
多目的ホール	使用の手引き	

	

２０１７年９月２２日	

	

＜ホール使用期間区分と多目的ホール使用団体連絡会議について＞	

• 多目的ホールは運営上年度をⅠ期（５月～８月）・Ⅱ期（９月～１２月）・Ⅲ期（１月

～４月）に分けている。	

• それぞれの期の初めに「多目的ホール使用団体連絡会議（以下これを「定例会」とす

る）」を設けている。５月頃に開かれる定例会の呼称は「第Ⅰ期定例会」、9 月頃は

「第Ⅱ期定例会」、１月頃は「第Ⅲ期定例会」である。	

	

＜団体登録制度＞	

• 多目的ホールの予約及び使用には団体登録を必要とする。新規に使用を申請する団体は、

あらかじめ新規団体登録申請書を提出し、定例会で票数の２／３以上の承認を経て登録

される。次年度も継続で使用を希望する団体は、毎年第Ⅲ期定例会で団体登録申請書

を提出することで、団体登録を更新する必要がある。	

• 新規で使用を希望する団体は、団体登録申請書を多目的ホール総務部（以下、総務部と

する）に問い合わせの上手配し、定例会の３日前までに提出する必要がある。書類上で

代表者と副代表者を定める必要があるが、このどちらかは東京大学の学生でなければな

らない。継続で使用を希望する団体は、毎年第Ⅰ期定例会で配布される団体登録申請

書の原本をコピーし、第Ⅲ期定例会の３日前までに提出する必要がある。	

• 登録団体は必要に応じ多目的ホールの運営に協力しなければならない。	

	

＜団体の義務などについて＞	

• 各団体の代表者は、すべての定例会への出席を義務付けられている。	

• 各団体は、総務部主催の講習会等には定められた人員を出席させる義務がある。	

• 以上の事項が履行されなかった場合、団体登録抹消などの処分が総務部より下される。	

	

＜予約について＞	

• 最新の継続使用申請フォームを、使用を希望する期の２期前の定例会の 1 週間前までに、

web を通じて総務部に提出する。	

• 提出された継続使用申請書をもとに、各団体の代表者が日程調整を行う。必要に応じて



総務部が助言を行う。	

• ホール使用開始日の１週間前までに、総務部まで最新の継続使用計画書および、ホール

を使用する人員全員分の緊急連絡先を記した多目的ホール使用者緊急時連絡先一覧の提

出をしなければならない。	

• ホール使用開始日の前日までに、学生支援課所定の書類を適切な窓口まで提出する。	

• 学生支援課にて、多目的ホールの鍵貸出しカードを発行する。	

• 鍵貸出しカードと引き換えに、アドミニストレーション棟開館中は学生支援課から、開

館時間外は守衛室から鍵を借りることで使用が出来る。	

• 照明作業などで午後９時以降の時間外使用をする場合は、使用の予約が確定した定例会

で別途時間外使用申請を提出しなければならない。	

	

＜web とメールによる手続＞	

・	2017 年度より継続使用申請書、継続使用計画書、退出時点検表については web とメー

ルでの提出も可能となった。こちらについては別途「komabashokukan.jp	 利用団体向

けマニュアル」を参照のこと。提出時期などが異なるので注意。	

	

	

多目的ホール総務部	
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多目的ホール	安全対策・防犯のガイドライン	

	
２０１７年９月２２日	

	

＜安全対策について＞	

･	 多目的ホール使用の際、特に作業中は危険を伴う場合が多い。作業者は各種ガイドラインを参照の上、十

分に安全に注意すること。	

･	 特に一般の観客を招く場合は、観客の安全にも十分に注意すること。	

･	 使用責任者、部門責任者は作業全体の安全を監督し、適切な指示をすること。	

･	 多目的ホール使用期間中は、使用責任者および各部門責任者（または各部門代理責任者）が必ず

常駐すること。	

･	 避難動線の確保のため、指定の場所（図書館側の２つの非常口、倉庫扉、楽屋前廊下のキャンパスプラザ

側一帯、階段室）に決してものを置かないようにし、どの避難路も常に使用できるようにしておくこと。

また、施設内のどの動線に関しても、有事の際にそれら迅速に避難が行えるよう、整頓してあけておくこ

と。	

･	 本年度より、避難路を円滑に確保できるよう平台の置き場所が変更された。利用の際には図書館側の非常

口前もふさがないこと。	

	

	

