[団体名：

] 1/7

多目的ホール退出時点検表
多目的ホールの利用後、これらのチェックシートにもれなく全て記入してください。
全ての欄に記入した後、点検にくる多目的ホール総務部員に渡してください。
なお、項目にもれがある場合や記入に虚偽が認められる場合は、
利用停止を含めた処分の対象になりますのでご注意ください。
なお、このチェックシートは総務部員に渡した後は一切返却できませんので
提出前に必ずミスがないか確認してから提出してください。

利用団体名：
多目的ホール利用期間：

年

月

日( )

時

〜

年

月

日( )

時

利用団体責任者：
(連絡先電話番号：

—

—

)

これより下は多目的ホール総務部員が記入しますので、記入しないでください。

点検責任者：
点検立会者：
点検立会者：
点検立会者：
点検日時：

年

月

日( ) 時

必ず前団体の点検表と照らし合わせながら確認すること。
万が一虚偽の記載があった場合は速やかに議長・担当班班長に連絡すること。
現状復帰

禁止事項

清掃

やり直し

評価

分

[一般設備]

[団体名：

■共用部分(玄関・ロビー・楽屋前廊下・階段室)について以下の項目に記入してくださ
い。
□ホールの玄関前の清掃は終わりましたか(ゴミ拾い)
□ロビーの清掃は終わりましたか(床の雑巾がけ、エントランスマットをはたく)
□楽屋前廊下の清掃は終わりましたか(床の雑巾がけ)
□階段室の清掃は終わりましたか(床の雑巾がけ、三階まで)
□掃除用具入れの中はきちんと整理して掃除用具が置かれていますか
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[総務部記入欄]
＊

こちら側は多目的ホール総務部員
が記入しますので団体の方は記入
しないでください。

■共用部分

↑
終わった場合チェック

・玄関 良好・やり直し( 回)
・ロビー 良好・やり直し( 回)
・楽屋前廊下 良好・やり直し( 回)
・階段室 良好・やり直し( 回)
・掃除用具入れ 良好・やり直し( 回)
・電球 問題なし・球切れあり
・禁止事項(テープ・ペンキ) あり・なし
・玄関マット あり・なし

あった場合は具体的に記入してください

■トイレ

■今回トイレ(男子・女子・身障者・楽屋前)を利用した団体は以下の項目に記入してく
ださい。
□清掃(床の雑巾がけ、洗面台の掃除なども含む)は終わりましたか(終わった場合チェ
ック)
□トイレの紙はきれていませんでしたか(きれていない場合はチェック)
□個室内のゴミ箱にゴミはありませんか(ない場合チェック)
□水回りで詰まった箇所はありませんでしたか(問題ない場合チェック)

＊今回楽屋を利用しなかった団体はチェックしてください→□

■ 今回楽屋を利用した団体は以下の項目に記入してください。
□楽屋 1 の清掃(床の雑巾がけ、洗面所の掃除、冷蔵庫内の掃除)は終わりましたか
□楽屋 2 の清掃(床の雑巾がけ、洗面所の掃除、冷蔵庫内の掃除)は終わりましたか
その他問題があった場合は具体的に記入してください

・男子 良好・やり直し( 回)
・女子 良好・やり直し( 回)
・身障者 良好・やり直し( 回)
・楽屋前 良好・やり直し( 回)
・トイレの電球
問題なし・球切れあり

■楽屋

＊今回パイプ椅子を使用しなかった団体はチェックしてください→□

■今回パイプ椅子を利用した団体は以下の項目に記入してください。
□パイプ椅子は全て所定のラックにちゃんと重ねてのせていますか(整頓した場合はチ
ェック)

・楽屋 1
床面：良好・やり直し( 回)
水回り：良好・やり直し( 回)
換気：正常・異常
電球：問題なし・球切れあり

＊今回長机を利用しなかった団体はチェックしてください→□

■今回長机を利用した団体は以下の項目に記入してください。
□長机は全てちゃんと重ねて楽屋 2 に収納していますか(整頓した場合はチェック)

＊今回蛇腹カーテンを利用しなかった団体はチェックしてください→□
■今回蛇腹カーテンを利用した団体は以下の項目に記入してください。
□蛇腹カーテンは全てたたんで楽屋 2 に収納していますか(整頓した場合はチェック)

・楽屋 2
床面：良好・やり直し( 回)
水回り：良好・やり直し( 回)
換気：正常・異常
電球：問題なし・球切れあり

■共用備品

・パイプ椅子 良好・やり直し( 回)
・長机 良好・やり直し( 回)
・蛇腹カーテン 良好・やり直し( 回)

