ユーザー名（10桁の数字）と
パスワードを入力することでウェブシステムにログインできます。

ログイン画面
• 企画代表者会議の配布資料や全企画への連絡事項を掲載する予定です。どなたでもアクセ
ス可能ですので、必要に応じて掲載事項を企画構成員に共有してください。

ログイン後に利用できる機能

メニュー画面
• 場所割・時間割や企画代表者会議などの情報を掲載する予定です。この画面からその他利
用可能な機能にアクセスできます。

https://gogatsusai.jp/95/system
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各種登録・申請・申込
• 企画実行に関する各種登録・申請・申込はすべてウェブシステムから受け付けます。
• 登録内容は登録画面からいつでも確認でき、締切日時までの間いつでも変更することがで
きます。
 » 締切日時より後に登録内容の変更を希望する場合は、「問い合わせ」にてご相談ください。

• 各種登録・申請・申込は時間に十分な余裕を持って行ってください。
• 送信されるまでは、登録内容が保存されません。また、長時間送信しなかった場合やサーバー
が更新された場合に、登録内容が送信されず消去されることがあります。
 » 短時間で登録・送信するか、時間をあける際は一度登録内容をお手元に保存してください。

 » 文章を記入する場合は下書きしておくことを推奨します。

問い合わせ
• 委員会との連絡には、原則としてウェブシステムの「問い合わせ」を利用してください。
• 以下の2通りの方法で「問い合わせ」を送信できます。

 » ①ブラウザ上でウェブシステムにログインし、メニュー画面の「問い合わせ」から送信

 » ②ウェブシステムに登録したメールアドレスからウェブシステムのメールアドレス（system@
gogatsusai.jp）宛にメールを送信

• 内容が分かるような件名を必ず入力してください。
• ②の方法では、「問い合わせ」が正常に送信されると、登録したメールアドレスに「問い合
わせを受け付けました」という旨のメッセージが送信されます。

• 「問い合わせ」にはファイルを添付できます。ただし、添付できるファイルの種類・サイズ
に制限があります。詳しくはウェブシステムの「新規問い合わせ」で確認してください。
 » ②の登録したメールアドレスから「問い合わせ」を送信する方法では、ファイルを添付できません。「問
い合わせ」にファイルを添付する際はウェブシステムにログインし、メニュー画面の「問い合わせ」か
ら送信してください。

• 特に容量の大きなファイルを添付する必要がある場合は、Googleドライブにアップロード
し、共有可能なリンクを「問い合わせ」にて送付してください。

利用上の注意
• セキュリティ上の都合により、ログイン後一定時間が経過するとタイムアウトします。
• ウェブシステムを利用する際は、基本的にGoogle Chrome（PC用・最新版）を使用して
ください。スマートフォンからの利用など、その他の環境での動作は保証しません。
 » Internet Explorerなどのレガシーブラウザには対応していません。

• ウェブシステムを利用する際は、複数のタブやウインドウで開かないでください。
• 過去のウェブシステムと同時にログインすることはできません。過去の登録内容を参照し
たい場合は、登録内容をお手元に保存するか、別の端末からログインしてください。
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メールについて
• 「ユーザー登録」（→p. 20）にて登録したメールアドレスにウェブシステムから通知メー
ルを送ることがあります。必ず委員会のドメイン（@gogatsusai.jp）からのメールを受信
できるようにしてください。

• 登録したメールアドレスは、メニュー画面にある「ユーザー登録情報変更」より確認でき
ます。
 » 連絡先の「メールアドレス1」または「メールアドレス2」のうち、「メール送信先」で選択した方にメー
ルが届きます。

 » 基本情報の「ECCSクラウドメールのアドレス」は、「ユーザー登録」のパスワード設定の際にのみ使
用します。「ユーザー登録」を行う際以外の通知メールをECCSクラウドメールのアドレスで受け取り
たい場合は、連絡先にもそのアドレスを登録してください。

• 通知メールが届かない場合は、下記の設定をよく確認してください。
 » 連絡先として iCloudメールは登録できません。
 » 迷惑メールなどのフォルダに割り振られていないか確認してください。

 » 連絡先としてdocomoなどの携帯電話会社のメールサービスを登録する場合は、「迷惑メール」の設定
などで委員会のドメイン（@gogatsusai.jp）からのメールが受信できるようになっていることを確認し
てください。

感染症対策について

人数制限
• 原則として、人同士が1m以上の間隔を保つようにしてください。
• 1m以上の間隔を保つため、企画場所に立ち入る企画構成員の人数は最小限にしてください。
•	 人同士の十分な距離の確保が難しい企画は、大学との調整が必要となりますので、その他
の感染症対策を特に詳しく登録してください。
 » フェイスシールドやパーテーションの使用などの対策の強化を求めることがあります。

 » 感染症対策が不十分な場合には、企画実行が難しくなることがあります。

マスクの着用
•	 マスクは企画実行中か否かにかかわらず、常時着用してください。
• 企画実行または健康維持のためにマスクを外す必要がある企画は、「[3]感染症対策詳細申
請」（→p. 22）でその旨を理由とともに登録してください。

•	 マスクを外す企画は、大学との調整が必要となりますので、その他の感染症対策を特に詳
しく登録してください。
 » フェイスシールドやパーテーションなどの使用などの対策の強化を求めることがあります。

 » 感染症対策が不十分な場合には、企画実行が難しくなることがあります。
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その他の注意
• 企画の準備・実行・片付けの際に行う感染症対策については、「[3]感染症対策詳細申請」（→p. 

22）にできる限り詳しく登録してください。
 » 感染症対策が不十分な場合には、対策の強化または企画内容の変更を求めることがあります。

• 企画実行への支障が大きい場合、十分な感染症対策を行ったうえで、申請内容に基づいて
企画ごとに制限内容を一部緩和することがあります。

• 利用する構外の企画場所で感染症対策に関する基準やルールが定められている場合は、別
途その基準やルールに従って企画を実行してください。

オンライン企画公開にあたって

小企画
• 各企画のコンテンツを形態ごとに区分し、その公開に用いる外部サービスのリンク、その
他タイトルや紹介文・注意事項などの情報を公式ウェブサイト上に公開する際の一単位と
してまとめたものを「小企画」と呼びます。 

 » ライブ配信を行いつつ物品販売も行う企画などのように、1企画の中に複数の小企画が存在する場合が
あります。

• 第95回五月祭では、企画詳細ページに各企画の小企画を配置する形で企画を公開します。 

• 小企画の登録は「[27]公式ウェブサイト詳細登録」（→p. 31）で行ってください。小企画
ごとに登録できる情報もあわせて確認してください。 

• 委員会が想定する小企画の形態は以下の通りです。

形態 内容

ライブ ライブ配信を行い、来場者は比較的受動的に内容を閲覧・鑑賞する企画。

参加型 ライブ配信を行い、来場者が主体的に参加できる企画。

展示 ライブ配信を行わない企画。物品販売・録画配信を含む。

• オンライン企画公開において想定されるより詳細な企画内容やその際に利用が想定され
る外部サービスの詳細については、『オンライン企画公開の手引き』<https://gogatsusai.
jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_online_guideline.pdf>を参照してくださ
い。

https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_online_guideline.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_online_guideline.pdf
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利用可能なサービスの基準
オンラインでの企画公開に利用する外部サービスについて、以下の基準を設けます。この
基準を参照しながら利用する外部サービスの検討を進めてください。

• 来場者が無料で利用できる
• 個人を特定する情報がサービスにより収集される場合、その収集用途が明示されている
• 荒らし行為など企画実行の妨げになるような不適切な言動が行われた際に、当該行為を
行ったユーザーのサービス利用を企画構成員が制限できる機能を持つ

