
 

 

Osakaほかさんマップ利用規約 

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室資源循環課 
令和３年 10月１日 策定 

 
Osaka ほかさんマップを利用する際は、この利用規約をご確認ください。なお、Osaka ほかさ

んマップを利用した場合は、この利用規約に同意したものとします。 
 
第１条 目的 
第２条 定義 
第３条 総則・適用範囲 
第４条 本サイトの利用について 
第５条 禁止行為 
第６条 掲載対象 
第７条 店舗情報の掲載等 
第８条 店舗情報の削除等 
第９条 マイ容器等の利用に際しての注意 
第 10条 ID及びパスワードの管理 
第 11条 本サイトにおけるサービスの変更、追加、廃止及び中断等 
第 12条 免責事項 
第 13条 権利の帰属 
第 14条 規約の改定 
 
（目的） 
第１条 Osaka ほかさんマップは、使い捨てプラスチックごみ等を削減するため、マイ容器やマ
イボトルで商品等を持ち帰ることができる店舗・スポット、及びリユース容器での商品提供に
より使い捨て容器の削減に取り組む店舗を検索できるウェブサイトを提供しています。 

 
（定義） 
第２条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるもの
とします。 

(1) 本サイト  
Osakaほかさんマップウェブサイトをいいます。 

(2) マイ容器 
利用者が持参し、料理、食品、洗剤等を入れる容器をいいます。 

(3) マイボトル 
利用者が持参する飲料用ボトルをいいます。 

(4) マイ容器等 
  マイ容器及びマイボトルをいいます。 



 

 

(5) リユース容器 
  店舗が用意し、使用後に洗浄し、繰り返し使用する容器をいいます。 
(6) 掲載店舗 
本サイトに掲載されている店舗・スポット及び当該店舗・スポットを経営又は管理を行う者
をいいます。 

(7) 利用者 
本サイトを利用する者をいいます。（ただし、掲載店舗を除きます。） 

(8) 店舗情報 
本サイトに掲載する店舗・スポットの情報をいいます。 

(9) コンテンツ等 
  写真、イラスト、画像及び記事をいいます。 
 
（総則・適用範囲） 
第３条 本規約は、大阪府が提供する本サイトの利用に関する基本的な事項を規定します。 
２ 本規約は、本サイトの利用に関し、大阪府、掲載店舗及び利用者に対して適用されます。 
３ 大阪府が、大阪府ウェブサイトにおいて本サイトに関する個別規定や追加規定を掲載する場
合、又は電子メール等により本サイトに関するルール等を発信する場合、それらは本規約の一
部を構成するものとし、個別規定、追加規定又はルール等が本規約に抵触する場合は、当該個
別規定、追加規定又はルール等が優先されるものとします。 

 
（本サイトの利用について） 
第４条 掲載店舗及び利用者は、本規約の範囲内で、大阪府の定める方法に従い、本サイトを利
用することができます。 

２ 本サイトは、大阪府が提供する状態でのみ利用するものとし、サイトの複製、修正、変更、
改変又は翻案を行ってはならないものとします。 
３ 本サイトを利用するために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線そ
の他の通信環境等の準備及び維持は、掲載店舗及び利用者の費用と責任において行うものとし
ます。 

 
（禁止行為） 
第５条 掲載店舗及び利用者は本サイトの利用にあたり、自ら又は第三者をして以下の各号のい
ずれかに該当する行為をしてはいけません。 

(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
及びこれらを助⻑する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為 

(2) 大阪府、掲載店舗又は利用者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 
(3) 公序良俗に反し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為 
(4) 大阪府、掲載店舗又は利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、

その他の権利又は利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為 
(5) 本サイトを通じ、以下に該当し、又は該当すると大阪府が判断した情報を発信する行為 



 

 

 1) 暴力的又は残虐な表現を含む情報 
 2) コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラムを含む情報 
 3) わいせつな表現を含む情報 
 4) 差別を助⻑する表現を含む情報 
 5) 自殺又は⾃傷⾏為を助⻑する表現を含む情報 
 6) 薬物の不適切な利⽤を助⻑する表現を含む情報 
 7) 反社会的な表現を含む情報 
 8) ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール等の第三者への拡散を求める情報 
 9) 違法な勧誘、宣伝等を含む情報 

10) 上記に類する情報 
(6) リバースエンジニアリング 
(7) 本サイトのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為 
(8) 本サイトに接続しているシステム全般（以下「本システム」といいます。）に権限なく不正に

アクセスし、又は本システムに蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為、そ
の他大阪府に損害を与える行為 

(9) 故意に虚偽のデータ等を公開し、又は発信する行為   
(10) 大阪府、他の掲載店舗又は利用者その他の第三者に成りすます行為 
(11) 他の掲載店舗のアカウント又はパスワードを利用する行為 
(12) 大阪府が事前に許諾しない本サイト上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為 
(13) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、反社会的勢力及びその他これに準ずる者を意味しま

す。）への利益供与行為 
(14) 本規約及び個別利用規約並びに本サイトの趣旨・目的に反する行為 
(15) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為 
(16) その他、大阪府が不適切と判断する行為 
 
（掲載対象） 
第６条 本サイトの掲載対象は、大阪府内に所在し、以下の（１）〜（３）のいずれかに該当する
店舗等とします。 

(１) マイ容器等に対応している店舗 
(２) マイボトルに対応している無料給水スポット 
(３) リユース容器を使用し、使い捨て容器の削減に取り組む店舗 
２ 掲載店舗は、関係法令を順守していることとします。 
 
