
ご利用規約（一般でご利用になるお客さま向け） 

 

本規約は、飛騨市役所地域振興課（以下「当市」といいます）が企画・運営するヒダスケ

―飛騨市関係案内所―（以下「本サービス」といいます）のご利用にあたって、利用条件

等を定めたものです。 

 

本サービスを通じてプログラム提供者登録を行ったプログラム提供者（以下「プログラム

提供者」といいます）とプログラム提供者とマッチングを受けるためにプログラムの申込

ないし問合せをしたユーザーは、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなさ

れます。 

 

第 1 条 規約 

 

1．本サービスに関しては、本規約、その他当市が定める規約等（以下「本規約等」といい

ます）によって、その利用条件が規定されています。その他当市が定める規約等は名称に

よらずに本規約等の一部を構成します。本規約等は、ユーザーによる本サービスの利用の

一切に適用されます。 

 

2．ユーザーは本規約等に従い、本サービスを利用するものとします。また、ユーザーが本

規約等に同意しない場合は、速やかに本サービスの利用を停止し、当市が定める手続きに

従って本サービスを解約するものとします。 

 

第 2 条 本サービスについて 

 

1．本サービスは、ユーザーと地域で活動するプログラム提供者をマッチングする機会を提

供するサービスです。それによって起こった結果はユーザーとプログラム提供者それぞれ

の主体的な判断と自己責任に委ねられています。 

 

2．ユーザーは、プログラム提供者と自己の責任で必要な契約等（以下「契約等」といいま

す）を締結するものとします。 

 

3．ユーザーは、契約等に関しプログラム提供者との間で何らかの連絡、交渉等が必要な場

合には、直接プログラム提供者と行うものとし、当市は関与しないものとします。 

 

第 3 条 登録について 

 



1．当市は、本サービスを利用する各ユーザーを識別するための文字列を設定することがあ

ります。 

 

2．ユーザーが本サービスを利用するには、本サービスにおいて名前、居住地・勤務地、メ

ールアドレス、職業、スキル、パスワード等の登録、又は当市が指定する第三者の発行す

る ID 及びパスワードを求められることがあります。 

 

3．当市は、本サービスを利用するにあたり登録した情報（以下「登録情報」といいます）

が以下に該当すると判断した場合、当該ユーザーによる登録を承認しないこと、当該登録

を削除すること又は当市が適切と判断する措置を講ずることがあります。 

 

（1）登録情報が第三者に嫌悪感を与える等の公序良俗に反する表現を含んでいる場合 

 

（2）本規約等に違反したことがある者からの利用登録である場合 

 

（3）本規約等に違反したことがある者からの招待による利用登録である場合 

 

（4）虚偽又は第三者になりすますことを目的としている場合 

 

（5）当市の判断により､新規の利用を制限している場合 

 

（6）前各号以外で、当市が不適切な利用であると判断する場合 

 

4．当市は、当市の運営上の判断でユーザーに対して、登録情報に基づきユーザー確認を実

施する場合があります。 

 

5．ユーザーは、登録情報に変更があった場合には、速やかに当市所定の方法で変更の届出

をするものとします。 

 

6．前項の届出がないことによって、第三者が不利益又は損害を被った場合は、当該ユーザ

ーがその損害を賠償するものとします。 

 

7．登録情報のうち予め当市がユーザーに開示した範囲内でプログラム提供者が閲覧するこ

とがあります。 

 

8．当市は、本サービスへの最終アクセス日時から一定期間が経過しているユーザーの登録



を、当市の判断でユーザーに通知することなく削除出来るものとします。 

 

9．ユーザーは、登録情報について、自己の責任の下、登録及び管理するものとします。 

 

10．当市は、ユーザーが登録情報を失念、削除、不正確又は虚偽であったためにユーザー

が被った不利益及び損害に関して、責任を負わないものとします。 

 

11．ユーザーは、当市の事前の同意なく登録情報を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、

売買、質入、公開等をすることはできません。 

 

