東浦町オープンデータ利用規約
東浦町オープンデータ利用規約（以下、「本規約」という。）は、「東浦町
オープンデータカタログ サイト及び東浦町画像オープンデータ （http://op
endata.town.aichi-higashiura.lg.jp/及び http://open-imagedata.town.a
ichi-higashiura.lg.jp/において公開されるウェブサイト。以下、「当サイ
ト」という。）の利用に際しての規約です。当サイトでは、東浦町（以下「本
町」という。）が所管する情報の提供サービス（以下「サービス」という。）
を行っています。当サイトをご利用の際には本規約に従っていただくようお
願いします。
１

利用に当たって
サービスのご利用をもって本規約の内容を承諾いただいたものとみな
します。
また、本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されるこ
とがありますので、サービスのご利用に際しては、本ページで利用規約の
最新の内容を確認してください。

２

リンクについて
当サイトへのリンクは、原則自由です。ただし、各情報においてリンク
の制限等の注記がある場合にはこの限りではありません。
また、リンク元サイトのコンテンツが、公序良俗に反するもの、法令等
に違反し又は違反するおそれがある内容を含むものと認められる場合に
は、リンクはお断りします。
なお、リンクの設定をされる際は、以下のことを守ってください。
（１）当サイトへのリンクである旨を明示する（許可や連絡は必要ありませ
ん）。
（２）当サイトが他のホームページ中に組み込まれるような設定はしない。
３

知的財産権の取扱い
サービスの利用者は、当サイトで提供されている情報等に関する以下の
事項について理解した上で、第三者の知的財産権を尊重するものとし、情
報等の取扱いについては慎重な配慮を行うようにしてください。
（１） 当サイ トに 掲載 され ている 個々 の情報 （ 文章、 写真 、イラ ス ト等 ）
は、 著作 権の 対象 と なっ てい ます 。ま た 、当 サイ ト全 体も 編 集著 作物
とし て著 作権 の対 象 とな って いま す。 著 作権 は、 日本 国著 作 権法 およ
び国際条約により保護されています。
利用者が、 当サイト に掲載され ているコ ンテンツを 編集・加 工して
作成した情報を、あたかも本町職員が作成したかのような態様で公
表・利用することは禁止します。
なお、数値 データ、 簡単な表・ グラフ等 のデータは 著作権の 対象外
です ので 、ラ イセ ン スと して 、ク リエ イ ティ ブ・ コモ ンズ ・ ライ セン
スの 表記 があ る場 合 でも 、こ れら のデ ー タに つい ては ライ セ ンス の適
用はなく、自由に利用できます。
（２） 当サイトの内容（掲載されている情報を含む。）に存在する著作物の
著作 権は 、注 があ る もの を除 いて 、ク リ エイ ティ ブ・ コモ ン ズ・ ライ
センス表示 2.1 日本または表示 4.0 国際のもとでライセンスされてい
ます。

