
みん芸チャンネル 利用方針 

 

 令和 4年 4月 11日 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

 

１．目的 

「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭」（以下、「当芸術祭」という。）の情報を、YouTubeを

利用して広報することを目的とします。 

 

２．発信内容 

当芸術祭の PR動画、イベントの配信動画等 

 

３．運用管理責任者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局長 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課長） 

 

４．運用者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課 職員） 

 

５．利用方法 

ア 運用者は、随時、当芸術祭に関連する情報を発信します。 

イ 利用者は、閲覧やコメント等の投稿を自由にすることができます。 

ウ 運用者は、必要に応じて、利用者からのコメント等の投稿に対応する場合があります。 

エ 運用者は、必要に応じて、他のチャンネルの登録、他のチャンネルが投稿した情報に

ついて「いいね」などの対応を行う場合があります。 

オ 運用者は、事前の予告なく、利用者からのコメント等の投稿を制限する場合がありま

す。  

 

６．禁止事項 

当 Youtube チャンネルの利用の際は、次の事項に該当するコメント等の投稿を行わない

でください。万一、次の事項に該当するコメント等の投稿を確認した場合、予告なく削除す

ることがあります。また、当該投稿をした者について、以後の投稿を禁止する場合がありま

す。 

（１）法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

（２）特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの 

（３）政治又は宗教の活動を目的とするもの（当芸術祭に関連する情報は除く） 



（４）奈良県又は第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害す

るもの  

（５）広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

（６）人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させるもの  

（７）公序良俗に反するもの 

（８）虚偽や事実誤認の内容を含むもの及び単なる風評や風評を助長させるもの 

（９）本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等プライバシーを害するもの  

（10）他のユーザー、第三者等に成りすますもの  

（11）有害なプログラム等  

（12）わいせつな表現等を含む不適切なもの  

（13）当チャンネルの投稿情報と無関係のもの  

（14）その他、当実行委員会事務局が不適切と判断したもの 

（15）（１）～（14）の内容を含む Webサイトへのリンク 

 

７．知的財産権 

当 YouTube チャンネルに投稿する個々の情報（テキスト、画像等）に関する知的財産権

は、奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会又は正当な権利を有するものに帰属しま

す。また、内容について、私的使用のための複製、引用等著作権法上認められた行為を除き、

無断で複製・転載することはできません。 

 

８．免責事項 

（１）当 YouTubeチャンネルへの投稿情報の正確性については万全を期していますが、当実

行委員会事務局は、利用者が投稿情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負

うものではありません。 

（２）当実行委員会事務局は、利用者が当 YouTubeチャンネルの投稿情報を利用又は信用し

たことにより利用者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いま

せん。 

（３）当実行委員会事務局は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより利用者又は

第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（４）（２）及び（３）のほか、当実行委員会事務局は、当 YouTubeチャンネルに関連する

事項に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

 

 ９ 利用方針の変更等 利用方針の変更等 

当実行委員会は、予告なく利用方針や運用方法の見直し、又は運用を中止する場合があ

ります。 

  



みん芸 Facebookページ 利用方針 

 

 令和 4年 4月 11日 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

 

１．目的 

「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭」（以下、「当芸術祭」という。）の情報を、Facebook

ページを利用して広報することを目的とする。 

 

２．発信内容 

当芸術祭に関連するイベントなどの情報等 

 

３．運用管理責任者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局長 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課長） 

 

４．運用者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課 職員） 

 

５．利用方法 

ア 運用者は、随時、当芸術祭に関連する情報を発信します。 

イ 利用者は、閲覧やコメントの投稿を自由にすることができます。 

ウ 運用者は、必要に応じて、利用者からのコメント等の投稿に対応する場合があります。 

エ 運用者は、必要に応じて、他のアカウントのフォロー、他のアカウントが投稿した情

報について「シェア」や「いいね」などの対応を行う場合があります。 

オ 運用者は、事前の予告なく、利用者からのコメント等の投稿を制限する場合がありま

す。  

 