• 著作権上の問題防止の観点から、楽曲を利用する際には（歌詞を文章として利用する場合も
含む）JASRACやNexToneと利用許諾契約を締結している外部サービスを利用すること
を推奨します。
 » JASRACと利用許諾契約を締結しているサービスには、YouTubeなどがあります。その他のサービス
については、こちら<https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html>から一覧を確認してください。

 » NexToneと利用許諾契約を締結しているサービスには、YouTubeなどがあります。その他のサービス
については、NexToneに直接問い合わせてください。

著作権について
オンラインでの企画公開にあたり、著作権について守っていただきたい内容については、「著
作権について」（→p. 51）を参照してください。

https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html
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プライバシーの保護
オンラインで動画を配信・公開する際は、東京大学広報課の基準に則り以下の点に配慮し
てください。
• 本人の了解を得ている場合を除き、動画内や中継動画内で企画関係者以外の人を画角に入
れないでください。
 » 動画作成にあたり、やむを得ず企画関係者以外の人が画角に入る場合は、画面にぼかしを入れるなどの
加工処理を行うことにより、個人を特定できない状態にしてください。

 » 企画実行の様子をライブ配信する際には来場者を画角に入れることがないようにしてください。

• 参加型の企画を行う際は、来場者が参加するミーティングのレコーディングを原則禁止し
ます。
 » 特別な事情でレコーディングを行うことを希望する場合は、必ず事前に「問い合わせ」にてご連絡くだ
さい。来場者全員の承諾が得られた場合に限るなど、条件付きで許可することがあります。

• 構内での事前撮影を行う場合は「キャンパス内の撮影について」（→p. 43）に従って委
員会に申請してください。
 » 申請された撮影場所または配信場所付近の非公開場所を後日「問い合わせ」にて連絡します。

 » 非公開場所については、ぼかしを入れるなどの加工処理を行うことにより、判別できない状態にしてく
ださい。

• 防犯上の配慮として、敷地境界区域を画角に入れる場合は、ぼかしを入れるなどの加工処
理を行うことにより、柵やフェンスなどの様子が映らないようにしてください。

• キャンパス外の住居の表札や歩行者の様子が判別できないように映像の加工処理を行って
ください。

• その他、公開することが不適切な状況になった場合には、速やかに当該映像公開を中止し
てください。

画像や動画の事前提出
• 事前に用意した画像や動画を通じて企画公開を行う際、画像や動画に許可されていない外
部団体の顕示や公序良俗に反する内容、その他自主規律に反する内容が含まれていた場合
は、五月祭当日であっても再編集などの対応を求めます。
 » 対応できない場合には企画停止などの措置を講じることがあります。 

• 公開する画像や動画を事前に提出していただければ、上記の措置を取る可能性のある内容
が含まれていないかを委員会が確認します。
 » 外部団体の顕示を含む場合、事前提出が必須となります。詳しくは、「外部団体の関わる行為」（→p. 38）
を参照してください。
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https://www.utokyo-ipc.co.jp/
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3 企画出展手続き

企画出展手続きの流れ

4月13日（水）21:00までの手続き
ユーザー登録（→p. 20）【必須】

• ウェブシステムへの登録手続きです。
• 正責任者・副責任者ともに行います。

企画登録（→p. 20）【必須】

• 企画の概要を登録します。
• この登録を行った方が正責任者になります。

副責任者登録（→p. 21）【必須】

• 正責任者は企画の副責任者を登録します。
• 副責任者は正責任者からの招待を受諾します。

構外企画概要申請（→p. 21）

• 企画公開方法の概要などを登録してください。

各種登録・申請・申込（→p. 22）【必須】

• 企画ごとに必要な登録・申請・申込を行ってください。

別途申請が必要な行為の連絡（→p. 37）

• 別途申請が必要な行為を行う場合は、ウェブシステム
の「問い合わせ」にてご連絡ください。
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新入生向け個別相談会について
五月祭は、入学後間もない皆さまが、クラスの親睦を深める絶好の機会です。
しかし、スケジュールの都合上、五月祭への企画出展手続きの締切まではわずか1週間です。
そこで、皆さまの企画立案と各種手続きをサポートする機会として、個別相談会を実施します。

開催概要

日時
• 4月9日（土）15:00～18:00

• 4月10日（日）15:00～18:00

• 4月11日（月）19:00～21:00

形式
• オンライン（Zoomを使用）

 » 参加用URLは後日お知らせします。

• 原則、下記の日程調整フォームから予約してください。当日参加も可能ですが、待ち時間
が発生する場合があります。

内容
• 新入生向け個別相談会では、「五月祭でやりたいことをどうやったら実現できるか分からな
い」「過去の参加企画の例を詳しく聞きたい」「企画の実行のために何を申請すればいいか
分からない」といった疑問や不安に委員が直接お答えします。

• 企画責任者だけでなく、クラスの他の方々も一緒に委員の説明を受けられます。その場で
委員のアドバイスを受けながら出展計画を立てることもできます。

• 企画内容などが事前に決まっていれば、その場で企画の実施に必要な各種登録・申請・申
込を委員に聞きながら行うこともできます。

参加方法
• こちら<https://forms.gle/4opVzhrnsaVDTkzL9>から参加可能な日程を記入してくださ
い。他クラスとの調整を行い、日時を決定し次第「問い合わせ」にてご連絡します。

https://forms.gle/4opVzhrnsaVDTkzL9
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参加手続き

ユーザー登録
• こちらのリンク<https://gogatsusai.jp/95/system/signup>からウェブシステムにアクセ
スし、必要事項を登録してください。
※ 「ユーザー登録」の完了をもって、「プライバシーポリシー」（→p. 48）、「第95期五月祭常任委員会ウェ
ブシステム利用規約」（→p. 50）に同意したものとみなします。

登録内容
 ▫氏名
 ▫所属
 ▫UTokyo Account ユーザー名
 ▫ECCSクラウドメールのアドレス
 ▫学生証番号
 ▫連絡先
※ ECCSクラウドメールの設定の変更には1時間程度かかる場合があります。時間に余裕を持って登録し
てください。

※ 連絡先として iCloudメールは登録できません。
※ 連絡先としてdocomoなどの携帯電話会社のメールサービスを登録する場合は、「迷惑メール」の設定
などで委員会のドメイン（@gogatsusai.jp）からのメールが受信できるようになっていることを確認し
てください。

パスワード設定
• ECCSクラウドメールにパスワード設定用のリンクが送信されます。6時間以内にパスワー
ドを設定してください。6時間を経過した場合は、再度「ユーザー登録」を行ってください。

• パスワードの設定が完了するまで、ウェブシステムにログインすることはできません。

企画登録
 締切  4月13日（水）21:00

• 企画の概要を登録してください。
• 「企画登録」を行った方が企画の正責任者となります。
• 「副責任者登録」を完了すると、「企画登録」の内容は登録画面からいつでも確認でき、締
切日時までの間いつでも変更することができます。
 »「副責任者登録」が完了するまでは変更できないので注意してください。

https://gogatsusai.jp/95/system/signup


3. 企画出展手続き

Almighty for Freshers 21
目次に戻る

登録の際の注意事項

企画名について
• 公式ウェブサイトなどでの掲載スペースの都合上、全角15文字以内を強く推奨します。
• 特殊文字（Adobe-Japan1-3に収録されていない文字）の使用は避けてください。