＜緊急時の対応について＞	

･	 不測の事態が起こった場合、(火事・停電・自然災害等)、どのように対処すべきかを、使用責任者を中

心に予め話しあっておくこと。	

･	 特に一般の観客がいる状態でのホール内部の避難経路、誘導係などを決め、万が一の時に混乱する

ことのないようにすること。	

（例）・客席の端に誘導係席を設けておく。	

・ホール内の各部（舞台上、楽屋、２ギャラ、１ギャラ、ロビー等）と全体の誘導責任者を決めて	

おき、取り残される人がいないようにする。	

・避難後の集合場所を決めておく。	

・使用責任者が単独でホール全体を施錠する。	

・特に頻繁に起こる地震の際は、灯体を吊り込む場合必ず１ギャラでの人払いと施錠をし、照明部門責任者

を中心に安全性を確認すること。	

･	 事故など、緊急事態が発生し、緊急車両(警察、救急、消防)を要請する必要がある場合は、必ず守

衛室(下記連絡先参照)にその旨を連絡してから緊急車両の要請を行うこと。	

･	 同時に、可及的速やかに多目的ホール総務部（以下総務部）にも連絡すること。	

	

	

＜防犯について＞	

･	 多目的ホールには高価な備品が多いので、備品等の管理には十分注意すること。	

･	 ホール内部で作業している場合などは、外部に繋がる扉への注意がおろそかになりやすい。通行に必要の

ない場合は必ず扉に鍵を掛けること(ロビー扉、搬入口、屋内倉庫扉、ホール内から外に向かって

いる扉)。逆に、施錠せず開け放す場合は、必ずその入り口に人をつけ、出入りをきちんと管理すること。	

･	 周辺の人通りが昼夜問わず多くなっているので、関係者以外の多目的ホールへの立ち入りの無いよう注意

すること。	

･	 夜間はなるべく外出を控え、施錠の確認をすること。	
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･	 万が一使用団体に守衛室からの注意等が来た場合には、使用停止を含めた処分が課されるので注

意すること。	

･	 使用団体内部に限らず、一般の観客の荷物に対しても、使用団体が責任をもって防犯を行うこと。	

･	 不審者の侵入などがあった場合には、すぐに守衛室に連絡すること。また、同時に学生支援課と総務部に

も連絡すること。	

･	 絶対に、一人でホール内部において作業することなどがないように注意すること。	

･	 夜間の使用時は、特に上記に注意すること。	

	

	

＜その他の注意＞	

･	 ２１時から９時の、夜から早朝にかけての時間帯は、防音されている施設内ホールの外で大きな音を出し

てはいけない。	

･	 ホール周辺は釘や工具等、周辺の通行や安全の妨げになるものを放置しないこと。		

･	 身障者トイレには、公演中決してものを置かず、使用できるようにしておくこと。	

	

	

＜緊急連絡先＞	

東京大学教養学部学生支援課学生支援係	 	 	 03-5454-6074（９：００～１６：５０）	

東京大学教養学部正門守衛室	 	 	 	 03-5454-6666	

多目的ホール総務部	 関係者連絡先一覧を参考にすること。この資料は毎期の定例会で更新

される。年度や期によって変更があるので、十分注意すること。	

	

多目的ホール総務部	
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多目的ホール	廃材とゴミの廃棄ガイドライン	
	

２０１７年９月２２日	

	

このガイドラインは、多目的ホール総務部および、槌音広場オープンクラフト(通称：叩き場)管理団体であ

る槌音広場オープンクラフト委員会での取り決めに基づいて、多目的ホール使用団体が多目的ホール及び槌

音広場オープンクラフトを適切に使用するためのものである。多目的ホール使用団体は、使用中・使用後に

出るゴミ・廃材について、本ガイドラインを遵守すること。遵守しない団体にはホールの利用に関して罰則

が下される可能性がある。また、このガイドラインは随時変更される可能性がある。	

	

