
 

あいち電子自治体推進協議会オープンデータカタログ利用規約 

 

あいち電子自治体推進協議会オープンデータカタログ利用規約（以下、「本規約」という。）は、「あいち電

子自治体推進協議会オープンデータカタログ（http: //www.e-aichi.jp/）において公開されるウェブペー

ジ。以下、「当 Web ページ」という。）の利用に際しての規約です。当 Web ページでは、あいち電子自治体

推進協議会（以下「当協議会」という。）に参加する団体（愛知県及び県内市町村(名古屋市除く)）が

所管する情報の保有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 Web ページをご利

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 Web ページへのリンクは、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Webページ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Webページ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Webページ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 Web ページに掲載されているリンク先の情報（文章、写真、イラスト等）は、情報掲載団体の著作

権の対象となっています。また、当 Web ページ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 Web ページ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【当協議

会や情報掲載団体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。 

 

 (2) 当Webページの掲載されているライセンス表記は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0国際の

もと記載されておりますが、利用にあたっては、リンク先に存在する情報提供団体の利用規約等に基づき利用

して下さい。情報掲載団体の利用規約等は別表１に記載。 

 また、情報掲載団体の利用規約がない場合の、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。（【 】内の部分は情報掲載団体名を利用者において記載してください。） 

 

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】、【情報提供元の市町村名】、【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 4.0国際

（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja） 

議題６ 資料 6_1 
議題６ 資料 6_1 

資料 3_4 
資料 3_4 



 

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】、【情報提供元の市町村名】、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表

示 4.0国際（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 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/licenses/）を御参照く

ださい。 

 

 

４ 免責事項について 

 

(1) 当協議会では、当 Web ページ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 Web

ページに掲載されている情報は、当協議会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、当協議会はその責任を負いません。 

 

(2) リンク先コンテンツの中には、第三者（情報提供元の市町村以外をいう。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Webページ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Webページ上の全

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 Web ページのアドレスは、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 Web

ページ上の掲載情報の改変・削除や当 Web ページ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、当協議会はその責任を負いません。 

 

(4) 当協議会は、当 Web ページの保守、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 Web ページ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) 当協議会は、当 Web ページ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、当協議会は一切責任を負いません。 

 

 

５ 当協議会への補償 

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

の対応に関連して当協議会に費用が発生（賠償金の支払いを含む。）した場合には、利用者は当該費用

を当協議会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、当協議会 までご連絡ください。 

 

 

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。 

当協議会と利用者の間で、当 Web ページ、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 情報掲載団体の利用規約 

 

団体名 利用規約掲載先 団体名 利用規約掲載先 

愛知県 
http://www.pref.aichi.jp/life/7/ 

岩倉市 
http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002334.ht

ml 

豊橋市 http://www.city.toyohashi.lg.jp/16399.htm 豊明市 http://www.city.toyoake.lg.jp/2919.htm 

岡崎市 

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1553/2080

00/p015630_d/fil/opendata-kiyaku.pdf 日進市 

http://www.city.nisshin.lg.jp/dbps_data/_materi

al_/_files/000/000/021/996/riyoukiyaku.pdf 

一宮市 
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/opendata/1

010817/1010820.html 
田原市 

― 

瀬戸市 ― 愛西市 ― 

半田市 
http://www.city.handa.lg.jp/kikaku/shise/johos

eisaku/opendata/opendata.html 
清須市 

― 

春日井市 

http://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/gyousei/jo

uhoukoukai/opendata/opendatariyoukiyaku.ht

ml 

北名古屋

市 

― 

豊川市 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiun

ei/johokasuishi/torikumi/opendata.files/openda

ta_riyoukiyaku.pdf 

弥富市 

― 

津島市 ― みよし市 ― 

碧南市 
http://www.city.hekinan.lg.jp/material/files/gr

oup/3/opendatakiyaku.pdf 
あま市 

― 

刈谷市 ― 長久手市 ― 

豊田市 
― 

東郷町 
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/kikaku/toukei/c

housei/toukei/od/od2.html 

安城市 ― 豊山町 ― 

西尾市 
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/10,0,

105,686,html 
大口町 

― 

蒲郡市 ― 扶桑町 ― 

犬山市 
https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/toukei

/1004741/index.html 
大治町 

― 

常滑市 ― 蟹江町 ― 

江南市 
http://www.city.konan.lg.jp/chiiki_kyodo/open

data/opendata.html 
飛島村 

― 

小牧市 
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyous

ha/opendata/index.html 
阿久比町 

― 

稲沢市 

― 

東浦町 

http://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/gyosei/opendata/147366386786

4.html 

新城市 ― 南知多町 ― 

東海市 ― 美浜町 ― 

大府市 ― 武豊町 ― 

知多市 
http://www.city.chita.lg.jp/docs/20160524000

62/ 
幸田町 

― 

知立市 
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/opendata

/1451813538835.html 
設楽町 

― 

尾張旭市 
http://www.e-aichi.jp/files/opendata_kiyaku.p

df 
東栄町 

― 

高浜市 ― 豊根村 ― 
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