企画内容について
• 委員会による、より適切なサポートのため、できるだけ詳細に記入してください。

副責任者登録
 締切  4月13日（水）21:00

副責任者招待
 対象  正責任者

• 「企画登録」が完了すると、正責任者のメニュー画面に「副責任者招待」という項目が表示
されます。

• 正責任者は副責任者について必要な情報を登録し、副責任者を招待します。

登録内容
• 副責任者の氏名、UTokyo Accountユーザー名を登録する必要があります。

注意事項
• 副責任者となる方は「ユーザー登録」（→p. 21）を完了している必要があります。

副責任者招待の受諾
 対象  副責任者

• ウェブシステムのメニュー画面に表示される「★企画の副責任者に招待されています」と
いう項目をクリックし、正責任者からの招待を受諾します。

• 副責任者招待の受諾が完了するまで、「企画登録」の登録内容の変更および「構外企画概要
申請」の登録、その他各種登録・申請・申込はできません。

構外企画概要申請
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

• 企画公開方法の概要などを登録していただきます。



3. 企画出展手続き

Almighty for Freshers 22
目次に戻る

各種登録・申請・申込

登録・申請・申込一覧
• 各種登録・申請・申込は4月13日（水）21:00が締切です。時間に余裕をもって行ってください。
• 登録内容はウェブシステムの登録画面からいつでも確認でき、締切日時までの間いつでも

変更することができます。

登録の名前 対象 ページ

[3]感染症対策詳細申請 全企画 p. 22

[10]返金用口座情報登録 全企画 p. 23

[17]配信機材申請 全企画 p. 23

[21]物品援助申請
企画実行に必要なコピー用紙や筆記具の援助を
希望する企画

p. 24

[22]現金援助申請 企画実行に必要な費用の援助を希望する企画 p. 26

[24]広報用情報登録 全企画 p. 28

[26]公式ウェブサイト基本登録 全企画 p. 29

[27]公式ウェブサイト詳細登録 全企画 p. 31

[3]感染症対策詳細申請
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

主な登録内容
• 企画場所での企画構成員の最大同時滞在人数
• 企画の準備・実行・片付けの際に行う感染症対策

注意事項
• 「感染症対策について」（→p. 13）をよく参照して申請してください。
• 企画の準備・実行・片付けの際に行う感染症対策については、できる限り詳しく登録して
ください。

• 感染症対策が不十分な場合は、さらなる感染症対策や企画内容の変更を求めることがあり
ます。
 » 特に、マスクの着用ができない、もしくは人同士の十分な距離の確保が難しい企画は大学との調整が必
要になりますので、その他の感染症対策を詳しく登録してください。
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[10]返金用口座情報登録
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

• 企画保証金などの返金や現金援助の交付を銀行振込で行うための登録です。
• 登録していただいた口座情報に基づき、6月中を目処に振込を行う予定です。

主な登録内容
• 返金用口座の金融機関
• 返金用口座の種別・口座番号・名義

注意事項
• 口座番号などの登録の誤りに注意してください。

 » 登録の誤りによって返金に不備が生じた場合、委員会は責任を負いません。

• 口座への振込によって返金を受けることが難しい場合は、「問い合わせ」にて連絡してくだ
さい。

[17]配信機材申請
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

主な登録内容
• 企画公開に利用する外部サービス
• 企画の配信に使用する機材

 » 配信に使用するPCの機種、その他委員会からレンタルせずに使用する配信機材

注意事項
• 利用する外部サービスを選ぶ際には、「オンライン企画公開にあたって」（→p. 14）を参
照してください。

• 配信に使用するPC、委員会からレンタルをせずに使用する配信機材について、入出力端
子の規格や使用するコードも含めて可能な限り詳細に登録してください。
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[21]物品援助申請
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  企画実行に必要なコピー用紙や筆記具の援助を希望する企画

主な登録内容
• 物品の希望

 » 援助を希望する物品の単位数を記入してください。

• 物品の使途
 » 援助を希望する物品の使途を記入してください。

• 受取希望場所と日時
 » どちらのキャンパスで受け取りを希望するか選択し、受取希望日時を記入してください。

注意事項
• 各物品は単位ごとに点数が決まっており、援助の上限点数は60点です。

 » 合計が61点以上になると本申請を行えないので注意してください。

 » 各物品の援助単位と点数は以下の表を参照してください。

• 物品数には限りがあるため、希望した物品の援助を受けられない可能性があります。
 » 確定した援助内容は、「申請結果確認」（→p. 39）にて発表します。

• 「B5・A4・B5コピー用紙（白）」以外はインクジェットプリントができない可能性があります。
• 受け渡しは5月2日（月）～5月12日（木）の期間に、駒場または本郷の委員会室にて行います。

 » 期間中に受け取れない事情がある場合は、「問い合わせ」にてご連絡ください。

• 物品受取の際には正責任者または副責任者の方が学生証持参のうえお越しください。
• 本申請で受け取り希望日時を未定と登録した場合、5月2日（月）までに「問い合わせ」にて
連絡してください。
 » 受取場所の変更については、4月28日（木）までに「問い合わせ」でご連絡ください。



3. 企画出展手続き

Almighty for Freshers 25
目次に戻る

援助の対象となっている物品
品目 援助単位 点数

B5コピー用紙（白） 100枚 2点

A4コピー用紙（白） 100枚 3点

B4コピー用紙（白） 100枚 4点

B4カラーペーパー（クリーム） 50枚 2点

B4カラーペーパー（ライトブルー） 50枚 2点

B4カラーペーパー（ブルー） 50枚 2点

B4カラーペーパー（ピンク） 50枚 2点

B4カラーペーパー（グリーン） 50枚 2点

B4カラーペーパー（パープル） 50枚 2点

B4カラーペーパー（ライトグリーン） 50枚 2点

マジックペン（黒） 1本 2点

マジックペン（赤） 1本 2点

マジックペン（青） 1本 2点

マジックペン（緑） 1本 2点

マジック8色セット（黒・赤・青・緑・黄・茶・ピンク・紫） 1セット 16点

ボールペン（黒） 1本 2点

ボールペン（赤） 1本 2点
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[22]現金援助申請
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  企画実行に必要な費用の援助を希望する企画

現金援助の流れ
本申請の登録

暫定援助額の決定

• 登録内容をもとに暫定の現金援助額を決定し、申請結果確認期間（→p. 39）に発表します。

第95回五月祭後、企画による収支報告書・領収書帳の作成・提出

• 提出方法は後日お知らせします。

現金援助の交付

• 提出された収支報告書・領収書帳をもとに現金援助額を正式に決定し、6月ごろ交付します。

主な登録内容
• 企画の形態

 » 外部団体の宣伝を行う企画、外部団体から援助を受ける企画は当てはまるものを選択してください。

• 収支見積もり
 » 収入・支出の項目と金額を詳細に記入してください。

• 援助希望額

現金援助の対象についての基準
• 援助の対象項目は、五月祭の企画実行に必要なもの（各種レンタル費など）に限ります。
• 援助の対象となるのは、原則として3月25日（金）から五月祭当日までの支出です。
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現金援助対象外の項目
• 企画参加費
• 企画保証金
• 耐久財などの五月祭当日以外も使用できる物品の購入費

 » ただし、パーテーションなど感染症対策関連の物品は対象となります。

• 招へい者に対する講演料や謝礼、交通費
• 「雑費」「諸経費」「その他」などの曖昧な項目
• その他、援助に適さない支出であると委員会が判断した項目

注意事項
• 申請にあたっては、上述の基準を満たしている必要があります。
• 外部団体の宣伝を行う企画、外部団体から援助を受ける企画も援助の対象ではありますが、
必ずその旨を登録してください。