[団体名：

[ホール内部]
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■1G について以下の項目に記入してください。
□床の雑巾がけは終わりましたか(終わった場合はチェック)
□ホールの壁はホールに入ったときの状態ですか(異常がない場合はチェック)
□水銀灯に異常はありませんでしたか(異常がない場合はチェック)
□ギャラリー下の照明に異常はありませんでしたか(異常がない場合はチェック)
■２G、３G を利用した団体は以下の項目に記入してください
□清掃(床の雑巾がけ)は終わりましたか(終わった場合はチェック)
□ギャラリー下灯(２G)・蛍光灯(３G)に異常はありませんか(異常がない場合はチェッ
ク)
□(三階)雨漏りのあった箇所はありませんか(異常がない場合はチェック)
あった場合はなるべく具体的に記入してください

[総務部記入欄]
＊

こちら側は多目的ホール総務部員
が記入しますので団体の方は記入
しないでください。

■ホール内部

・雑巾がけ
[１G] 良好・やり直し( 回)
[２G] 良好・やり直し( 回)
[３G] 良好・やり直し( 回)
・壁 正常・破損あり
・水銀灯 良好・不良
・電球 問題なし・球切れあり
・養生 問題なし・問題あり
・雨漏り なし・あり

[舞台部門備品]

＊今回平台・箱馬を利用しなかった団体はチェックしてください→□

■今回平台・箱馬を利用した団体は以下の項目に記入してください。
□平台は種類別に丁寧に重ねて、現状復帰が出来ていますか(現状復帰ができている場合はチェック)
□箱馬はしるし別に丁寧に重ねて、現状復帰ができていますか(現状復帰ができている場合はチェック)
□平台や箱馬に何か接着する場合、劇場指定の養生テープを使いましたか(劇場指定の養生テープを使用した場合はチェッ
ック)
□平台や箱馬に釘や養生テープが残っていないか確認しましたか(確認した場合はチェック)
・今回のホール利用期間中に破損した平台・箱馬はありましたか

あった・なかった

(あったと答えた団体のみ)具体的な破損の物数、破損したときの状況、破損後の現在の状況を具体的に記入してください。
平台：
枚破損/箱馬：
個破損

・以下の表に平台・箱馬の現数を数えて記入してください。(破損のものがある場合もそれを含めた数を記入してください。
名称、形状は別紙リスト参照
)
平台
つかみ
3×6 平台
1×6 平台
3×3 平台
2×6 平台
二次平
新
旧
新々コン 新コンパネ 旧コンパネ
三次平
基礎平

四次

三次

二次

箱馬
無印

△

一次

×

合計

[団体名：
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＊今回劇倉にある雑黒幕を利用しなかった団体はチェックしてください→□
■今回雑黒幕を利用した団体は以下の項目に記入してください。
□雑黒幕は丁寧にたたんで、現状復帰ができていますか(現状復帰ができている場合はチェック)
□雑黒幕を接着する場合、劇場指定の養生テープを使いましたか(劇場指定の養生テープを使用した場合はチェック)
・今回のホール利用期間中に破損した雑黒幕はありましたか
あった・なかった
(あったと答えた団体のみ) 具体的な破損の物数、破損したときの状況、破損後の現在の状況を具体的に記入してください。
枚破損

＊今回一階倉庫にあるホール暗幕を利用しなかった団体はチェックしてください→□
■今回ホール暗幕を利用した団体は以下の項目を記入してください。
・ホール暗幕は今回合わせて何枚使用しましたか。
全部で
枚
・使用した幕の番号を全て記入してください(ホリゾント幕を使用した場合○印を記入してください)
1800 幕

2700 幕

3600 幕

ホリゾント幕

□「幕利用報告シート」への記入は済んでいますか(記入済みの場合はチェック)
□幕をたたむとき、一回でもたたんだことがある人と一緒にたたみましたか(たたんだことがある人がいた場合はチェッ
ク)
・故意、過失問わずに、破損した幕はありましたか
あった・なかった
(あったと答えた団体のみ) 具体的な破損の物数、破損したときの状況、破損後の現在の状況を具体的に記入してください。
破損した幕の種類、番号
(例) 1800 幕 26 番

幕の破損状況
吊り時に誤って一階の鉄パイプにひっかけてしまい、現在大穴が中央にあいている状態

＊今回プロジェクターを使用しなかった団体はチェックしてください→□
・プロジェクター及びコード類に異常はありませんでしたか
(あったと答えた団体のみ)具体的な異常の状態を記入してください。

あった・なかった

[音響部門備品]

