利用規約
第１条 利用規約
この利用規約は北海道中央地域安全安心協議会（以下、「当協議会」）
が運営する児童見守りシステム（以下、「当システム」と総称）をご利用す
るにあたって、利用者の責務及び遵守しなければならない事項を定める
ものです。
第２条 規約の範囲及び変更
１ 本規約は、当システムを利用する児童の保護者及び教職員、その他
一切の利用者（以下、「利用者」と総称）の全てに適用されます。
２ 利用者は、当システムにアクセスするなど当システムを利用した場合
に、本規約の適用を受けることについて承諾したものとみなします。
３ 当協議会は、利用者の承諾を得ることなく本規約を変更することがで
き、利用者は変更後の規約の適用を受けるものとします。
第３条 ユーザーＩＤ・パスワード
１ 利用者が当システムを利用する場合には、ユーザーＩＤおよびパスワ
ードが必要になります。
２ ユーザーＩＤとパスワードは、第三者に使用させてはいけません。
３ ユーザーＩＤ及びパスワードについては、利用者自身が管理する責任
を負い、漏洩、不正使用または前項に違反したことなどにより、利用者
が損害を被った場合であっても、当協議会は一切責任を負いません。
４ 利用者は、ユーザーＩＤが第三者に使用されたと思われる場合または
ユーザーＩＤとパスワードが第三者に漏洩したと思われる場合には、た
だちに当システム内でユーザーＩＤ及びパスワードを変更する必要があ
ります。
第４条 コンテンツの著作権・無断使用の禁止
１ 当システムに掲載されているお知らせ、イラスト及び写真等の画像の
一切（以下「コンテンツ」）に関して、利用者は無断で複製・保存したり、
印刷したりすることはできません。
２ 当システムにおいて利用者がお知らせの掲載・メールの配信を行った
内容に関する著作権については、掲載・配信を行った時にその一切が
当協議会に譲渡されるものとし、当協議会は、お知らせの掲載内容・メ
ールの配信内容（以下、「利用者提供コンテンツ」）を必要なときに利用
することができます。ただし、当協議会は、利用者提供コンテンツを、そ
の提供した利用者自身が利用することを許諾するものとします。
３ 利用者は、利用者提供コンテンツについて、当協議会及び当協議会
が指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
第５条 利用者提供コンテンツに対する利用者の責任
１ 当協議会は、利用者提供コンテンツについて、利用者その他の第三
者に対し、その内容の信頼性、真実性または適法性を保証するもので
はありません。利用者は、利用者提供コンテンツの内容の信憑性、正
確性または有用性などについて自身で判断し、自身の責任とリスク負
担のもとで、当システムを利用するものとします。
２ 当協議会は、利用者提供コンテンツの内容または利用者が利用者提
供コンテンツを使用したことに起因して、利用者に損害が生じた場合で
あっても、一切責任を負いません。
３ 利用者は、以下の行為が禁じられています。
（1） 法律、命令および通達等に違反する内容のコンテンツを提供する
こと、並びに法令上提供する正当な権利を有しないコンテンツを
提供すること。
（2） 名誉、信用、プライバシー、財産、知的財産権（特許権、実用新案
権、意匠権、商標権、著作権など）その他第三者の権利を侵害す
るコンテンツを提供すること。
（3） ストーカー行為などのいやがらせ、誹謗中傷または民族・人種差
別その他公序良俗に反する内容を含むコンテンツを提供するこ
と。
（4） 第三者の氏名・商号等を用いて第三者になりすますこと、代表権
や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ること、お
よび他の個人や組織との関係を偽ること
（5） 広告、宣伝または売名を目的としたコンテンツを提供すること（ただ
し、当協議会が別段に許可または指定した方法で行う場合を除
きます。）
（6） ジャンクメール、スパムメール、チェーンレターまたは無限連鎖講
に類するコンテンツを提供すること
（7） コンピュータのソフトウェア、ハードウェアまたは通信機器の機能を
妨害、破壊または制限することを意図したプログラムまたはコン
テンツを提供すること
（8） 当システム又は当システムに接続しているサーバもしくはネットワ
ークの機能を妨害又は混乱させる行為
（9） 第三者の個人情報を収集することを目的とした行為
（10） その他当システムの運営を妨げる行為および当協議会の信用を
毀損する行為等当協議会が当システムにとって不適当であると
判断する行為
４ 当協議会は、利用者提供コンテンツが、前項の各号のいずれかに違
反すると判断する場合には、これを削除することができるものとします。
５ 当協議会は、以下の場合に、利用者提供コンテンツを第三者に提供
することがあります。
（1） 法令の規定に基づいて要請された場合
（2） 本規約を遵守していただくために必要な場合
（3） 当協議会もしくは利用者の財産、権利、生命、身体もしくは業務等
の安全や公益を守るために必要な場合