６．禁止事項 

当 Facebookページの利用の際は、次の事項に該当するコメント等の投稿を行わないでく

ださい。万一、次の事項に該当するコメント等の投稿を確認した場合、予告なく削除するこ

とがあります。また、当該投稿をした者について、以後の投稿を禁止する場合があります。 

（１）法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

（２）特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの 

（３）政治又は宗教の活動を目的とするもの（当芸術祭に関連する情報は除く） 

（４）奈良県又は第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害す



るもの  

（５）広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

（６）人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させるもの  

（７）公序良俗に反するもの 

（８）虚偽や事実誤認の内容を含むもの及び単なる風評や風評を助長させるもの 

（９）本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等プライバシーを害するもの  

（10）他のユーザー、第三者等に成りすますもの  

（11）有害なプログラム等  

（12）わいせつな表現等を含む不適切なもの  

（13）当の投稿情報と無関係のもの  

（14）その他、当実行委員会事務局が不適切と判断したもの 

（15）（１）～（14）の内容を含む Webサイトへのリンク 

 

７．知的財産権 

当 Facebook ページに投稿する個々の情報（テキスト、画像等）に関する知的財産権は、

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会又は正当な権利を有するものに帰属します。

また、内容について、私的使用のための複製、引用等著作権法上認められた行為を除き、無

断で複製・転載することはできません。 

 

８．免責事項 

（１）当 Facebookページへの投稿情報の正確性については万全を期していますが、当実行

委員会事務局は、利用者が投稿情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負う

ものではありません。 

（２）当実行委員会事務局は、利用者が当 Facebookページの投稿情報を利用又は信用した

ことにより利用者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いませ

ん。 

（３）当実行委員会事務局は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより利用者又は

第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（４）（２）及び（３）のほか、当実行委員会事務局は、当 Facebookページに関連する事項

に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

 

 ９ 利用方針の変更等 利用方針の変更等 

当実行委員会は、予告なく利用方針や運用方法の見直し、又は運用を中止する場合があ

ります。 

  



みん芸 Instagram 利用方針 

 

 令和 4年 4月 11日 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

 

１．目的 

「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭」（以下、「当芸術祭」という。）の情報を、Instagram

を利用して広報することを目的とする。 

 

２．発信内容 

当芸術祭に関連するイベントなどの情報等 

 

３．運用管理責任者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局長 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課長） 

 

４．運用者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課 職員） 

 

５．利用方法 

ア 運用者は、随時、当芸術祭に関連する情報を発信します。 

イ 利用者は、閲覧やコメントの投稿を自由にすることができます。 

ウ 運用者は、必要に応じて、利用者からのコメント等の投稿に対応する場合があります。 

エ 運用者は、必要に応じて、他のアカウントのフォロー、他のアカウントが投稿した情

報について「いいね」などの対応を行う場合があります。 

オ 運用者は、事前の予告なく、利用者からのコメント等の投稿を制限する場合がありま

す。  

 

６．禁止事項 

当 Instagram の利用の際は、次の事項に該当するコメント等の投稿を行わないでくださ

い。万一、次の事項に該当するコメント等の投稿を確認した場合、予告なく削除することが

あります。また、当該投稿をした者について、以後の投稿を禁止する場合があります。 

（１）法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

（２）特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの 

（３）政治又は宗教の活動を目的とするもの（当芸術祭に関連する情報は除く） 

（４）奈良県又は第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害す



るもの  

（５）広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

（６）人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させるもの  

（７）公序良俗に反するもの 

（８）虚偽や事実誤認の内容を含むもの及び単なる風評や風評を助長させるもの 

（９）本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等プライバシーを害するもの  

（10）他のユーザー、第三者等に成りすますもの  

（11）有害なプログラム等  

（12）わいせつな表現等を含む不適切なもの  

（13）当の投稿情報と無関係のもの  

（14）その他、当実行委員会事務局が不適切と判断したもの 

（15）（１）～（14）の内容を含む Webサイトへのリンク 

 