[団体名：

＊今回ホールの音響設備を利用しなかった団体はチェックしてください→□
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■今回ホールの音響設備を利用した団体は以下の項目に記入してください。
・以下の備品について数が揃っていて、一階倉庫、調光室内の所定の場所に整頓して置いてある場合はチェックしてくだ
さい。
【倉庫左側・下から２段目】
□パワーアンプ BOSE 1600-VI ×１（箱入り）
□パワーアンプ YAMAHA P2500S ×１（箱入り）
□パワーアンプ YAMAHA P7000S ×１（箱入り）
【倉庫左側・一番下の段】
□スピーカー BOSE 802-Ⅲ ×２（それぞれ箱入り）
□スピーカー Victor PS-S552B ×２（それぞれ箱入り）
□スピーカー BOSE 101mm ×２（箱は１つ）
【倉庫右側】
□グラフィックイコライザー dbx 231 ×１（箱入り・付属品あり）
□サウンドプロセッサー BOSE ControlSpace SP-24 ×１（箱入り・付属品あり）
□ボーカルセット SENNHEISER ew115 G3 ×１（箱入り・付属品あり）
□スピーカーシステムコントローラー BOSE PANARAY ×１（箱入り）
□スピーカーケーブル SPEAKON×生（BOSE 802-Ⅲ用） ×２
□スピーカーケーブル 生×生 ×３
□スピーカーハンガー BOSE BB1-Ⅲ（BOSE 802-Ⅲ用） ×２
□スピーカー Victor PS-S552B ×２（それぞれ箱入り）
【倉庫奥の壁際】
□スピーカー（サブウーファー） YAMAHA SW115V ×２（それぞれ箱入り）
□スピーカースタンド BOSE SS-10（BOSE 802-Ⅲ用） ×２（それぞれ箱入り）
【調光室内】
□ミキサー Victor PS-M650 ×1
□グラフィックイコライザー dbx 231s ×1
□パワーアンプ Victor VOSS PS-A2002 ×1 （正面スピーカー用）
□パワーアンプ Victor VOSS PS-A1004 ×1 （２ギャラスピーカー用）
□パワーアンプ Victor VOSS PS-A254B ×1 （モニター用スピーカー（調光室内）用）
□パワーアンプ Victor VOSS A152 ×1 （サブスピーカー用）
□システムアンプ Victor PA-704 ×1 （エアモニ用）
□ワイヤレスチューナー Victor VOSS WT-880B-B ×1（ワイヤレスマイク用）
□電源タップ
□クリップライト
□調光室の既設音響システムはプリセット状態になっていますか(なっている場合はチェック)
・音響設備についてなにか異常はありませんでしたか
あった・なかった
(あったと答えた団体のみ)具体的な異常の状態を記入してください。

[団体名：
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これ以降は多目的ホール総務部員が記入しますので、記入しないでください。

■舞台備品
・やり直しの有無
なし ・ あり
(総務部員の協力
なし ・ あり /団体側参加人数 約
人 )
・違反の有無
指定外養生・その他テープ・平台未チェック・箱馬未チェック・平台未選別・箱馬未選別・平台位置違い・箱馬位置違い・
平台山雑・箱馬山雑・ペンキ跡あり・飮食跡あり・平台 10 枚以上・箱馬 10 個以上・指定以上釘使用・その他
・処分平台・箱馬

・最終現数

三次平

二次平

(34)

(6)

三次

四次

3×6 平台
基礎平 新々コン

(80)

(49)

新コンパネ

(30)

(40)

箱馬

平台

二次

(28)

一次
(49)

旧コンパネ

(29)

3×3 平台

(19)

1×6 平台

2×6 平台
新
旧
(14)

(4)

■プロジェクター
・数量一致

(19)

※()内は2016/2/23現在の現数。備品の数は変動しうる。

(151)

■雑黒 ・収納状況
良好・やり直し( 回) ・袋用、封込用の別離
正常・やり直し( 回)
■ホール幕
・違反の有無
テープ跡・安全ピンでの破れ・禁止事項による汚れ・その他
・幕番号の変更