＜廃材について＞	

･	 再利用可能な廃材は極力再利用すること。	

･	 廃棄場所は槌音広場オープンクラフト内南側の大木の東側の廃棄エリア（以下、廃材置き）及び学生会館

横のゴミ集積所（以下、ゴミ集積所）とする。廃材は以下の基準に従って厳密に分別し、整頓して捨てる

こと。特に木材に釘などが刺さったまま廃棄することは厳禁とする。構造物などはすべて一本一本

の廃材になるまでばらしてから捨てること。	

･	 木材(角材)は、バラケないように紐等で結束した後、廃材置きの角材の積んであるエリアに崩れな

いよう整理して積み重ねること。	

･	 木材(板物)は、バラケないように紐等で結束し、廃材置きの板物の積んであるエリアに重ねること。

更にその上に、板物が飛ばない様に重石を載せること。	

･	 20cm 未満の木材や布などは袋に詰め、口を固く縛って廃材置きのゴミ袋の積んであるエリアに捨

てること。特に尖った木材は袋を突き破る原因となるため、袋には入れずに結束して捨てること。	

･	 木材をゴミ集積所に捨ててはならない。	

･	 ダンボールは分別した上でゴミ袋に入れ、ゴミ集積所に捨てること。	

･	 釘・針金等は危険の無いよう容器(ペットボトル等)につめ、密封して不燃ごみとしてゴミ集積所に

捨てること。	

･	 ガラス類は危険の無いように容器に詰め、密封して「ガラス」と明記し、上記と同様に不燃ごみと

してゴミ集積所に捨てること。	

･	 家具など、粗大ごみに相当するものは叩き場に放置せず、各団体で責任をもって廃棄すること。	

･	 製作物も含め、キャンパスプラザ側の軒下部分には放置してはならない。	

･	 ・その他廃材置きに捨てて良いか分からない物や捨て方が分からない物が出た場合は勝手に放置せ

ず、	持ち帰るか、槌音広場オープンクラフトの管理者である槌音広場オープンクラフト委員会に

必ず問い合わせること。	

	

	

＜一般ごみについて＞	

・使用中に出る一般ゴミに関しては、東京大学の基準に従って厳密に分別し、ゴミ集積所に捨てること。	

・特にホール退出時は確実にホール内の一般ごみを廃棄してから退出すること。	

	

	

* 集積場の位置などは２０１７年５月現在のものである。今後、キャンパス計画の変更などに伴いゴミ集積
場の位置が変更になる場合が考えられる。その際には適宜教養学部の指示に従った廃棄をすること。	



多目的ホール 舞台ガイドライン 

２０１８年 8月 29 日 

＜ホール全般＞ 

• ホール内部へのライター等の火気の持ち込みは禁止。 

• ホール内部への飲食物・粉末・本砂の持ち込みの禁止。 

• 煙草やろうそく、火薬などの火気類、水もの、その他ホールや備品に何らかの支障を

きたす恐れがあるものや、スモークマシン・ドライアイスを使用するような、発煙を

伴う演出は、原則として認めない。 

• 備品やホールの状態、使用方法等がわからない場合は、必ず総務部に説明を受け、指

示を仰いでから使用すること。 

• 原則として多目的ホールでのペンキ作業をしてはいけない。但し、止むを得ない場合

は、必ずシートを敷くなどの養生をし、床や備品等が汚れないようにすること。 

• 備品の破損、汚れ等があった場合は速やかに総務部に連絡し、判断を仰ぐこと。使用

前に発見した場合も同様である。ホール退出時の点検において総務部が破損等を発見

した場合は、弁償となることがあるので注意すること。 

• 平台、箱馬、暗幕はホール外部に持ち出してはならない。 

• ２１時から９時の、夜から早朝にかけての時間帯は近隣の住民のご迷惑となるため、

防音されている施設内ホールの外で大きな音を出してはいけない。 

 

＜壁・床＞ 

• 貼ってよいテープは後述の養生テープのみである。 

• 脆いので壁には触れないこと。特に物をぶつけないよう注意すること。また、物を立

て掛けるときは十分に養生すること。 

• 釘を打つなどの壁・床を傷つける行為はしてはならない。 

 

＜平台＞ 

• 貼ってよいテープは、表面が木の色の平台については後述の養生テープのみである。

表面が黒い平台は塗料がはがれるため、養生テープも禁止。 

• 平台に打ってよいのは二寸（65mm）以下の長さの釘のみ。スレッド釘などのネジ釘は

一切使用してはいけない。  



• 基礎平台（表面にくぼみ・穴のある平台）については、框に、天板に対して垂直な角

度から釘を打たないこと。 

 

＜箱馬＞ 

• 貼ってよいテープは後述の養生テープのみである。 

• 打ってよいのは寸二（38mm）以下の釘のみ。 

• 割れやすいので使用には注意し、割れているものは使用しないこと。 

 