（4） その他当協議会が必要であると判断した場合
６ 当協議会は、利用者提供コンテンツの内容に変更を加えることはあり
ません。ただし、当システムを媒介とするデータの送受信の過程で種々
のネットワーク機器を経由する際に、接続しているネットワークや機器
または機材によっては、それらに接続、通過するために必要なデータ、
信号などの変更がなされる可能性があります。
第６条 IC カード
１ 登録後配布される IC カードについては、利用者がその管理を行い、当
システム登録期間終了後、速やかに当協議会に返却しなければなりま
せん。
２ IC カードを配布された利用者は当協議会に対し、指定の受領書を提
出する必要があります。
３ 万が一 IC カードを紛失した場合、又は IC カードを投げつけたり、踏み
つけたりして故意に破損させた場合については、速やかに当協議会に
報告しなければなりません。
第７条 登録情報の取り扱い
１ 登録情報および利用者のシステム利用に関する情報は、当協議会の
データベースに蓄積され、当協議会の所有となり、当協議会が当シス
テムの運用のために利用できることを利用者は承諾したものとみなしま
す。
２ 当協議会は、利用者個人の識別が可能な情報（以下「個人情報」とい
います。）の取扱いについては、当協議会が規定する個人情報保護運
用規程を遵守するものとします。
３ 当協議会は、個人情報以外の情報については、利用者の承諾等を得
ることなく、統計処理を施したうえで当協議会が編集、発行するものな
どに利用することができます。
第８条 登録の解除
１ 利用者が当システムからの登録解除を希望する場合には、当協議会
所定の登録解除届に必要な事項を記入して届出を行う必要がありま
す。
２ 当協議会は、利用者からの登録解除の届出を受理した後、速やかに
当該利用者に関するすべての登録情報を、当協議会のデータベース
から削除します。
第９条 利用者資格の抹消
利用者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、当協議会は、当
該利用者を当システムから登録抹消し、当システムの利用を中止させる
ことができます。
（1） 登録情報につき虚偽があった場合
（2） 当システムの運営を妨害した場合
（3） 本規約に違反した場合
（4） その他当協議会が利用者として不適当と判断した場合
第１０条 メールアドレスの変更
利用者が登録しているメールアドレスを変更する場合は、利用者自ら
が当システム上で登録メールの変更を行うこととします。
第１１条 システムの変更や休止
１ 当協議会は、利用者への事前の通知なく、また何ら責任を負うことなく、
当システムの内容を変更し、また当システムの提供を中断することが
できます。
２ 当協議会は、１カ月以上の予告期間をもって利用者に通知したうえで、
当システムの提供を長期間にわたって中断もしくは終了することができ
ます。
第１２条 当協議会の賠償責任の制限
当協議会は、以下の事項に起因または関連して利用者に生じた損害に
ついて、一切賠償責任は負いません。
（1） 当システムを利用したこと、または利用ができなかったこと
（2） 利用者のデータや利用者提供コンテンツに対し不正アクセスや不
正な改変がなされたこと
（3） 当システムにおける利用者提供コンテンツの内容
（4） データベースの故障などによって登録情報が消失したこと
（5） その他当システムに関連する事項
第１３条 利用者の賠償責任
１ 利用者が本規約に違反し、当協議会に対し損害を与えた場合、利用
者は当協議会に対して直接または間接を問わず一切の損害を賠償し
ます。
２ 利用者が、当システムの利用によって第三者に対して損害を与えた場
合には、当該利用者の責任において解決にあたり、当協議会は何ら責任
を負いません