（店舗等の情報の掲載等） 
第７条 掲載店舗は、大阪府が発行する ID及びパスワードを使用し、管理専用ページから店舗情
報の登録、変更及び削除を行うものとします。 
２ 掲載店舗は、自らの店舗情報について責任を負うものとします。 
３ 大阪府は、掲載店舗が登録等を行った店舗情報を確認し、承認したものを本サイトに掲載す
るものとします。 



 

 

４ 大阪府は、店舗情報が第５条のいずれかの項目に該当する場合、掲載を承認しないものとし
ます。 
５ 大阪府は、店舗情報に疑義がある場合、掲載店舗に対して確認を行います。 
６ 利用者は、店舗情報やそれに係る疑義については直接、掲載店舗へ確認するものとします。 
 
（店舗情報の削除等） 
第８条 掲載店舗は、店舗情報の掲載を取りやめる場合は、大阪府へ速やかに申し出るものとし
ます。 
２ 大阪府は、店舗情報が第５条第５号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると判断した
場合、掲載店舗の意思に関わらず、店舗情報の削除、本サイトの利用の一時停止若しくは制限
又は掲載店舗の IDの削除の措置を講じることができるものとします。 
３ 大阪府は、前条第５項の確認を行ったにも関わらず掲載店舗から大阪府が定める期日内に回
答がない場合、店舗が閉鎖される等営業実態が確認できない場合、又は掲載店舗が本規約に違
反した場合は、前項の措置を講じることができるものとします。 

 
（マイ容器等の利用に際しての注意） 
第９条 掲載店舗は、マイ容器等を使用する者が安全に利用できるようマイ容器等への商品等の
提供に関するルールを作成する等、衛生面に十分留意し、商品等を提供することとします。 
２ マイ容器等を使用する者は、マイ容器等を清潔に保つとともに、掲載店舗の指示やルールを
順守するものとします。 

 
（ID及びパスワードの管理） 
第 10条 掲載店舗は、自己の責任において ID及びパスワードを管理するものとし、これを第三
者に使用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 
２ 大阪府は、当該 ID及びパスワードの一致を確認した場合、当該 ID及びパスワードを保有す
るものとして登録された掲載店舗が本サイトを利用したものとみなします。 

 
（本サイトにおけるサービスの変更、追加、廃止及び中断等） 
第 11条 大阪府は、掲載店舗及び利用者に事前の通知をすることなく、本サイトの内容の全部又
は一部を変更、削除又は追加することができるものとします。 
２ 大阪府は、大阪府の判断により本サイトの全部又は一部の提供・運営を終了することができ
るものとします。 
３ 前項の措置を講じる場合、大阪府が適当と判断する方法で掲載店舗及び利用者にその旨、通
知するものとします。ただし、緊急の場合は通知を行わない場合があります。 
４ 大阪府は、次の各号の事由が生じた場合には、掲載店舗及び利用者に事前に通知することな
く、本サイトの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。 
(1) 本サイト用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を行う場合 
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 
(3) 掲載店舗のセキュリティを確保する必要が生じた場合 



 

 

(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合 
(5) 天災等の不可抗力により本サイトの提供が困難な場合 
(6) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サイ
トの提供が困難な場合 

(7) 法令又はこれらに基づく措置により本サイトの運営が不能となった場合 
(8) その他前各号に準じ大阪府が必要と判断した場合 

 
（免責事項） 
第 12条 大阪府は、以下に該当する事項について、一切の責任を負いません。 
(1)  掲載店舗及び利用者が本サイトの情報を用いて行う一切の行為（マイ容器を使用した商品等

の購入等） 
(2)  本サイトにアクセスしたために被った損害及び損失 
(3)  掲載店舗と利用者との間で生じた事故及びトラブル等 
(4)  本サイトからリンクしている大阪府以外のホームページの内容 
(5)  ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害 
(6)  第 11条各項に基づき行った措置により掲載店舗及び利用者に生じた損害 
 
（権利の帰属） 
第 13条 本サイトにおいて大阪府が提供するコンテンツ等に関する一切の知的財産権は、大阪府
又は正当な権利者に帰属し、本規約に基づく本サイトのいかなる使用許諾も、大阪府又は正当
な権利者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。  
２ 本サイトに掲載されているコンテンツ等は、著作権の対象となっており、著作権法により保
護されています。「私的使用」や「引用」など、著作権法上認められている適切な方法で利用す
る場合を除き、無断使用・無断転載することはできません。 
３ 本サイトに掲載されたコンテンツ等は、大阪府が本サイト内、広報（チラシ及びポスターへ
の掲載、大阪府が管理する SNSへの投稿等）及び啓発事業で利用することがあります。 
４ 掲載店舗及び利用者は、大阪府の許諾を得ることなく、大阪府が提供する情報等の翻案、編
集及び改変等を行い、これを第三者に使用させ又は公開することはできず、いかなる理由によ
っても大阪府又は大阪府にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある
行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定さ
れません。）をしてはいけません。 
５ 本サイト上、商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下「商標等」といいます。）が表示される
場合がありますが、大阪府は、掲載店舗及び利用者その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡し、
又はその使用を許諾するものではありません。 
６ 掲載店舗は、大阪府に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。 
７ 掲載店舗は、自己の責任において店舗情報のバックアップを行い、大阪府は店舗情報のバッ
クアップを行う義務を負わないものとします。 

 
（規約の改定） 



 

 

第 14条 大阪府は、本規約及び本サイトに関する個別利用規約の内容を変更又は追加できるもの
とします。 
２ 大阪府は、本規約又は個別利用規約を変更する場合は、大阪府が適当と判断する方法及び期
間を設けて周知するものとします。 
３ 前項の周知後、掲載店舗が本サイトを利用した場合又は大阪府の定める期間内に掲載終了の
手続をとらなかった場合、本規約及び本サイトに関する個別利用規約の変更に同意したものと
みなします。 