＜暗幕＞ 

• テープの使用を一切禁止する。 

• 安全ピンなどの使用禁止。固定に際しては目玉クリップ等を使用し、摩擦で傷がつく

ことがないように使うこと。 

• 汚さないように特に注意すること。（クリーニング代だけで数十万円かかる） 

• 幕が地面や備品などに触れる際には、その面を十分養生すること。 

 

＜鉄パイプ＞ 

• 鉄パイプの使用を希望する団体は使用計画書にその旨を明記すること。また、事前に

別途総務部にしっかりと相談・説明し、経験者の指導のもと行うこと。特に、構造物

を作る等クランプを用いる作業は経験者が行うこと。 

• 小屋の常設のバトンとつなげて使う場合には、必ず小屋のバトンの側に養生をしてか

ら使用すること。 

 

＜その他＞ 

• 空調室には立ち入ってはならない。 

• 脚立の使用には十分注意すること。使用の際は誰かが支えること。 

• 人の頭上で作業しないこと。 

• 養生テープはダイヤテックス社製のパイオランを基本とする。 

• ホリゾント幕の使用を希望する場合、継続使用計画書にその旨を明記し、経験者の指

導の下取り扱うこと。 



• リノリウムカーペットの使用を希望する場合、継続使用計画書にその旨を明記し、経

験者の指導の下取り扱うこと。また、リノリウムテープ以外の貼り付けを原則として

認めない。さらに、釘打ちを認めない。使用後は、元あった状態のように、きつく巻

き直して立てて置きなおすこと。 

• 3Gを舞台部門で使用する場合、紙吹雪等、降らせを使用する場合、継続使用計画書に

その旨を明記すること。また、事前に別途総務部にしっかりと相談・説明すること。 

• 使用期間中は代理責任者ないし責任者が常駐すること。 

• ホール周辺は釘や工具等、周辺の通行や安全の妨げになるものを放置しないこと。  

 

＜片付け＞ 

• 現状復帰が基本。諸備品の配置も必ず元通りにして出ること。 

• 総務部が退出チェックに来た際には、やり直しを指示される場合があるので、作業が

出来るだけの人数が残っている状態で点検を受けること。 

• 床、壁、備品は、釘、テープなどが残っていないか入念にチェックし、新たに破損し

たものがないか確認すること。 

• 使用後、平台はしっかり角をそろえて、１０枚ずつ種類、状況別に積んでおくこと。

その際、壁に接触しないよう注意すること。 

• 使用後、箱馬は一山１０個ずつで積んでおくこと。その際、壁に接触しないよう注意

すること。つかみの数も数えておくこと。 

• 暗幕は使用後に元通りにたたみ、ホール倉庫内の棚のその番号の位置に戻すこと。 

• 暗幕をたたむ際にはごみ等を落とし、汚れ、破損等を、該当番号の暗幕チェックシー

トと照らし合わせてチェックし、新たな不備が見付かった場合は退出点検時に総務部

に報告すること。また、新たに破損等を発見しても勝手に修繕しないこと。使用後、

該当番号の暗幕チェックシートに、使用終了日と団体名を記入すること。 

• 蛇腹カーテン、長机、パイプ椅子は数を数え、元の場所にしまうこと。 

• 長机は、面と面、背と背を合わせ表面に傷がつかないようにすること。 

• パイプ椅子はずれてしまわないように背もたれのところが上下のイスと過不足なく重

なった状態でしまわれているかを必ず確認すること。 

• 楽屋、トイレなど、使用箇所を全て掃除すること。必要に応じ拭き掃除などもするこ

と。 

• ごみを残さないこと。特に、ロビーのゴミ箱の中のごみをきちんと処理すること。 



• ホールを出る際は上記を全て確認して、忘れ物、汚れ等をチェックし、消灯してか

ら、全ての鍵を施錠すること。特に閉め忘れに注意すること。 

 

多目的ホール総務部 舞台班 

 

 



多目的ホール 音響ガイドライン 
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＜多目的ホール全般＞ 

・ホール内部（１Gホール、２G、３G、調光室、倉庫）は飲食禁止。飲食物の通過も禁止。 

・多目的ホール内部（建物全体）は全面禁煙。 

・ホール内部への火器、水気の持ち込み禁止。調光室内は左記に加えて消しゴム、鉛筆を含め粉末も持ち

込み禁止。 

・３Gへは必要のない限り立ち入らない。 

・ホール内部の壁（黒い部分）には極力触らない。物を立て掛けない。 

・２G、３Gの柵には寄りかからない。 

・音響機材やホールの状態、使用方法等が分からない場合は、必ず多目的ホール総務部（以下、総務部と

する）に説明を受け、指示を仰いでから使用すること。これを守らず、事故、破損等が起きた場合は、全

責任を該当団体が負う。 

・備品の破損、紛失等があった場合は速やかに総務部に連絡し、判断を仰ぐこと。使用前に発見した場合

も同様である。多目的ホール退出時の点検において、使用期間中に報告を受けていない破損等を総務部が

発見した場合は該当団体の過失とみなし、全額弁償となるので注意すること。 

 