各著作物 の利用 に当 たっては 、次の とお りクレジ ットを 明記 してく
ださい。（【 】内の部分は利用者において記載してください。）
（例１）ライセンスされている著作物を改変せずにそのまま複製して利用
する場合
【ライセンスされている著作物のタイトル】、東浦町 、【その他の著作権
者】、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示 2.1 日本または表示
4.0 国際
（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）または
（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja ）
（例２）ライセンスされている著作物を改変して利用する場合
この【作品、アプリ、データベース等】は、以下の著作物を改変して利
用しています。
【ライセンスされている著作物のタイトル】、東浦町、クリエイティブ・
コモンズ・ライセンス表示 2.1 日本または表示 4.0 国際
（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）または
（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja ）
なお、ライセンスの URL は文字で記載するのではなく、「クリエイテ
ィブ・コモンズ・ライセ ンス表示 2.1 日本」または「表示 4.0 国際」の
文字部分等にハイパーリンクを貼る方法で提供することも可能です。
※ クリエイティブ ・コモンズ・ライセ ンスについては、ク リエイティ
ブ・コモンズ・ジャパンのサイト（ http://creativecommons.jp/licens
es/）をご参照ください。
４ 免責事項について
（１） 本町で は、 当サ イト に掲載 する 情報に つ いて様 々な 注意を 払 って 掲
載し てい ます が、 そ の内 容の 完全 性・ 正 確性 ・有 用性 ・安 全 性等 につ
いて は、 いか なる 保 証を 行う もの では あ りま せん 。ま た、 当 サイ トに
掲載 され てい る情 報 は、 本町 の活 動に 関 する 情報 の一 部で あ って 、そ
の全てを網羅するものでもありません。
サービス を利用し た こと、利 用できな か ったこと 、サービ ス に掲載
され てい る情 報に 基 づい て利 用者 が下 し た判 断お よび 起こ し た行 動に
より 、い かな る結 果 が発 生し た場 合に お いて も、 本町 はそ の 責任 を負
いません。
（２） コンテ ンツの 中には 、第三 者（ 本 町以外 の者 を いう。 以下、 同じ 。）
が著作権その他の権利（肖像権・パブリシティ権等。）を有している場
合があります。
第三者権 利を含む コ ンテンツ について は 、出典の 記載等に よ り第三
者が 権利 を有 して い る部 分を 明示 して い るも のも あり ます が 、明 確に
明示 して いな いも の もあ りま す。 特に 権 利処 理済 であ るこ と が明 示さ
れて いる 場合 を除 き 、利 用す る場 合は 、 利用 者の 責任 で、 当 該第 三者
から許諾を得る等、確認を行ってください。
（３） 当サイ ト上 の全 ての 掲載情 報は 、あく ま でも掲 載時 点にお け る情 報

であ り、 当サ イト 上 の全 ての 掲載 情報 に つい て、 事前 に予 告 する こと
なく 名称 や内 容等 の 改変 や削 除、 サー ビ スの 停止 を行 うこ と があ りま
す。
また、当 サイトの ア ドレスは 、トップ ペ ージを含 めて事前 に 予告な
く変 更す る場 合が あ りま す。 当サ イト 上 の掲 載情 報の 改変 ・ 削除 や当
サイ トの アド レス 変 更に より 発生 する リ ンク 切れ 等表 示に 関 わる 不具
合そ の他 の一 切の 影 響や 利用 者の 皆様 に 発生 する 損害 につ い て、 本町
はその責任を負いません。
（４） 本町 は 、当 サイ トの 保守、 火災 ・停電 そ の他の 自然 災害・ ウ イル ス
や第 三者 の妨 害行 為 等に よる 不可 抗力 に よっ て当 サイ トに よ るサ ービ
スが 停止 した こと に 起因 して 利用 者に 生 じた 損害 につ き、 一 切責 任を
負いません。
（５） 本町は、当サイトからリンクされているサイト（以下、「リンク先サ
イト」という。）について、その掲載情報の正確性、合法性等を保証す
るも ので はあ りま せ ん。 万一 、リ ンク 先 サイ トの 利用 につ き 問題 が生
じた 場合 、そ の責 任 はリ ンク 先サ イト が 負っ てい ます ので 利 用者 自身
の責任で対処してください。
（６） 利用者 によ るサ ービ スの利 用、 サービ ス への接 続、 利用者 の 本規 約
違反 もし くは 利用 者 によ る第 三者 の権 利 侵害 に起 因又 は関 連 して 生じ
た全 ての 苦情 や請 求 につ いて は、 利用 者 自身 の費 用と 責任 で 解決 する
ものとし、本町は一切責任を負いません。
５

本町への補償
利用者の本規約違反もしくは利用者による第三者の権利侵害に起因又
は関連して生じた苦情や請求への対応に関連して 本町に費用が発生（賠償
金の支払いを含む。）した場合には、利用者は当該費用を 本町へ補償する
ものとします。

６

利用規約違反への対応
本規約に違反するような行為等を発見された場合には、本町ホームペー
ジのお問い合わせフォームよ りご連絡ください。

７

その他
本規約は、日本国法に従って解釈・適用されるものとします。
サービスのご利用に関して現時点では利用料金を請求していません。
本町と利用者の間で、当サイト、サービス又は本規約に関して紛争が生
じた場合には、相互が満足できる解決を図るため誠実に対応することとし
ます。
なお、上記対応により解決がなされず、司法的判断を求める場合には、
日本国名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

８

使用言語
利用上の手続きおよびお問い合せ等は、日本語で行うこととします。