12．当市は、登録情報によって本サービスの利用があった場合、利用登録を行ったユーザ

ー本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果、有償サービスの

利用に伴う利用料金の支払等の一切の責任については、利用登録を行ったユーザー本人に

帰属するものとします。 

 

13．ユーザーによる登録情報の管理が不十分であったために第三者が登録情報を不正使用

した場合、ユーザーに不利益又は損害が生じても、当市は責任を負わないものとします。 

 

14．前項の第三者の不正使用により、当市又は第三者に損害が生じた場合、ユーザーは当

市及び損害を被った第三者に対し、損害を賠償するものとします。 

 

15．ユーザーは、登録情報を第三者に不正に使用される可能性がある場合は、速やかに当

市に通知するものとします。 

 

第 5 条 本サービスの修正等 

 

当市は、当市の都合により、ユーザーに通知することなく、いつでも任意の理由で本サー

ビスについて修正、追加、変更、中断、終了、運営を第三者に委託、又は本サービスを第

三者に譲渡することができます。この場合、ユーザーに発生した損害について、当市は一

切の責任を負わないものとします。 

 

第 6 条 個人情報について 

 

1．当市は、ユーザーから取得した個人情報の保護に最大限の注意を払います。 

 

2.  本サービスにおいて、当市が、複数のユーザー間でメッセージの投稿、掲示板への投稿



又はユーザーとプログラム提供者間でメッセージ投稿を行う機能を設定した場合、ユーザ

ー自身が投稿した個人情報、他のユーザーが投稿した当該ユーザーに関する個人情報又は

プログラム提供者が投稿した当該ユーザーに関する個人情報が、他のユーザー、プログラ

ム提供者又は第三者に知られることとなり、また利用されることになったとしても、当市

は一切の責任を負いません。 

 

3．当市は、ユーザーの個人情報を以下の目的で利用することができるものとし、ユーザー

は予めこれに同意するものとします。 

 

（1）本サービス実施、アフターサービス、問い合わせのため 

 

（2）本人確認のため 

 

（3）料金請求のため 

 

（4）本サービスに関するお知らせ、その他の当市のサービスに関する情報の提供のため 

 

（5）プログラム提供者の商品又はサービスに関する情報を提供するため 

 

（6）第三者の商品又はサービスに関する広告を提供するため 

 

（7）アンケート、懸賞、キャンペーンの実施のため 

 

（8）マーケティング調査、統計、分析のため 

 

（9）規約、条件、ポリシーの変更等の通知を連絡するため 

 

（10）その他当市が運営する各サービスにおいて定める目的のため 

 

4．当市は、個人情報の取扱い業務の一部を他社に委託する場合があります。 

 

5．当市は、以下の場合には、ユーザーの個人情報を第三者に提供することができるものと

し、ユーザーは予めこれに同意するものとします。 

 

（1）個人情報の開示、利用についてユーザーの同意がある場合 

 



（2）ユーザーが希望するサービスを提供するために、プログラム提供者又は第三者に対し

個人情報の開示が必要と認められる場合 

 

（3）当市又は第三者の広告、サービス等に関する情報を、ユーザーに送信する場合 

 

（4）本サービスの向上、当市の事業開発、マーケティング等の目的で登録情報を集計又は

分析等する場合 

 

（5）個人情報の取扱業務を他社に委託する場合 

 

（6）裁判所、検察庁、警察又はこれらに準ずる権限を有する公的機関から正当に開示を求

められた場合 

 

（7）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

 

（8）人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合 

 

（9）公衆衛生の向上又は青少年の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 

 

（10）合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して

開示する場合 

 

6．当市は、個人情報を、個人情報保護管理者の統括の下、管理します。 

 

7．ユーザーは、個人情報に関する利用目的の通知、開示、内容の訂正/追加/削除、利用の

停止、消去又は第三者への提供停止の請求を個人情報保護方針に記載された方法によりお

こなうことができます。 

 

8．個人情報の登録は任意ですが必要な個人情報を登録頂けない場合は、本サービスの利用

に支障が発生する場合があります。 

 

9．その他、当市のプライバシーに対する考え方の詳細については、 プライバシーポリシ

ー を参照してください。https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/3/833.html 