＜音響責任者＞ 

･ホールの音響設備を使用する際には、音響システムの設営・使用状況および操作を監督し、不適切な使用

による設備の損傷を未然に防ぐことができる音響責任者が必要である。 

・上記監督状態を維持できる場合に限り、音響責任者のオペレーター兼任を許可する。 

･上の＜多目的ホール全般＞の欄にも書いてあるように、該当団体の過失によると見られる備品の損傷があ

れば弁償となることもあり得るので注意すること。 

･音響機材の電源が入っている時には、音響責任者、代理責任者の少なくとも一方が必ず多目的ホール内部

にいるようにすること。 

 

＜音響システム＞ 

Ⅰ．ホール既存システムを使用する場合 

･継続使用計画書の、使用する音響設備の欄の「常設設備」に丸をつけること。 

･自前で音響機材を手配できない団体等向けに、ミキサー-イコライザー-アンプ-ホール内スピーカーから

なるシステムが調光室内に既設として組まれている。 

･操作は調光室備え付けのミキサー（Victor PS-M650）で行う。 

･各団体で用意した音源（PC、音楽プレイヤー等）をミキサーに接続することで、２Ｇスピーカー２対から

音を出すことができるようになっている。 

･（調光室内のミキサー下部にある CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキは現在不調のため使用できない） 

･調光室内の備品のスイッチには①から⑤までの番号が振ってある。立ち上げる際は必ず①～⑤の順にスイ

ッチを入れ、電源を落とす際には逆に⑤～①の順にスイッチを切ること。 

Ⅱ．多目的ホール備品および持ち込み機材を用いてシステムを組む場合･継続使用計画書に持ち込み機材、
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使用する備品、構築するシステムの詳細を記入すること。 

･ホール既存システムと組み合わせて使用する場合は上記Ⅰも参照すること。 

･備品一覧の備考欄に移動不可と書いてある備品の移動は禁止。ただし退出時に完全に元に戻せる場合に限

り、配線のみ変更を認める。変更内容を継続使用計画書の特記事項欄に記入すること。 

・スピーカーは原則１G、２Gで、床に安全に置いてのみ使用を認める。バトンへの吊りなど、その他の使

用を希望する際は必ず総務部員に相談の上、継続使用計画書の特記事項欄に記入すること。 

 

＜機材の使用＞ 

･ケーブルを踏まないこと。また、踏まれないように配線すること。 

･機材・壁・床に直接 貼ってよいテープは下記の養生テープのみである。 

･養生テープは駒場アゴラ劇場にて販売しているダイヤテックス社製のパイオラン（淡緑色）を基本とする

が、一般に養生テープとして売られているものも、特別な場合（使用責任者がそのテープの強度、粘着力

等や貼る場所の耐久性等を把握し、後が残った場合に確実に処理できる場合等）に限り許可する。 

･高所作業に関しては、照明ガイドライン → <多目的ホールの利用・照明作業のガイドライン> → Ⅱ.照

明作業に関する注意事項の欄を参照。 

･電流が流れる状態で 音響機材の移動やケーブルの抜き差しを行わないこと。 

･スピーカーを損傷する恐れがあるので、ピークメータが赤くなるような大音量で出力してはならない。 

･夜間を含め音響機材を使用しないときはこまめに電源を落とすこと。 

･備品一覧に載っていない現在使用できない備品も含め、勝手に修理や改変を行うことは認めない。 

･特に調光室外で音響機材を使用する際は、音響責任者は団体全体に注意を促すこと。 

・スピーカーケーブルを階をまたいで配線する際には十分安全に注意すること。 

 

＜片付け＞ 

･原状復帰が基本。調光室内の原状復帰表を参照のこと。 

･既存システムの電源はすべて切ること。 

･ケーブル類は８の字巻きにして束ねること。 

･清掃を行うこと。必要に応じて拭き掃除を行い、ゴミや埃を残さないようにする。音響機材は水拭きして

はいけない。調光室は掃除機をかける。 

･退出時に総務部の立会いを受ける。備品の不備、破損等があれば報告すること。 

 