• 第95回五月祭での企画実行に関係する3月24日（木）以前の支出があり、その項目につい
て援助を希望する場合は、特記事項欄にその旨を記入してください。

• 現金援助額の合計には限りがあるため、申請した一部または全部の項目について援助を受
けられない可能性があります。

収支報告書・領収書帳について
• 現金援助が認められた企画は、5月22日（日）21:00までに収支報告書・領収書帳を提出し
てください。

• 提出された収支報告書と領収書帳に基づいて正式な援助額を確定します。
※ 「申請結果確認」で発表する金額は暫定額ですのでご注意ください。

 » 収支報告書と領収書帳の2点が期限までに提出されなかった場合、援助を受けることはできません。

• 収支報告書と領収書帳の作り方の詳細については、後日ウェブシステムにて公開予定の「収
支報告書・領収書帳の作り方」を参照してください。

• 収支報告書は、五月祭終了後にテンプレートを掲載しますので、ウェブシステムの「問い
合わせ」にファイルを添付する形で提出してください。

• 領収書帳もウェブシステムの「問い合わせ」を利用した提出方法となります。
 » オンラインでの提出となるため、領収書をPDF化して保管しておいてください。

 » 紙媒体の領収書については原本も保管しておいてください。

 » 領収書については、以下の領収書の条件を満たしている必要があります。領収書がない場合、あるいは
領収書に不備がある場合、その支出項目は援助の対象外となることがあります。
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領収書の条件
• 金額が正確に記載されている必要があります。額面の「¥」や3桁ごとのカンマ、末尾の「-」
が記載されていることを確認してください。
良い例
¥2,500-、¥2,500※、金2,500円也
悪い例
2500、2500円、¥2,500

• 領収書は但し書きが詳細に記入されたものに限ります。「お品代」「雑費」などの支出用途
が不明な金額は援助対象外となります。

• 宛名は団体名にしてください。「上様」や個人名などは認められません。
• 発行年月日が記載されている必要があります。
• 取引相手、または担当者の記載や印が必要です。
• レシートは領収書として認められない場合があります。
• 訂正がある場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。

[24]広報用情報登録
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

主な登録内容
委員会が制作・発行する各種広報媒体で共通して使用する情報を登録していただきます。

• 企画アイコン
 » 登録した画像は、公式ウェブサイトの「企画検索」、「企画詳細ページ」、「企画詳細ページのOGP」に
て使用される予定です。

• 企画カテゴリ
 » 本登録で選択された企画カテゴリは公式ウェブサイトに掲載されるほか、「五月祭総選挙 -May Fes. 
Awards-」（→p. 44）の部門を策定する際にも参考にします。

• 取材に関する対応
 » 委員会以外の団体からの取材について、可否や希望する対応を選択してください。

• 委員会による企画の撮影について
 » 広報や記録のため、委員会が企画実行の様子を撮影することがあります。委員会による撮影やその公開
について、希望する対応を選択してください。

• 来場者からの評価・コメントについて
 »「五月祭総選挙 -May Fes. Awards-」において委員会が収集した企画への評価・コメントを受け取るか
選択してください。
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注意事項
• 本登録の締切以降に企画名を変更した場合、広報媒体に反映されない可能性があります。
• 企画アイコンは解像度が極端に低いものを登録しないようにしてください。
• 企画カテゴリは2つまで選択してください。

[26]公式ウェブサイト基本登録
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

主な登録内容
• 公式ウェブサイトの「企画詳細ページ」に掲載される情報

 ▫企画紹介画像
 ▫企画・団体紹介文（日・英）
 ▫団体カテゴリ
 ▫企画公開のスケジュール
 ▫各種SNSアカウント

• 公式ウェブサイトの「検索結果」で表示される企画紹介文（日・英）
• 公式ウェブサイト内での検索に使用されるキーワード

注意事項

Markdown記法について
企画紹介文において、Markdown記法を利用することができます。Markdown記法とは、

以下のような記号を用いることで、見出しを作ったり太字にしたりできる記法です。
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記入例

# 見出しレベル1

## 見出しレベル2

これは本文です。
文字を**太字**にしたり*斜体*にしたり~~打消し線~~を引いたりすることができます。

|名前 |個数 |

|:-:|:-:|

|りんご |2|

|なし |4|

-リスト1

-リスト2

-リスト3

表示例

※ デザインは仮のものであり、今後変更される可能性があります。
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その他注意事項
• 企画紹介画像は、5枚まで登録できます。解像度が極端に低いもの、データサイズが極端
に大きいものは避けてください。

• 広報用SNSのリンクが間違っているなどで無効な場合、ウェブページにその旨が表示され
る可能性があります。
 » 登録の際は、ウェブシステム上の記入例に従ってください。

 » @の有無など軽微なミスについては委員会の判断で修正することがあります。

• 明らかに企画に無関係なキーワードが登録されている場合、委員会の判断で修正すること
があります。

• 本登録の内容は、「企画詳細ページ」の公開後から五月祭前日までの間、自由に更新できる
ようになります。
 »「企画詳細ページ」は4月下旬に公開予定です。

[27]公式ウェブサイト詳細登録
 締切  4月13日（水）21:00

 対象  全企画

主な登録内容
公式ウェブサイトの「企画詳細ページ」に掲載される、オンラインでの小企画の概要を登
録してください。小企画ごとに以下の情報を登録することができます。

 » 小企画について、詳しくは「オンライン企画公開にあたって」（→p. 14）を参照してください。

• 企画形態
• 小企画の名前と紹介文
• 事前予約の有無
• 来場者に周知する事項
• 小企画のスケジュール
• 小企画で利用する外部サービス・リンク

 ▫外部サービス
 ▫リンクとリンクへのアクセス可能時間
 ▫副次的なリンクについて
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注意事項
• 「小企画の紹介文」において、来場者が利用するすべての外部サービスの名称を明らかにし
てください。

• 「リンクへのアクセス可能時間」では、来場者がリンクをクリックしてよい時間（各回の受
付開始時刻から受付終了時刻まで）を登録してください。

• 「ライブ」「参加型」の小企画は各日9:00から18:00まで、「展示」の小企画は、その間の
時間も含め1日目の9:00から2日目の18:00まで企画を公開できます。

• 本登録の内容は、「企画詳細ページ」の公開後から五月祭当日まで、自由に更新できるよう
になります。
 »「企画詳細ページ」は4月下旬に公開予定です。
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登録例・表示例
※ 企画詳細ページのデザインは仮のものであり、今後変更される可能性があります。

登録例①
Step1　小企画の形態 

Step 2  Q. 1-3-1　小企画名・紹介文 

Step 2  Q. 1-4　事前予約 

Step 2  Q. 1-5　来場者への周知事情 

Step 2  Q. 1-6　スケジュール 

Step 2  Q. 2-1　アクセス先の外部サービス 

Step 2  Q. 2-2　アクセス先のリンクとアクセス可能時間 

Step 2  Q. 2-3　副次的なリンク 

表示例①
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登録例②
Step 1　小企画の形態 

Step 3  Q. 1-3-1　小企画名・紹介文 

Step 3  Q. 1-4　事前予約 

Step 3  Q. 1-5　来場者への周知事情 

Step 3  Q. 1-6　スケジュール 

Step 3  Q. 2-1　アクセス先の外部サービス 

Step 3  Q. 2-2　アクセス先のリンクとアクセス可能時間 

表示例②
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Step 4  Q. 1-3-1　小企画名・紹介文 

Step 4  Q. 1-5　来場者への周知事情 

Step 4  Q. 1-6　スケジュール 

Step 4  Q. 2-1　アクセス先の外部サービス 

Step 4  Q. 2-2　アクセス先のリンクとアクセス可能時間 
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登録例③
Step 1　小企画の形態 

Step 2  Q. 1-2　英語での広報 

Step 2  Q. 1-3-1　小企画名・紹介文 

Step 2  Q. 1-3-2　小企画名・紹介文（英語） 

Step 2  Q. 1-5　来場者への周知事情 

Step 2  Q. 1-6　スケジュール 

Step 2  Q. 1-7　物品販売 

Step 2  Q. 2-1　アクセス先の外部サービス 

Step 2  Q. 2-2　アクセス先のリンクとアクセス可能時間 

表示例③
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別途申請が必要な行為
 締切  4月13日（水）21:00