北海道中央地域安全安心協議会

児童見守りシステムとは、地域が協働して児童を見守ることを目的としたシステムです。
児童見守りシステムでは【登下校情報サービス】
、【一斉同報サービス】の２つのサービスを提供しま
す。
サービスを受けるにあたっては、事前登録が必要となりますが、利用料については「無料」です。
なお、携帯電話でメール受信することから、携帯電話の契約内容によって月々５０円～１００円程度
のパケット料金が発生する場合があります。

【登下校情報サービス】 小学生バス通学者対象
利用希望者に対しＩＣカードを配布します。
バスを利用して通学する児童が、登校時はバスを降車した際、下校時は乗車する際に、ゆうばり小学
校敷地内に設置した各バス停留所に取り付けたカード読みとり機に配布したカードをタッチすると、あ
らかじめ登録された保護者のメールアドレス（携帯電話・パソコン）に向けて、「（登校時）バスから降
りてバス停を通過した時刻など」
、
「
（下校時）バス停を通過してバス乗車する時刻など」を伝えるメール
を送信します。
（登下校情報サービスの流れ）
小学校前

小学校前バス停

児童に配布したＩＣカードを小学校前のバス
バス停のカードリ

停に取り付けたカード読みとり機にタッチす

ーダにカードをタ

ると、その情報が保護者の携帯電話やパソコ

ッチする

ンにメール送信されます。
児童が読みとり機にカードをタッチすること
が前提のため、児童がその行為を省略してし

児童見守りシステム（登下校情報サービス）ＩＣカード

ゆうばり小学校

まうと、登校・下校が完了しているにもかか
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カードリーダ

わらず、情報が保護者に正しく送信されなく

ＩＣカード

なりますのでご注意いただくとともに、お子
さまにご指導願います。
登録されたメールアドレスに、登下校通知メ
ールが配信されます。
メールには、専用サイトへのＵＲＬリンクが
貼られています。

専用サイトＵＲＬ

【一斉同報サービス】全小・中学生対象
不審者情報など、保護者の皆様へお伝えする情報を、メールを利用して配信するシステムです。
登録申込書を提出していただいた方に、ユーザーＩＤとパスワードを発行いたします。ユーザーＩＤ
とパスワードを使用して専用サイトにアクセスしていただき、サイト上でメールアドレスを登録してい
ただきます。一保護者に付き登録できるメールアドレスは最大２アドレスです。
不審者情報のほか通学バスの運行状況の情報なども配信できるよう、更なる利活用について検討をす
る予定です。
（一斉同報サービスの流れ）
不審者情報

バスの運行状況（予定）

児童見守りシステムに登録されたメールアドレ
ス（携帯電話・パソコン）に不審者情報など児
童の安全・安心に関する情報メールを配信しま
す。
今後、不審者情報以外にも、情報発信するよう

児童見守りシステム

検討しております。
※児童一人の登録につき、一通の情報メールが

情報メール

配信されます。
（兄弟等で同時に登録されている
場合は、登録方法により同じ情報を複数配信さ
れないようにすることも可能です
。）

登録されたメールアドレスに配信されたメール
で情報を確認することができます。
※使用できる携帯電話は、ＮＴＴドコモ、ａｕ
ソフトバンクです。

児童見守りシステムでは、登録保護者宛に登下校情報や不審者情報などをメール送信することからメ
ールアドレスの登録が必要となります。
本システムについては、インターネットとの通信を行う際にＳＳＬ通信（セキュアサーバ）を使用し
ており、ユーザーＩＤとパスワードを発行された登録保護者以外は本システムに接続することはできま
せん。
また、システムに登録するデータについては、全て暗号化処理のうえ管理しています。
ＩＣカードそのものにはＩＤ番号のみが記録されており、万が一ＩＣカードを紛失した場合も個人情
報が漏洩することはありません。

児童見守りシステムに登録するには、利用規約に同意した上で、別紙の「児童見守りシステム利用登
録申込書」を各学校まで提出ください。登録の申込期限は１２月下旬です。期限終了後の申込ついては
担当にご相談願います。
登録事務終了後、操作マニュアル及びＩＣカードを学校よりお渡しします。
児童見守りシステムに関するお問い合わせは…

（児童見守りシステムサポート窓口）
TEL：（０１２６）２２－５９０５