＜非常時の対応＞ 

･災害等の非常時には速やかに音響機材の電源を落とし、ホール内部の安全を確保すること。消火器、非常

口 の位置などを把握するなど、特に責任者とオペレーターは団体内で事前に対応等を十分に協議しておく

必要がある。 

※その他疑問等あれば、総務部音響班（別紙連絡先一覧参照）に問い合わせること。 

多目的ホール総務部 音響班 
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多目的ホール	 		照明ガイドライン	 			
	 			

２０１７年９月２２日	 			

	 			

＜照明設備＞	
多目的ホール内の以下の設備を照明設備とし、多目的ホール総務部照明班の管轄とする。				

・	 照明用機材（照明機材表参照）				

・	 １Ｇ、２Ｇにおける照明用設備（電源、バトン等）	 			

・	 ３Ｇ全体	 			

・	 調光室における照明用設備	 			

・	 多目的ホールの倉庫における照明機材用スペース				

・	 水銀灯、蛍光灯等、多目的ホール内部の常設照明				

	 			

＜照明講習会＞		
				多目的ホール総務部主催で、年１回（５月前後）「多目的ホール照明講習会」を開催する。多目的ホールで

照明を扱う者を対象とし、安全に照明作業を行う上での最低限の知識を得ることを目的とする。ホール内照明

作業に携わるには、講習会への参加が原則として必須である。照明講習会に参加していない団体員が照明

作業に従事することは原則禁止のため注意すること。	

また、同時に「多目的ホール照明責任者講習会」を開催する。照明責任者として必要な事項について、責任者

になる可能性のある者を対象として説明する。照明責任者及び代理責任者になる者は責任者講習会への参

加が必須である。代理責任者資格を持つには更に、照明責任者としてのホール利用経験が一回以上な

ければならない。加えて、照明責任者としての初めてのホール利用の際には、代理責任者が多目的ホ

ールに常駐し団体内部での引き継ぎをしっかりと行うこと。	

照明使用時にはガイドラインだけでなく必ず照明講習会資料をあわせて参照すること。			

	 			

＜照明責任者について＞	
				多目的ホール照明設備を使用する際には、照明責任者が必要である。照明責任者または代理責任者は、

多目的ホール使用期間中は常駐する必要がある。多目的ホール総務部が要求する条件を満たす者のみ、照

明責任者として承認する。照明責任者の代理人たる代理責任者に関しても同様。責任能力の判断基準は下記の

通りである。	

				

・	 責任者講習会に出席していること	 			

・	 照明設備、機材について十分な知識があること	 			

・	 適切な照明設計を行うことができること	 			 	

・	 作業時の安全策について十分な知識があること	 			

・	 作業に関して十分な経験があり、作業全体を管理監督できること	 			

・	 多目的ホールにおいて過去に十分な経験を積んでいること	 			

・	 旧責任者の補佐の下で、過去に一度以上照明責任者を経験していること	 	

	

以下の条件は、新規登録団体以外の全ての多目的ホール利用団体に適用される。	

【照明責任者の条件】	

① 照明講習会・照明責任者講習会の両方に参加していること。（一年毎に資格は更新されるため、去年度の

講習会を受けていても条件を満たすとは認められない）	

② 初めて照明責任者となる場合、照明責任者を務めた経験がある者を代理責任者につけること。	
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【照明代理責任者の条件】	

① 照明講習会・照明責任者講習会の両方に参加していること。	（一年毎に資格は更新されるため、去年

度の講習会を受けていても条件を満たすとは認められない）	

② 	過去に照明責任者を務めた経験を持つこと。	

	 			

＜多目的ホール利用・照明作業のガイドライン＞			
Ⅰ．多目的ホール全般	

・	 ホール内部(１Ｇ、２Ｇ、３Ｇ、倉庫、調光室)は飲食禁止。飲食物の持ち込みも禁止。	 			

・	 ホール内部(上記と同様)への水気を含む物及び液体状の物、火気の持ち込みは禁止。加えて調光室では粉

末の持ち込み（消しゴム等、粉の出るものの使用）禁止。				

・	 ホール全体(建物内部全体)は全面禁煙・禁酒。	 			

・	 ２Ｇ、３Ｇには特殊な設備があるため、必要のない限りは立ち入らない。	 			

・	 ホール内の設備、機材には、養生テープ以外のテープは使用禁止。（詳細は舞台ガイドライン参照）	 			

・	 ホ―ル内部の黒色の壁には触らない、物を立てかけない(脆く、はがれやすいため)。				

・	 照明を消灯する場合、ホール内部全体に声をかけ、安全を確認してから消灯する(完全に真っ暗になり非常

に危険)。３Ｇの蛍光灯を消す際なども同様。	 			

・	 使い方の分からない物品には触らない。				

・	 多目的ホール利用時は必ず責任者もしくは代理責任者がホールに常駐する。				

	