• 企画実行に際して以下の各行為を行うことを検討している場合は、締切日時までに「問い
合わせ」にてご連絡ください。

オンラインでの飲食物の販売
• オンラインでの飲食物の提供を行うには、事前に委員会からの許可を得る必要があります。

 » 企画構成員自らが調理した飲食物の提供は認められません。

• 保健所との協議・保健所への申請は委員会が一括して行います。保健所へは直接連絡を取
らないでください。
 » 企画で食品を保管することによって飲食物を提供する場合、営業届を提出する必要があります。常温で
保存できるものに限り、届出は必要ありません。

 » 企画で食品を保管することなく、業者から来場者に直接発送される形で提供する場合は、保健所への特
別な申請は不要です。

 » 食肉・魚介類・牛乳・弁当・惣菜などのオンラインでの販売は免許の取得が必要です。免許取得を条件
に提供を認めます。

来場者からの金銭の授受
来場者からの金銭の授受を伴う以下のような企画を実施する場合、委員会への申請が必要
です。これらを検討している場合は至急「問い合わせ」にてご連絡ください。なお、以下の
いずれにも該当しない来場者との金銭の授受は認められません。詳細については、ウェブシ
ステムのログイン画面から『Almighty vol. 2』<https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/
session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf>を参照してください。
• 商行為

 » 物品やサービスなどといった企画内容の対価として来場者から金銭を受け取る行為

• 募金行為
 » 外部団体に寄付するために来場者から任意で金銭を募る行為

• カンパ行為
 » 企画の必要経費を賄う目的で来場者から任意で金銭を募る行為

https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf
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外部団体の関わる行為
外部団体の関わる行為を伴う以下のような企画を実施する場合、委員会への申請が必要で
す。これらを検討している場合は至急「問い合わせ」にてご連絡ください。なお、外部団体とは、
学外団体、または企画を実行する団体以外のすべての団体・個人を指します。詳細について
はウェブシステムのログイン画面から『Almighty vol. 2』<https://gogatsusai.jp/95/system/
static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf>を参照してください。
• 招へい

 » 有名人を招き講演会を行う場合など

• 援助
 » 企業から協賛を受ける場合など

• 顕示
 » 協賛を受けた見返りに広告を掲載する場合など

個人情報の収集
個人情報の収集を伴う以下のような企画を実施する場合、委員会への申請が必要です。こ
れらを検討している場合は至急問い合わせにてご連絡ください。詳細についてはウェブシス
テムのログイン画面から『Almighty vol. 2』<https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/
session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf>を参照してください。
• 事前予約
• アンケートなど

https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_Almighty_vol_2_forOutside.pdf
https://www.sundai-kobetu.co.jp
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4 企画出展後の手続き

企画中止
 期限  4月22日（金）21:00

• 企画実行の中止を希望する場合、期限までに「問い合わせ」にてご連絡ください。
• 一度実行を中止した企画を再登録することはできません。
• 期限以降にやむを得ず企画実行を中止した場合、必要費用の納入などの義務は履行してい
ただきます。

• 委員会からの連絡に対して長期間返信がない場合や必要な各種登録・申請・申込を全く行
わない場合は、「企画責任者の義務」の履行を著しく怠っていると判断して企画中止とする
可能性があります。

申請結果確認・異議申立期間
 期間  4月25日（月）12:00～27日（水）21:00

• ウェブシステムの「申請結果確認」より、申請の許可状況や登録・申込内容の確認をして
ください。

• 確認した内容に関して、質問・異議・変更などがある場合には、必ず期間内に「申請結果確認」
より異議申立を行ってください。

• 申請結果確認・異議申立期間以後の異議や変更の希望は認めません。
• 一度「申請結果確認」を送信した後に、異議を追加して再送信することはできません。す
べての異議を記入したうえで「申請結果確認」を送信してください。

納入

納入にあたって
• 委員会への納入は銀行振込で行ってください。現金での納入はできません。
• 委員会への納入金には、企画参加費・企画保証金などが含まれます。

 » 委員会に納入する費用について、詳しくは「企画出展のための費用」（→p. 10）を参照してください。

• 指定された期間内に納入が確認できない企画は、委員会を通じた物品の購入やレンタルを
キャンセルしたものと見なされ、五月祭当日の企画実行に際して必要な手続きを行えない
場合があります。
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納入の方法

納入先
【銀行名】 　三井住友銀行（金融機関コード：0009）
【支店名】 　小石川支店（店番号：813）
【口座種別】 　普通預金
【口座番号】 　3899741

【口座名義】 　五月祭常任委員会（ゴガツサイジョウニンイインカイ）

納入金額
• 4月25日（月）以降、ウェブシステムの「申請結果確認」より納入金額を確認することがで
きます。

• 各種登録・申請・申込の内容に異議のないことを確認したうえで納入してください。
• 異議を申し立てた場合、納入金額が変更される可能性があります。委員会から連絡がある
までは納入を行わないでください。

納入期間
 期間  4月25日（月）～5月2日（月）15:00

• 納入期間外の振込は避けてください。入金を確認できない場合があります。
• 期間内に納入できない見込みがある場合は、「問い合わせ」にて事前にご相談ください。
• 振込の際には各金融機関の営業日・営業時間に注意してください。

納入についての注意
• 振込手数料は企画側で負担してください。

 » 振込手数料は各金融機関にお問い合わせください。

• 依頼人名は「企画 ID」+「（正副責任者いずれかの）企画責任者氏名」としてください（例：
101サツキメイ）。

• 振込の際に発行される明細票は、五月祭終了まで必ず保管してください。
 » 企画側が納入を済ませているにもかかわらず、委員会が納入を確認できない場合、明細票の確認が必要
となります。明細票を確認できない場合、再納入が必要となることがあります。

 » インターネットバンキングを利用する場合は、明細票が発行されないため、振込完了後に金融機関から
送信される電子署名つきのメールなどを確認することがあります。

• 口座番号や納入金額・依頼人の入力には細心の注意を払ってください。名義や金額の誤り
などにより委員会が納入を確認できない場合、再納入が必要となることがあります。

• 納入に使用する口座に1日あたりの振込限度額が設定されている場合があります。期間内
の振込ができるよう、事前に確認してください。
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納入確認方法
• ウェブシステムの「申請結果確認」で納入が完了しているかどうかを確認することができ
ます。
 » 反映されるまでに2～3日かかる場合があります。

• 期間内に振り込んだにもかかわらず振込から3日経過しても納入が完了している旨が表示
されない場合は、「問い合わせ」にてご連絡ください。

• 納入に際して領収書の発行を希望する場合は「問い合わせ」にてご連絡ください。

開催形態の方針変更に伴う納入金の扱い
• 開催形態の方針変更に伴って生じるキャンセル料などを返金できるよう委員会としても最
善を尽くしますが、返金できるという確実な保証はできません。

• これらのキャンセル料などについては大学から補填が行われる可能性があります。今後の
情報にご注意ください。

責任者交代
 期限  4月27日（水）21:00

• 責任者の交代を希望する場合、期限までに「問い合わせ」にてご連絡ください。
• 当該責任者交代を認めるかどうか正副責任者と新しく責任者になる方にそれぞれ確認し、
それぞれの同意が取れた後に委員会が責任者の交代を行います。

• 新しく責任者になる方は事前にウェブシステムのユーザー登録を済ませておいてください。

第3回企画代表者会議
 日時  5月6日（金）・7日（土）

• 当日の企画実行や、ウェブシステムに掲載される重要書類についての説明を行います。
 » 両日ともに同じ内容ですので、どちらか1日のみの参加でかまいません。

• 正副責任者のうち少なくとも1名は必ず出席してください。
 » 2名とも出席できない場合は、代理の方の出席でもかまいません。その際、代理の方は必ず企画内容に
ついて詳しく把握しておくようにしてください。