 

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/3/833.html


第 7 条 同意事項 

 

1．プログラム提供者は、第 3 条第 7 項に基づき閲覧した登録情報に基づきユーザーに当市

が別途定める方法により連絡できるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。 

 

2．当市は、ユーザーの青少年の健全な利用を推進、ユーザーの第 8 条の禁止行為等本規約

の遵守状況の確認及び本サービスの改善、向上を目的として、ユーザーが投稿した情報全

て(以下、「投稿情報」といいます)の内容を閲覧及び記録をすることができるものとし、ユ

ーザーはこれに同意するものとします。 

 

3．当市は、本サービスに当市又は第三者の広告を掲載することができるものとし、ユーザ

ーはこれに同意するものとします。 

 

4．当市は、投稿情報の内容を確認し、法令・利用規約・公序良俗等に反する、青少年の健

全な利用に反する又はその他不適切な利用であると当市が判断した場合には、ユーザー又

は第三者が当該投稿情報等の内容を閲覧する前か否かに関わらず、当該投稿情報等の全部

若しくは一部を削除、停止、あるいは裁判所・警察等の公的機関に開示・提供する等の当

市が適切と判断する措置を行うことができるものとし、ユーザーはこれに同意するものと

します。 

 

5．当市は、本条第 2 項の目的の実現のために、投稿情報の内容を、個人を特定する情報を

削除し、機密保持契約を締結した上で、業務提携している会社及び監視会社等に内容を公

開することができるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。 

 

6．ユーザーは、本サービスのリンク等を通じて当市以外のサービスを利用する場合、ユー

ザーの責任で利用するものとし、これに同意するものとします。 

 

7．ユーザーは、プログラム提供者と契約等について直接契約を締結するものとし、プログ

ラム提供者の契約につき全ての責任を負うものとします。万が一問題が発生した場合には、

当該ユーザーによる自己の費用と責任において解決するものとし、当市は何ら関与しない

ものとします。 

 

8．当市は、ユーザーが本サービス及び本サービスによって表示される広告等を閲覧、利用

等したことによって得られた個人を特定しない情報を集計、分析し、その結果を、当市、

広告を本サービスに提供している第三者及び当市と業務提携している会社の事業開発、マ

ーケティング、本サービスの改善・向上等の目的で利用することに、ユーザーは同意する



ものとします。 

 

9．ユーザーが、本サービスを利用することにより、当市又は他のユーザー等の第三者に対

し損害を与えた場合、 ユーザーは自己の費用と責任において生じた損害の一切を賠償する

必要があることに予め同意するものとします。 

 

第 8 条 禁止行為 

 

1．ユーザーは、以下の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。 

 

（1）法令又は公序良俗に反する行為 

 

（2）犯罪行為の全部又は一部をなす行為 

 

（3）暴力的、グロテスク、その他一般的に不快を感ずる文章、画像、図画、イメージ、そ

の他の表現及び情報等の投稿する行為 

 

（4）ストーキング行為を行う等の第三者に対する嫌がらせ行為 

 

（5）他のユーザー又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその信用、名誉、プライバ

シー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為 

 

（6）当市又は第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上もしくは営

業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施権等の権利を侵害する行為 

 

（7）他のユーザー又は第三者の個人情報を投稿又は掲載する行為 

 

（8）わいせつな表現、アダルト画像・図画、又は露出度の高い画像・図画を投稿する行為 

 

（9）アダルトサイト、出会い系サイト、年齢制限を有するサイト等への誘導、リンクさせ

る行為 

 

（10）政治的活動、宗教活動、宗教団体への勧誘する行為 

 

（11）異性交際を求める/求めに応じる等の不適切な交際を促進する行為 

 



（12）登録情報において、実在する第三者の人物・団体名などを登録する行為 

 

（13）虚偽又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

 

（14）1 つのユーザー資格を複数人で利用する/1 人で複数のユーザー資格を保有する行為 

 

（15）本サービスを当市の許可なく商用利用する行為 

 