Ⅱ．照明作業に関する注意事項		

・	 頭上で作業している下には絶対に入らない。	 			

・	 人がいる上では絶対に作業しない。	 			

・	 使い方の解らない物には触らない。	 			

・	 責任者の指示を聞いたうえで、周囲をよく見て行動する。				

・	 灯体のワイヤーを必ずかける。				

・	 3G での照明作業の際は、必ず安全帯を着用する。	 			

・	 照明を消灯する場合、ホール内部全体に声をかけ、安全を確認してから消灯する(完全に真っ暗になり非常

に危険)。3F の蛍光灯を消す際なども同様。	 			

・	 高所(3G、脚立など)に行く場合、ポケットの中身は全て出し、アクセサリー等も外す(落下防止のため)。	

Ø 眼鏡の落下にも注意。	 			

・	 全体に確認を取ったうえで作業を開始する。	 			

・	 空中で物を受け渡さない。	 			

・	 人の後ろを通る際、物を受け渡す際などは、必ず双方が声に出して確認しあう。	 			

・	 電源ボックス、コ一ド、コネクタは踏まない。	 			

・	 手摺、バトンには体重を乗せない。	 			

・	 キャットウォークやギャラリーの淵など、落下しやすい場所に物を置かない。	 			

	 		

＜定格＞		
・	 総主幹：単相三線３５０Ａ	 				
・	 回路	：１回路３０Ａ	 				
・	 コンセント：ミニＣコネクタ２０Ａ/Ｃコネクタ３０Ａ	 				
・	 操作卓：プリティナＢ型（丸茂電機）	 				
	 			

＜禁止事項＞	 			
・	 配電盤（調光室内）の開閉及び操作。	 				
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・	 調光室での消しゴム等、粉の出るものの使用。	 				
・	 機材、設備への養生テープ（舞台ガイドラインに準ずる）以外のテープ使用。	 				
・	 電球のガラス面、灯体レンズへの素肌での接触（手袋等着用のこと）。	 				
・	 灯体の天地逆転使用。					
・	 ＣＳＱの曲吊り、ロングハンガーでの使用。	 				
・	 スモークマシンの使用。	 				
・	 安全装置（チェーン等）の無い状態での使用。高所でのスタンド、平置きも同様。	 				
・	 異常のある灯体、機材の使用。					
・	 安全帯無着用での３Ｇ照明作業。	 				

・	 非常灯、排煙口、火災報知機など、非常・安全装置の改変。	 				
	 			

＜許可を必要とする事項＞		
・	 持込機材の使用（灯体、特殊効果機材等）。	 			

・	 調光卓、調光器の持込。	 			

・	 パイプ拡張等、常設設備の改変。	 			

・	 ＦＱのバンドアの取り外し等、灯体の改変。	 			

・	 演出上の３Ｇからの落下物の使用（紙吹雪等）。		

・	 設置に専門知識を必要とする備品の使用（ロングハンガー、アイリスシャッター等）。			

・	 S=F でのカラーフィルター並びにフィルタケース使用	

	 			

＜機材の異常・破損等＞		
				使用期間中に機材の破損・紛失等及び異常を発見した場合は即座に総務部（別紙連緒先参照）に連絡する。

	使用方法に問題が無かった場合は総務部での協議によって修理・補充、使用団体に過失があった場合は原則と

して弁償を求める。万一報告せずに放置した場合、弁償に加えて使用上のペナルティを課す場合がある。	 		

異常が生じた機材は十分な知識のない場合修理しようとせず、異常を明示して元あった場所に保管する（コー

ド類に関しては倉庫内所定の場所へ）。	 			

	断球が発生した場合、知識があれば屋内倉庫の予備球を使用して復旧してよい。方法がわからない場合は断球

を明示して保管し、他の灯体を使用するか、総務部に連絡する。	 			

	 			