• 会議はZoomを用いたオンラインでの開催を予定しております。
 » Zoomのリンクなどの詳細は後日、「問い合わせ」にてお知らせいたしますので必ずご確認ください。
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https://cpa-net.jp/
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5 企画実行にあたって

企画公開時間について
• 五月祭当日に企画を公開できる時間は、両日9:00～18:00です。

 » オンラインでの企画公開についても同様です。なお、展示企画については、企画公開時間外の5月14日
（土）18:00～5月15日（日）9:00においてもリンクへのアクセスが可能となる予定です。

 » ただし、企画公開時間外は、ウェブサイトのメンテナンスなどにより公式ウェブサイトにアクセスでき
ないことがあります。

キャンパス内の撮影について
 締切  4月13日（水）21:00

• 企画の準備に際してキャンパス内を撮影したい場合は、申請フォーム<https://forms.gle/
TEz12bSwcPFrqPVz7>を提出してください。
 » 提出の際に、東京大学広報課宛の申請書を添付する必要があります。

 » こちら<https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_video_application.docx>、ま
たはウェブシステムのログイン画面から申請書のテンプレートをダウンロードし、必要事項を記入した
うえで、申請フォームに添付して提出してください。

• 動画や画像の公開にあたっての注意事項は、「オンライン企画公開にあたって」（→p. 14）
を参照してください。

五月祭公式画像データ利用について
• 五月祭公式画像データは、委員会が制作した東京大学本郷・弥生キャンパスマップ、公式
マスコット「めい」および第95回五月祭テーマロゴのデータを指します。これらは企画の
広報や案内にご利用いただくことができます。ご利用の際は、「五月祭公式画像データに関
する規定・指針」（→p. 53）を遵守してください。

• キャンパスマップは、工事状況・屋外ブロックの改定などを踏まえ、毎年変更されています。
昨年までのキャンパスマップは今年の五月祭の状況を正確に反映していないので、利用し
ないでください。

https://forms.gle/TEz12bSwcPFrqPVz7
https://forms.gle/TEz12bSwcPFrqPVz7
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_video_application.docx
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配付について
• 東京大学本郷・弥生キャンパスマップはこちら<https://gogatsusai.jp/95/system/static/

files/session2/MF95_campus_map.pdf>、またはウェブシステムのログイン画面からダ
ウンロードできます。

• 公式マスコット「めい」の画像データは、後日ウェブシステムにて公開予定です。
• 第95回五月祭テーマロゴは、希望する企画に配付します。利用を希望する場合は、用途を
明記し、可能であれば利用のイメージを添付して、「問い合わせ」にてご連絡ください。

五月祭総選挙 -May Fes. Awards-

五月祭総選挙 -May Fes. Awards-とは
• 「五月祭総選挙 -May Fes. Awards-」では、来場者の投票と評価を総合的に判断して、人気
企画を決定します。

• 五月祭の全企画の中で特に人気を集めた上位2企画をそれぞれ「グランプリ」「準グランプ
リ」とし、この2企画に加えて5つの部門におけるそれぞれ上位3企画に賞品を授与します。
 » 部門は「アカデミック部門」「パフォーマンス部門」「展示部門」「参加型部門」「クラス企画部門」の5
つに分かれています。全企画に受賞のチャンスがあります。ぜひ受賞を目指して頑張ってください。

結果発表と賞品について
• 最終結果発表は公式ウェブサイト・公式SNS上で行う予定です。
• 賞品は五月祭当日後にお渡しします。

企画の評価について
• 来場者が企画に対して、星1から星5までの評価を行い、また自由にコメントすることが
できます。

• 企画構成員を含むすべての来場者が、公式ウェブサイトの企画詳細ページから企画への評
価・コメントを行えます。具体的な方法については、第3回企画代表者会議にてお伝えす
る予定です。

• 「[24]広報用情報登録」（→p. 28）で評価・コメントを受け取るかどうかを選択してくだ
さい。

評価・コメントの掲載について
• 来場者からのコメントは、内容が不適切でないか委員会が確認をしたうえで、各企画の皆
さまに共有します。

• 来場者からの評価・コメントを企画詳細ページに掲載することも可能です。
 » コメントの中から最大3つまで選んで掲載することができます。

 »「[24]広報用情報登録」（→p. 28）で評価・コメントを掲載するかどうか選択してください。

• 公開するコメントの変更方法については、第3回企画代表者会議で説明します。

https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_campus_map.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session2/MF95_campus_map.pdf
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https://www.prettz.com/user_data/gogatsusai2020
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6 各種資料

よくあるご質問

Q. 「企画登録」が終わりました。次は何をすればよいですか？
A. 締切の4月13日（水）21:00までに参加手続きと各種登録・申請・申込を完了させる必要
があります。
 » どの企画にも必ず2名の責任者を置く必要があります。必ず「副責任者登録」（→p. 21）を行ってく
ださい。

 » 全企画が対象の「構外企画概要申請」（→p. 21）を行ってください。

 » そのほかにも各種登録・申請・申込などがありますので、「企画出展手続きの流れ」（→p. 18）を確認
してください。

Q. 「副責任者招待」ができません。
A. 「副責任者招待」をできる状態になっているかをお確かめください。

 » 正責任者が「企画登録」（→p. 20）を済ませているか確認してください。

 » 副責任者が「ユーザー登録」（→p. 20）を済ませているか確認してください。

Q. 「企画登録」を行いましたが「構外企画概要申請」ができません。
A. これらの申請は、「副責任者登録」（→p. 21）を完了してから行うことができます。

Q. 参加手続きと各種登録・申請・申込の登録内容は締切までに変更できますか？
A. 締切の4月13日（水）21:00までの間、登録内容はウェブシステムの登録画面からいつで
も変更することができます。
 » 登録内容の変更は、「副責任者登録」（→p. 21）が完了後にできるようになります。

Q. 各種登録・申請・申込の内容は締切を過ぎてからも変更できますか？
A. 締切の4月13日（水）21:00を過ぎた登録・申請・申込の内容を変更したい場合は、ウェ
ブシステムの「問い合わせ」にてご連絡ください。
 » 時期によっては変更を受け付けられない場合があります。

 » 一部の申請・登録・申込についても、締切を過ぎて申請内容を変更した場合、援助などにおいて不利に
扱う場合があります。

Q. 締切を過ぎてしまったのですが、今からでも企画を出展することは可能ですか？
A. 締切の4月13日（水）21:00を過ぎている場合でも、企画を出展することは可能です。

 » 締切を過ぎている場合、登録フォームは一度送信すると内容を変更することができない設定となってお
りますので、ご注意ください。

 » 締切後の登録・申請内容の変更については、「問い合わせ」（→p. 10）にてご連絡ください。
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Q. 第3回企画代表者会議に出席できないのですが、どうすればいいでしょうか?