（16）連鎖講（マルチ商法、ねずみ講、マルチまがい商法）などに類する勧誘・取引行為 

 

（17）他本サービスに関する一切の事由について、売買する行為 

 

（18）本サービスのサーバー又はネットワークに著しく負荷をかける行為 

 

（19）チートツール、BOT、その他の技術を利用して本サービスを不正に操作する行為 

 

（20）本サービスに発生した不具合を意図的に利用する行為 

 

（21）ジェイルブレイク等、端末に対して改変を行った状態での本サービスへのアクセス

行為 

 

（22）本サービスの全部又は一部を複製もしくは改変する行為、又は逆コンパイル等のリ

バースエンジニアリングをする行為 

 

（23）本サービスを第三者に再配布する行為 

 

（24）本サービスに関するウェブサイト上の情報を改ざん、又は消去する行為 

 

（25）無差別にメール送信、コミュニティ参加依頼、メッセージ投稿する行為 

 

（26）他のユーザー又は第三者をコンピューター・ウイルスに感染させる行為 

 

（27）その他当市が不適切と判断する行為 

 

2 当市は、ユーザーが前項各号の行為を行った又は本規約に違反した場合、当該ユーザー

の本サービスの利用制限、利用停止、利用禁止、投稿情報の削除、登録情報の削除等の当



市が適切と判断する措置を行うことができるものとします。 

 

3．本条第 1 項各号の行為をユーザーが行うこと、又は受けることによって、他のユーザー

又は第三者との間でトラブルが生じた場合、当該ユーザーは、自己の責任と費用において

これを解決し、当市は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 9 条 免責事項 

 

1．ユーザーは、自己責任において本サービスを利用するものとします。当市は、本サービ

スを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

2．ユーザーは、ユーザー自身の責任において本サービスの更新データを利用するものとし

ます。当市は、ユーザーが本サービスに関する更新データの更新を行い、又は行わなかっ

たことに関する一切の行為及びその結果について一切の責任を負わないものとします。 

 

3．当市は、本サービスに関する稼働状況、保守、機能修正、バグ等の補修、ユーザーの技

術的サポート等について、一切の責任を負わないものとします。 

 

4．当市は、ユーザーによる本サービスの不正利用又は不適切な利用について監視する義務

を負わないものとします。 

 

5 当市は、本サービス及び本サービスに関連して提供されるデータ（ユーザーによるメッ

セージ投稿及び掲示板への投稿を含む）について、完全性、正確性、信頼性、有用性、合

法性、道徳性等に関する保証を含め、一切の責任を負わないものとします。 

 

6．当市は、本サービスのユーザーの利用履歴、登録情報、個人情報等の一切のデータ等を

保存する義務を負わないものとします。 

 

7．本サービス上にて掲載された広告の内容はすべて広告主が責任を負い、本サービス上も

しくは遷移先問わず当該内容について真偽の判断はユーザーの自己責任において行うもの

とし、当市はそれによって生じた事項について、一切の責任を負わないものとします。 

 

8．当市は、本サービス及び提携先又は広告主等を含む第三者のウェブサイトからのダウン

ロードやコンピューター・ウイルス感染等により発生した損害について、賠償する義務を

一切負わないものとします。 



 

9．ユーザーとプログラム提供者との間で生じたトラブルについては、ユーザーは自己の責

任で解決しなければならず、当市はこれらのトラブルに関して、一切の責任を負いません。 

 

10．当市は、本サービスに関するシステム障害、通信障害、停電、火災、自然災害、戦争、

内乱、暴動、労働争議等の発生により本サービスの正常な運営が不能となった場合であっ

ても、それによってユーザーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 10 条 プログラム提供者とのトラブル 

 

プログラム提供者とユーザーとの間で生じた契約等で生じたトラブルについては、ユーザ

ーは自己の責任で解決しなければならず、当市はこれらのトラブルに関して、一切の責任

を負いません。 

 

第 11 条 知的財産権の帰属 

 

1．本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権等（著作権法第 27 条及び第

28 条に規定する権利を含む。以下総称して「知的財産権」という）は、当市又は正当な権

利を有する第三者に帰属します。 

 