＜退出＞		
・	 退出時は現状復帰が基本。破損・異常品以外はもとの状態でもとあった位置へ戻す。				

・	 ２Ｇ、３Ｇ、階段室、調光室は丁寧に掃除をする。	 			

・	 非常灯は点灯の状態にしておく。	 			

・	 照明責任者は機材をチェックして照明機材管理表（調光室長机下のファイル）に正確に記入し、配電盤に

貼っておく。				

・	 異常のある灯体、機材を発見した場合は、調光ノー卜とカウント表に記載の上、退出チェック時に報告す

る。				

・	 退出時に総務部の立会いを受ける。	 			

	 			

	 			

多目的ホール総務部	 			照明班	 			
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２０１７年９月２２日	

	

＜プロジェクター本体＞	
･	 ホールにあるプロジェクターは、「NEC	ViewLight	NP-V260JD」である。以下に基本的な性能を記す。	

	

方式 明るさ コントラスト比 液晶パネル画素数 本体サイズ 映像入力端子 

DLP 2600lm 2000：1 800×600 310×247×95（mm) ミニ D-Sub15pin、RCA、S 端子 
	 最大表示色 アスペクト比 対応解像度規格 重量 ↑のうち同梱ケーブル 
	 1677 万色 4:3 VGA～フル HD 2.5kg ミニ D-Sub15pin 

	

･	 プロジェクターは大変高価な機器なため、取り扱いにはくれぐれも注意すること。	

･	 電源の on/off は電源コードを引き抜かず、必ず電源ボタンで行うこと。投射後、ランプが非常に

熱くなっているため、一定時間ファンが回っている。電源コードを抜いてしまうと、このファンも止まっ

てしまい、結果としてランプの消耗を早め、プロジェクター自体が痛む原因となる。	

･	 万が一使用中にランプが切れてしまった場合は、総務部に報告し、ランプを取り替えること。	

･	 勝手な修理・分解等は行わないこと。	

･	 使用の際、プロジェクター付属のシートに使用開始日・使用終了日を記入すること。	

･	 使用開始時・使用中に気づいた異常・欠品の有無などについては総務部に報告し、シート備考欄に記すこ

と。	

･	 ケースに入れ長机の上においておき、退出時、総務部にチェックを受けること。	

	

	

＜プロジェクターの使用＞	
･	 使用場所はホール１Ｇ２Ｇに限定する。	

･	 投射する際には、必ず安定したところに置き、高熱を出す機器のため火災防止として可燃物（テー

プ、段ボール等）が周囲にない状態で使用すること。特に、高熱を出す本体排気口付近に可燃物を近

づけてはならな	い。	

･	 使用中に発煙等が見られた場合は、速やかに使用を止め、総務部員に連絡すること。	

･	 プロジェクターに貼付けてよいのは養生テープに限る。	

･	 粉塵が多い場所など、プロジェクタの損耗を早めるような場所で使用しないこと。	

	

	

多目的ホール総務部	
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多目的ホール	設備・備品について	
	

２０１７年９月２２日	

	

多目的ホールの設備を以下のように区分する。	

	

	

【一般設備】：各部門に属さない設備。使用責任者のもとで使用する。	
【一般設備】は以下の通りである。	

	

一階フロア部分	 ロビー	 楽屋	 楽屋前廊下	 階段室	 倉庫	 パイプ椅子(約 300 脚)	 椅子ラック	 長机	

蛇腹(アコーディオン)カーテン	 座布団（黒）	 出入口マット	 その他掃除用具	

	

	

	【特別設備】：対応する部門責任者がいる場合のみ使用できる。		
【特別設備】は以下の通りである。各部門に区分される。	

	

舞台設備：屋内倉庫（暗幕・ホリゾント幕）	 雑黒幕(屋外倉庫)	 屋外鉄パイプ	 平台	 つかみ	 箱馬	 脚

立	 リノリウムカーペット	 屋内倉庫舞台用備品	

音響設備：二階ギャラリー	 調光室	 屋内倉庫音響用備品	

照明設備：三階キャットウォーク	 二階ギャラリー	 調光室	 屋内倉庫照明用備品	

映像備品：二階ギャラリー	 調光室	 プロジェクター一式	

	

＊多目的ホール設備・備品の多目的ホール敷地外への持ち出しは厳禁とする。	

＊各種ガイドラインで別途定められている設備・備品については指定された運用場所の範囲に従わなければ

なら	ない。また理由なく多目的ホール外部へ持ち出すことを禁ずる。	

＊舞台用備品・照明用備品・音響用備品の詳細は各備品リストを参照すること。	

	