A. 「企画責任者の義務」（→p. 9）に基づき、原則として企画責任者は企画代表者会議に
出席する必要があります。
 » 2名の責任者のうち1名の出席でかまいません。

 » どうしても2名とも出席できない場合、事前に委員会に連絡のうえ、責任者以外の方が代理で出席する
ことができます。

Q. どのような企画を行うことができるか知りたいです。
A. 『企画立案の手引き』<https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/

MF95_kikaku_guide.pdf>に過去の企画の出展例やおすすめの企画ジャンルなどを掲載
しておりますので、ぜひ参考にしてください。

Q. 企画のオンライン配信の方法について詳しく知りたいです。
A. 『オンライン企画公開の手引き』<https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-

fresh/MF95_online_guideline.pdf>に詳しい内容を掲載しておりますので、そちらをご
覧ください。

https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_kikaku_guide.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_kikaku_guide.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_online_guideline.pdf
https://gogatsusai.jp/95/system/static/files/session-fresh/MF95_online_guideline.pdf
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プライバシーポリシー
第95期五月祭常任委員会（以下「委員会」といいます）は、委員会の提供するサービスをご利用になる方（以下「ユーザー」とい

います）の個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）にいう「個人情報」を指します）の重要性を十分に認識し、
その取り扱いにあたって本プライバシーポリシー（以下「本ポリシー」といいます）を遵守します。

1. 法令およびその他規範の遵守

委員会は、その業務において個人情報を取り扱う際に、個人情報に関する法令その他の規範を遵守します。

2. 個人情報の利用目的

委員会は、下記の目的の範囲内で個人情報を取り扱います。

・所属の確認を含む本人確認のため

・登録、申請または申込をいただいた内容の確認および管理のため

・委員会からの諸連絡のため

・委員会サービスの開発および改善のため

・その他、五月祭または委員会に関わるサービス提供のため

また、委員会は、法令により認められる範囲で、ユーザーの同意を得ることなく、上記の目的以外の目的で個人情報を取り扱
う場合があります。

3. 個人情報の委員会内における提供

委員会は、取得した個人情報を、次期以降の五月祭常任委員会に提供する場合があります。

4. 個人情報の第三者への提供

委員会は、上記の利用目的の達成の範囲内において、ユーザーの同意を得たうえで、個人情報を委員以外の第三者に提供する
場合があります。また、法令により認められる範囲で、ユーザーの同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供する場合があ
ります。個人情報を提供する場合は、本ポリシーに準拠して個人情報の保護が提供先で十分に図られることを条件とする等、適
切な処置を行います。

5. 個人情報の安全管理措置

委員会は、個人情報を適正に取り扱うため、委員会内での管理体制の整備、委員の教育、並びに個人情報への不正なアクセス
や個人情報の紛失・破壊・改竄および漏洩等の防止に関して適切な措置を講じることにより、個人情報の保護に努めます。

6. 個人情報の開示請求の手続き

委員会は、ユーザーがメール等により個人情報の内容の開示を請求したときは、遅滞なく対応します。ただし、開示すること
により次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことがあり、開示しない決定をしたときは、その旨を
遅滞なく通知します。

・ユーザーの本人確認ができない場合

・ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

・委員会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・法令に違反するおそれがある場合

7. 個人情報の訂正・削除請求の手続き

委員会は、ユーザーが個人情報の内容の訂正、追加もしくは削除または利用の停止もしくは第三者への提供の停止（以下「訂
正等」といいます）を請求した場合は、遅滞なく必要な調査を行います。

この場合において、当該求めに係る個人情報の内容が事実でない場合その他当該保有個人データの取扱いが適正でないと認め
られる場合は、その結果に基づき個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をユーザーに通知します。ただし、この場合において
も、法令等の規定に基づき、当該請求に係る保有個人データの全部または一部について、訂正等を行わないことがあり、訂正等
を行わない決定をしたときは、その旨を遅滞なく通知します。

8. SSL

委員会の提供するウェブサイトやウェブシステムは、ユーザーの送受信する情報を保護するためにSSLに対応しています。
SSLに対応したブラウザを使用することで、情報を自動的に暗号化して送受信することができます。

9. Cookie

委員会の提供するウェブサイトやウェブシステムには、Cookie（クッキー）と呼ばれる技術を利用したページがあります。お
使いのウェブブラウザの設定により、Cookieの機能を無効にすることができますが、その場合、ウェブサイト上のサービスの
一部が円滑にご利用いただけなくなることがあります。

10. 各サービスごとの個人情報取り扱いについて

委員会は、委員会の提供するウェブサイト、ウェブシステムその他のサービスについて別途定める個人情報の取り扱いに関す
る規範を遵守します。

11. プライバシーポリシーの継続的改善
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委員会は、個人情報の保護の強化、法令その他の規範の変更等の理由により、本ポリシーを継続的に見直し、その改善に努め
ます。本ポリシーの改定は公式ウェブサイト等にて公表します。

12.個人情報の取扱いに関するお問い合わせ

委員会の個人情報の取り扱いに関する各種手続き・お問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

東京大学五月祭常任委員会

E-mail：contact@gogatsusai.jp

本郷本部

〒113-8654

東京都文京区本郷7-3-1 東京大学構内 第二食堂3階6号室

TEL：03-5684-4594

FAX：050-3413-4505

駒場支部

〒153-8902

東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学構内 キャンパスプラザA棟1階103号室

TEL：03-5454-4349

FAX：03-3466-1865
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第95期五月祭常任委員会ウェブシステム利用規約
（目的）

第1条　本規約は、五月祭常任委員会（以下「委員会」という）が提供するウェブシステムの利用に係る事項を定めることを目的と
する。

2　本規約は、ウェブシステムにユーザー登録を行い、これを利用する者（以下「ユーザー」という）および委員会に適用される。

（ユーザーの義務）

第2条　ユーザーは、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 　一  ウェブシステムに示される委員会からの連絡を確認すること。

 　二  委員会からのメールを受信できる状態を維持すること。

 　三  ウェブシステムに登録した情報に変更がある際は、速やかに登録した情報を修正すること。

 　四  パスワードの管理、不正アクセスの防止等に十分注意を払うこと。

 　五  ウェブシステムの不具合やセキュリティホール等を発見したときは、速やかにその旨及び内容を委員会に報告し、その存在
及び内容を委員会以外に口外しないこと。ただし、委員会がすでに不具合の対処方法を示しているときは、この限りでない。

 　六  ウェブシステムを利用して登録、申請、申込等（以下「登録等」という）を行うときは、時間に余裕を持って行うこと。

（規約への同意）

第3条　ユーザーとなろうとする者が、ユーザー登録を完了したときは、本規約に同意したものとみなす。

（アカウントの停止および登録内容の抹消）

第4条　委員会は、ユーザーによる虚偽の登録等その他不正なシステム利用を発見したときは、ユーザーのアカウントの利用を停
止し、もしくはこれを削除し、またはその登録等の抹消を行うことができる。

2　委員会は、ユーザーによる虚偽の登録等その他不正なシステム利用のおそれがあるときは、ユーザーのアカウントの利用を停止
することができる。

3　前二項の場合において、委員会は、遅滞なく当該ユーザーにその旨を通知しなければならない。

（環境）

第5条　委員会は、日本国内にのみウェブシステムを提供する。

2　ユーザーは、以下の推奨環境を用いてウェブシステムを利用するよう努めなければならない。

推奨OS：Windows 10（PC版）、macOSの最新版

推奨ウェブブラウザ：Google Chromeの最新版

（免責事項）

第6条　委員会は、ユーザーがウェブシステムの利用に際して第2条（ユーザーの義務）、前条（環境）または第7条第4項（登録情報
変更に対する異議の通知）に違反したときは、それによって生じた不利益について責任を負わない。

2　委員会は、ウェブシステム本体の障害以外の理由によってユーザーに生じた登録等の遅延等の不利益について責任を負わない。

3　委員会は、ウェブシステムの15分未満の時計のずれによってユーザーに生じた不利益について責任を負わない。

（登録情報の変更）

第7条　委員会は、必要があると認めたときは、ユーザーがウェブシステムに登録等を行った情報（以下「登録情報」という）を変
更することができる。

2　委員会は、登録情報を変更しようとするときは、あらかじめユーザーにその旨を通知し、ユーザーによる変更を促すよう努めな
ければならない。

3　委員会は、登録情報を変更したときは、速やかにユーザーにその旨を通知しなければならない。

4　前項の場合において、ユーザーは、当該変更に異議のあるときは、速やかにこれを委員会に通知しなければならない。

5　委員会は、第3項の規定に違反したときは、これによってユーザーに生じた不利益について、その責任を負う。

（改定）

第8条　委員会は、必要があると認めたときは、本規約を改定することができる。

2　前項の場合において、委員会は、改定の旨及び改定後の本規約並びにその発効の時期を、ウェブシステムへの掲載その他の適切
な方法によってユーザーに通知しなければならない。