2．ユーザー自身が本サービス内に投稿・公開したコメント、テキスト、画像等（以下、「画

像等」といいます。）についての知的財産権は当該ユーザーに帰属しますが、それが一般の

ユーザーにも閲覧可能な状態で公開されている場合、当市はこれを当該ユーザーの許諾な

く当市が定める目的のために使用できるものとします。 

 

第 12 条 料金と報酬 

 

1．本サービスは、当市が別途有償サービスを提供する場合を除き、原則として無料で提供

されるものとします。 

 

2．プログラム提供者提供の契約等の料金や報酬については、各プログラム提供者が市との

協議の上別途定めるものとします。 

 

第 13 条 ユーザーへの通知 

 

1．当市からの通知を、本サービス上に表示することにより行う場合は、当市が本サービス



上 

 

に通知を表示したときに、ユーザーに通知が到達したものとみなします。 

 

2．当市からの通知を、当市に登録されたメールアドレス等に送信することにより行うこと

があります。その場合は、通常到達すべきときに、ユーザーに通知が到達したものとみな

します。 

 

3．当市からの通知を、プッシュ通知により行う場合は、通常到達すべきときに、ユーザー

に通知が到達したものとみなします。 

 

第 14 条 権利義務の譲渡の禁止 

 

ユーザーは、本サービスに関するユーザー資格、ユーザー資格に基づく権利・義務の一切

を、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。 

 

第 15 条 利用停止等 

 

1．当市は、以下の各号に掲げる場合は、ユーザーに事前に通知又は催告することなく、本

サービスの利用制限、又は利用停止させることができるものとします。 

 

（1）当市が別途定める期間本サービスを利用しなかった場合 

 

（2）ユーザーによる本サービスを含む当市のサービスの利用に関し他のユーザー又は第三

者から当市にクレーム、請求等がなされ、かつ当市が必要と認めた場合 

 

（3）ユーザーが当市の有償サービス又はプログラム提供者の契約等の料金を支払わない場

合 

 

（4）ユーザーが反社会勢力に該当しもしくは該当していたことが判明した場合 

 

（5）本サービスの保守のために必要な場合 

 

（6）本サービスのシステムに不具合があった場合 

 

（7）その他本規約等に違反する行為があった場合 



 

2．当市はユーザーに対して、前項の措置を講じた理由を開示する義務を負わないものとし

ます。 

 

3．ユーザーが第 1 項各号（第 1 号、第 5 号、第 6 号を除く）のいずれかに該当することに

より当市が損害を被った場合、当市は当該ユーザーに対して損害の賠償を請求できるもの

とします。 

 

第 16 条 規約の改定について 

 

当市は、ユーザーの了解を得ることなく本規約等を変更できるものとします。この場合、

当市が別途定める場合を除き、変更後の規約は本サービス上に表示した時点より効力を生

じるものとします。 

 

第 17 条 本規約の有効性 

 

1．本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合には、本規約のうち、当市の

損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。 

 

2．当市は、前項において、ユーザーに発生した損害が債務不履行又は不法行為に基づくと

きは、当該ユーザーが直接かつ現実に被った損害を上限として、当該ユーザーから受領し

た料金の範囲で損害賠償責任を負い、特別損害については責任を負わないものとします。 

 

3．本規約が法令に違反する場合、本規約のうち法令に違反する条項のみが無効であり、そ

の他の条項は有効に存続するものとします。 

 

4．本規約が特定のユーザーとの関係で、一部無効、もしくは取り消しになった場合でも、

本規約は他のユーザーとの関係では有効であるとします。 

 

第 19 条 準拠法・裁判管轄 

 

1．本規約は、日本法に従って解釈されます。 

 

2．当市とユーザーとの紛争については、日本法を準拠法とし、訴額に応じて東京簡易裁判

所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 



3．当市及びユーザーとの紛争については、国際物品売買契約に関する国連条約が適用され

ないことを合意します。 

 

2020 年 4 月 1 日 制定 

 