・幕利用シートファイルとの確認

つかみ

あり・なし

ミスなし・記載漏れあり
・動作確認

異常なし・異常あり

(37)
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■音響備品
【倉庫左側・下から２段目】
□パワーアンプ BOSE 1600-VI ×１（箱入り）
□パワーアンプ YAMAHA P2500S ×１（箱入り）
□パワーアンプ YAMAHA P7000S ×１（箱入り）
【倉庫左側・一番下の段】
□スピーカー BOSE 802-III ×２（それぞれ箱入り）
□スピーカー Victor PS-S552B ×２（それぞれ箱入り）
□スピーカー BOSE 101mm ×２（箱は１つ）
【倉庫右側】
□グラフィックイコライザー dbx 231 ×１（箱入り・付属品あり）
□サウンドプロセッサー BOSE ControlSpace SP-24 ×１（箱入り・付属品あり）
□ボーカルセット SENNHEISER ew115 G3 ×１（箱入り・付属品あり）
□スピーカーシステムコントローラー BOSE PANARAY ×１（箱入り）
□スピーカーケーブル SPEAKON×生（BOSE 802-III用） ×２
□スピーカーケーブル 生×生 ×３
□スピーカーハンガー BOSE BB1-III（ BOSE 802-III用） ×２
【倉庫奥の壁際】
□スピーカー（サブウーファー） YAMAHA SW115V ×２（それぞれ箱入り）
□スピーカースタンド BOSE SS-10（BOSE 802-III用） ×２（それぞれ箱入り）
【調光室内】
□ミキサー Victor PS-M650 ×1
□グラフィックイコライザー dbx 231s ×1
□パワーアンプ Victor VOSS PS-A2002 ×1 （正面スピーカー用）
□パワーアンプ Victor VOSS PS-A1004 ×1 （２ギャラスピーカー用）
□パワーアンプ Victor VOSS PS-A254B ×1 （モニター用スピーカー（調光室内）用）
□パワーアンプ Victor VOSS A152 ×1 （サブスピーカー用）
□システムアンプ Victor PA-704 ×1 （エアモニ用）
□ワイヤレスチューナー Victor VOSS WT-880B-B ×1（ワイヤレスマイク用）
□電源タップ
□クリップライト

■禁止事項について
・空調室への立ち入り
あった・なかった
(あった場合)その理由や状況などの詳細

・消防設備(煙感知器、排煙装置)の改変
(あった場合)その理由や状況などの詳細

あった・なかった
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退出チェック用備品リスト

1/2

以下の備品の種類に従い、使用後は必ず種類別にまとめておくこと。別種の平台や箱馬同士が一緒に
ならな いようにすること。

【平台】(基本的に天板により種類分けされる)

○3×6 平台・・・寸法が 3 尺×6 尺(だいたい 909mm×1818mm)前後の平台。
・三次平・・・天板に下図のように木板が張ってあるもの。板間の隙間は詰まっている。 なお、寸法
は他の平台も概ねこれと一緒である。
・二次平・・・劇場に 6 枚しかない。新々平のように天板に木板が張ってあるが、板は 新々平の物よ
注意すること。
りも若干厚くて細い。重いので運
・旧平・・・新々平と大体同 大きさの木板が張ってあるが、板同士の隙間は詰まっておらず、全体
的に古くなっている。扱いには注意すること。
・新々コン・新コン・旧コン・・・天板が１枚の厚板で構成されているもの。新コンは若干大きいが、他は
ほとんど同じ大きさ。側面の養生に平台名称が書いてあるため、それか裏の中材の入れ方（新コンは複雑
な中材が入っているが、他２つは簡単な入れ方になっている）
と、裏面の木の色（旧コンは損耗しており
より材が磨耗していて裏面の色も酸化して濃くなっている）
で見分けること。
・基礎平・・・新コンパネ、旧コンパネ同様、天板が一枚の厚板で構成されており、平台のふちに、
つかみを入れるための穴があいているのが特徴。重いため、扱いには十分意すること。注意すること。
○3×3 平台・・・寸法が 3 尺×3 尺(だいたい 909mm×909mm)の平台。天板は木板で構成される。

新々平

新々コン

新平

新コンパネ

旧平

旧コンパネ

基礎平

3×3 平台

○2×6 平台・・・寸法が 2 尺×6 尺の平台。天板は木板で構成されているが、これにも隙間が詰まっ
てる 比較的新しい物と、隙間のあいている古い物が有る。しまうときは古い方が下に
積まれるようにすること。
○1×6 平台・・・寸法が 1 尺×6 尺の平台。天板は 1 枚の板で構成されている。

新しい 2×6 平台

古い 2×6 平台

1×6 平台

【箱馬】

○1 次箱馬・・・劇場で一番数の多い種類の箱馬。寸法は 300mm×300mm×180mm。 片付ける際に
は「△」や「×」のマークがついていたり、ノーマークの物が有るので、 そういったマーク毎に種類
別して片付けておくこと。
○2 次箱馬・・・1 次箱馬とほとんど違いはないのだが、重さは少し重く、また側面に 木のラインが
はいっているのでそれを目印にすること。

正面から見た図

上から見た図

○3 次箱馬・・・1 次箱馬、2 次箱馬と多少寸法が違うので注意。上記の箱馬との違いは、箱馬の広面
の板の隙間が表と裏で 90 度回転してることである。
○4 次箱馬・・・3次箱馬とほぼ同じ形状・寸法。板の隙間は表と裏で90度回転している。また、導入
年月（2016年2月）が記載されているので、片付ける際はその面が見えるように置くこと。

3 次箱馬・４次箱馬