（準拠法および管轄裁判所）

第9条　ウェブシステムの利用に関しては、別段の定めのない限り、日本国の法令に準拠する。

2　ウェブシステムの利用に係る全ての紛争については、別段の定めのない限り、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁
判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則

本規約は、令和3年12月18日より発効し、第96期五月祭常任委員会ウェブシステム利用規約またはそれに代わるものの発効と同
時に失効する。
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第95期五月祭常任委員会環境アジェンダ
私たち五月祭常任委員会は、五月祭を東大生の自主的な学術・文化活動の場として継続的
に行うことができるように、環境への負荷を低減できるような五月祭の運営に取り組みます。
その取り組みにあたっては、『環境対策指針』を独自に定め、環境マネジメントに取り組み、
環境パフォーマンスの向上のため継続的な改善を進めます。
① 私たちは、持続可能な五月祭を目指すため五月祭の準備・運営を通じた周辺環境を可能な
限り把握し、その保全に取り組みます。

② 私たちは、持続可能な五月祭を目指すため五月祭の準備・運営を通じた社会的な影響を考
慮し、その理解に努めます。

③ 私たちは、持続可能な五月祭を目指すため五月祭の準備・運営を通じた環境影響を把握し、
その評価に努めます。

④ 私たちは、持続可能な資源利用のために循環型の資源利用の促進に取り組み、資源の3R（リ
デュース・リユース・リサイクル）推進に努めます。

⑤ 私たちは、環境側面に関わる法規制等を遵守し、本指針を委員および当委員会の活動を支
えるすべての人々に周知するよう努めるとともに、広く一般に公開します。

著作権について
企画実行に際して、著作権法第2条第1号に定める著作物を利用する場合は、以下の指針に
従ってください。なお、最終的な企画内容に関しては参加団体の自己責任とし、企画実行時
の著作物の利用に関する問題について、委員会は一切の責任を負いかねます。

著作権指針
• 原則として、企画内容は無料で公開し、また出演者等への出演料および謝礼の交付を行わ
ないでください。
 » 出演料および謝礼の交付を行う場合は、著作権法第38条1項の例外規定が適用されなくなり、著作権者
の許諾が必要です。

• 原則として、台本や譜面といった著作物の内容を変更しないでください。
 » 著作物の内容を変更する場合は、著作権者の許諾が必要です。

（参考）著作権法第38条第1項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつてするかを問
わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。）を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述につ
いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

オンラインで企画を公開する場合の注意
オンラインでの企画公開に際して、著作権法第2条第1号に定める著作物を利用する場合は、
加えて以下の事項も守ってください。
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音源を利用する場合
• 原則として、自ら演奏または制作した音源を利用してください。

 » 既存の音源を利用する場合は、著作隣接権者の許諾が必要です。

• 下記の場合には、音源の利用に伴う手続きが簡略化されることがあります。
 » いずれにも当てはまらない場合には、別途著作権者の許諾が必要となります。

JASRACの管理する
楽曲の場合
※ 配信の権利のみJASRAC
が有する場合も含みます。

• 原則として、JASRACが提携するサービス（YouTubeなど）を
使って配信してください。
 » 上記のサービスを用いてライブのみの配信を行う場合、特に手続きは不
要です。

 » 上記のサービスを用いてタイムシフト配信を行ったり、アーカイブを残
したりする場合、使用する楽曲が内国曲であれば、特に手続きは不要で
すが、使用する楽曲が外国曲の場合、別途、ビデオグラム録音の手続き
が必要です。

• 配信する楽曲について団体内で編曲などを行う場合には、原則
として、別途著作権者の許諾が必要です。

NexToneの管理する
楽曲の場合
※ 配信の権利のみNexTone
が有する場合も含みます。

• 原則として、NexToneが提携するサービス（YouTubeなど）を
使って配信してください。その場合、特に手続きは不要です。

著作権が消滅している
楽曲の場合

• 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することが
できます。
 » ただし、著作者名や出典の表記、著作者の名誉・声望の保持などに十分
留意してください。

• 著作権が消滅している楽曲であっても、市販されているCD音
源など、自ら制作した物でない音源を使用して配信する場合に
は、音源制作者の著作隣接権に配慮する必要があります。

音源以外の著作物を使用する場合
著作権指針の内容を遵守してください。
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五月祭公式画像データに関する規定・指針

五月祭公式画像データに関する利用規定
本規定は、第95期五月祭常任委員会（以下「委員会」という）が制作・公開している、五月

祭公式マスコット「めい」、東京大学本郷・弥生キャンパスマップおよび第95回五月祭テー
マロゴ（以下「五月祭公式画像データ」という）のデザインならびにそれらに付随する設定の
利用に係る規定です。
本規定は、五月祭公式画像データを入手し、または利用するすべての方に適用されます。

1. 五月祭公式画像データに関する一切の著作権は、委員会に帰属します。

2. 五月祭公式マスコット「めい」および東京大学本郷・弥生キャンパスマップを五月祭における活動のために利用す
る場合は、委員会へ届け出ることなくデザインおよびそれに付随する設定を利用することができます。それ以外の
用途で利用する場合には、あらかじめ委員会に届け出て許可を得る必要があります。

3. 第95回五月祭テーマロゴを利用する場合には、あらかじめその用途を委員会に届け出て許可を得る必要があります。

4. 五月祭公式画像データは、別に定める「五月祭公式画像データ利用の指針」に則った利用をしてください。

5. 本規定または「五月祭公式画像データ利用の指針」に反する不適切な利用であると委員会が判断した場合には、五
月祭公式画像データの利用を認めず、利用の停止を命じることがあります。

6. 五月祭公式画像データの入手または利用によって発生するいかなるトラブルに対しても、委員会は一切責任を負い
ません。

7. 委員会は、利用者に対して事前の告知無しに本規定および五月祭公式画像データの内容を変更できるものとし、利
用者は五月祭公式画像データを入手した時点で、最新の利用規定に同意したものとみなされます。

8. 本規定は、次期以降の五月祭常任委員会が同種の規定を発表するまで有効です。

五月祭公式画像データ利用の指針  
第95期五月祭常任委員会（以下「委員会」という）が制作・公開している、五月祭公式マスコッ

ト「めい」、東京大学本郷・弥生キャンパスマップおよび第95回五月祭テーマロゴ（以下「五
月祭公式画像データ」という）のデザインならびにそれらに付随する設定を利用する際は、以
下の事項を厳守してください。
1. 非営利目的であること

2. 五月祭公式画像データの二次創作作品を商品としないこと

3. 五月祭公式画像データのイメージを大幅に改変しないこと

4. 五月祭公式画像データが、委員会以外の特定の団体またはその活動のキャラクターやロゴとして認識されないこと

5. 特定の団体またはその活動が、委員会によるものであると誤認されないこと

6. 五月祭や委員会の社会的な評価を損なうような利用をしないこと

指針に反する行為の例  
 ▫五月祭公式画像データの色または縦横比を変更すること（トリミングは可能）
 ▫公式マスコット「めい」のグッズや、東京大学本郷・弥生キャンパスマップを加工した
ものを販売すること
 ▫東京大学本郷・弥生キャンパスマップ内の建物名・エリア名などを改称すること
 ▫公式マスコット「めい」をSNSアイコン画像等において利用すること
 ▫公式マスコット「めい」の設定の追加または改変を行うこと

• 指針に従っているか判断がつかない場合は、委員会までご連絡ください。
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