７．知的財産権 

当 Instagramに投稿する個々の情報（テキスト、画像等）に関する知的財産権は、奈良県

みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会又は正当な権利を有するものに帰属します。また、内

容について、私的使用のための複製、引用等著作権法上認められた行為を除き、無断で複製・

転載することはできません。 

 

８．免責事項 

（１）当 Instagramへの投稿情報の正確性については万全を期していますが、当実行委員会

事務局は、利用者が投稿情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うもので

はありません。 

（２）当実行委員会事務局は、利用者が当 Instagramの投稿情報を利用又は信用したことに

より利用者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（３）当実行委員会事務局は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより利用者又は

第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（４）（２）及び（３）のほか、当実行委員会事務局は、当 Instagramに関連する事項に生

じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

 

 ９ 利用方針の変更等 利用方針の変更等 

当実行委員会は、予告なく利用方針や運用方法の見直し、又は運用を中止する場合があ

ります。 



みん芸の中の人 利用方針 

 

 令和 4年 4月 11日 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

 

１．目的 

「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭」（以下、「当芸術祭」という。）の情報を、Twitterを

利用して広報することを目的とする。 

 

２．発信内容 

当芸術祭に関連するイベントなどの情報等 

 

３．運用管理責任者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局長 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課長） 

 

４．運用者 

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会事務局 

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課 職員） 

 

５．利用方法 

ア 運用者は、随時、当芸術祭に関連する情報を発信します。 

イ 利用者は、閲覧やコメントの投稿を自由にすることができます。 

ウ 運用者は、必要に応じて、利用者からのコメント等の投稿に対応する場合があります。 

エ 運用者は、必要に応じて、他のアカウントのフォロー、他のアカウントが投稿した情

報について「リツイート」や「いいね」などの対応を行う場合があります。 

オ 運用者は、事前の予告なく、利用者からのコメント等の投稿を制限する場合がありま

す。  

 

６．禁止事項 

当 Twitterの利用の際は、次の事項に該当するコメント等の投稿を行わないでください。

万一、次の事項に該当するコメント等の投稿を確認した場合、予告なく削除することがあり

ます。また、当該投稿をした者について、以後の投稿を禁止する場合があります。 

（１）法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

（２）特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの 

（３）政治又は宗教の活動を目的とするもの（当芸術祭に関連する情報は除く） 

（４）奈良県又は第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害す



るもの  

（５）広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

（６）人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させるもの  

（７）公序良俗に反するもの 

（８）虚偽や事実誤認の内容を含むもの及び単なる風評や風評を助長させるもの 

（９）本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等プライバシーを害するもの  

（10）他のユーザー、第三者等に成りすますもの  

（11）有害なプログラム等  

（12）わいせつな表現等を含む不適切なもの  

（13）当の投稿情報と無関係のもの  

（14）その他、当実行委員会事務局が不適切と判断したもの 

（15）（１）～（14）の内容を含む Webサイトへのリンク 

 

７．知的財産権 

当 Twitterに投稿する個々の情報（テキスト、画像等）に関する知的財産権は、奈良県み

んなでたのしむ大芸術祭実行委員会又は正当な権利を有するものに帰属します。また、内容

について、私的使用のための複製、引用等著作権法上認められた行為を除き、無断で複製・

転載することはできません。 

 

８．免責事項 

（１）当 Twitterへの投稿情報の正確性については万全を期していますが、当実行委員会事

務局は、利用者が投稿情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものでは

ありません。 

（２）当実行委員会事務局は、利用者が当 Twitterの投稿情報を利用又は信用したことによ

り利用者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（３）当実行委員会事務局は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより利用者又は

第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（４）（２）及び（３）のほか、当実行委員会事務局は、当 Twitterに関連する事項に生じ

たいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

 

 ９ 利用方針の変更等 利用方針の変更等 

当実行委員会は、予告なく利用方針や運用方法の見直し、又は運用を中止する場合があ

ります。 

 


