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【会員規約】 

第 1章 総則 

聖隷福祉事業団 保健事業部は社会保険労務士向け会員サイト(以下「当サイト」という)の

運営及び会員の当サイトの利用についての基本的事項を規定するため、以下のとおり当サ

イト会員規約を制定します。  

第 1条（会員規約の範囲）  

この会員規約は、聖隷福祉事業団 保健事業部（以下「当社」という）が提供する、

「当サイト」における会員へのサービス（以下「会員サービス」という）に関して、第 3

条に定める会員（以下「会員」という）の利用の一切に適用されるものとします。  

第 2条(会員規約の変更)  

1. 当社は、会員の事前の了承を得ることなく、この会員規約を随時変更するこ

とができ、会員はこれを承諾するものとします。  

2. 変更後の会員規約については、当サイト上への掲載、電子メール、書面そ

の他当社が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じ

るものとします。  

第 2章 会員 

第 3条(会員資格)  

1. この会員規約における会員とは、当サイト上または別途書面において所定

の入会申込手続きを行い、当社が入会を承認した者とします。  

その者の条件は、社会保険労務士または当サイトの会員となった社会保険

労務士の顧問先事業所の担当者とします。 

2. 会員は、入会申込の時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみ

なされます。  
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第 4条（入会の承認および承認の取消）  

当社は、前条の申込を行った者が以下の各号に該当する場合を除いてその入会を

承認し、申込を行った者は承認後会員として当サイトに登録され、会員サービスを

利用できるものとします。 ただし、承認後に会員が以下の各号に該当していること

が判明した場合には、当社は、事前に通知することなく会員登録を抹消し、会員資

格を取り消すことができるものとします。  

1. 申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合  

2. 過去に会員規約違反などにより、当サイトの会員資格を取り消されたことが

ある場合  

3. 過去に入会・退会を繰り返しており、それが不適切なものであると当社が判

断した場合  

4. 第 11条、第 12条、第 13条の禁止行為を行った場合 

5. 前各号の他、会員規約または会員規約等に違反した場合  

6. その他、会員として不適切と当社が判断した場合  

第 5条（譲渡禁止）  

会員は、当サイトの会員として有する権利を、第三者に譲渡する、または使用させ

る、売買、名義変更、または質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできな

いものとします。  

第 6条（変更の届出）  

1. 会員は、登録情報、その他当社に届け出た内容を、常に虚偽なく最新の状

態に更新するものとし、変更があった場合には、速やかに当社に変更を届

け出るものとします。  
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2. 前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、当社は一

切その責任は負わないものとします。  

3. 婚姻による姓の変更等、当社が承認した場合を除き、会員が登録した氏名

は変更できないものとします。  

第 7条（退会）  

1. 退会手続き等はありません。は、自動的に当サイトへログインができなくな

ります。  

第 8条（設備等）  

会員は当サイトを利用するための必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付

随して必要となるすべての機器は、自己の費用と責任において準備し、当サイトを

利用可能な状態にするものとします。また、自己の費用と責任で、任意の方法によ

り当サイトに接続するものとし、その際に必要な手続きは会員自身が行うものとしま

す。  

第 3章 会員の義務 

第 9条（自己責任の原則）  

1. 会員は当サイトを通じて、自らが発信する情報につき、一切の責任を負うも

のとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。  

2. 会員サービスの利用に関連して、会員が他の会員または第三者に対して損

害を与えた場合、または、会員が他の会員または第三者と紛争を生じた場

合、当該会員は、自己の責任と費用で解決するものとし、当社に何等の迷

惑または損害を与えないものとします。  

3. 会員サービスの利用に関連して、会員が他の会員または第三者に対して与

えた損害、および他の会員または第三者が会員に対して与えた損害につい
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て、当社は一切の責任を負わないものとします。  

第 10条(ＩＤおよびパスワードの管理責任)  

1. 会員は、当社から付与された当サイトの接続アカウントやその他のコード

（以下「ＩＤ」という）およびＩＤに対応するパスワードを、第三者に使用させず、

また第三者と共有しないとともに、自己のＩＤおよびこれに対応するパスワー

ドの使用および管理について、一切の責任を持つものとします。  

2. 当社は、会員のＩＤおよびこれに対応するパスワードが第三者に使用された

ことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無

にかかわらず一切の責任をも負わないものとします。  

3. 会員は、ＩＤおよびこれに対応するパスワードが盗まれるなど、第三者に使

用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨連絡すると共

に、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。  

第 11条(著作権等の侵害の禁止)  

1. 会員は、当サイト上に掲載、もしくは、会員サービスを通じて提供される、い

かなる画像データ、写真、映像、文章、音楽、音声、ソフトウェア等（以下総

称して「データ」という）も、以下にあげるような、著作権法で認められた私的

利用の範囲を超える利用はできないものとします。  

i. データの一部といえども、それを第三者に配布・販売するなど、出

版、上映、放送、ホームページへの掲載等のために使用すること  

ii. データの一部といえども、それを編集・加工して、前号の行為を行う

こと  

2. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることができないものとしま

す。  
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第 12条(営業活動の禁止)  

会員は、会員サービスを利用して営業活動、営利を目的とした利用、およびその準

備を目的とした利用（以下「営業活動」という）を行うことができないものとします。  

第 13条（その他の禁止事項）  

前 2条の他、会員は当サイト上で以下の行為を行わないものとします。  

1. 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、ま

たはそのおそれのある行為  

2. 当社の財産もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する

行為、またはそのおそれのある行為  

3. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または当社もしくは第三者

の名誉もしくは信用を毀損する行為  

4. 詐欺等の犯罪および犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為  

5. わいせつ物、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信ま

たは表示する行為  

6. 無限連鎖講（ネズミ講またはこれに類似するもの）を開設する、またはこれら

への参加を勧誘する行為  

7. 当社または第三者のデータ等を改ざん、消去等する行為  

8. 第三者になりすましてサイトを利用する行為  

9. 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態

におく行為  

10. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙

法に抵触する行為  

11. 宗教の宣伝を含む宗教的行為、および宗教団体の設立・活動、宗教団体へ
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の加入等宗教上の結社に関する行為  

12. トピックやブログなどのテーマを逸脱する内容の書き込みをする行為  

13. 第三者に対し、当社に無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する

行為または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール

（嫌がらせメール）を送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、

または連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送す

る行為  

14. 当サイト上の設備（当社が、会員サービスを提供するために用意する通信

設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいう。以下同様）に無

権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為（与え

るおそれのある行為を含む）  

15. 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報

を収集する行為  

16. 日本国および外国の法令に違反する、または違反するおそれのある行為  

17. 前各号の他、この会員規約もしくは会員規約等または公序良俗に違反（売

春、暴力、残虐等）する行為、会員サービス上の運営を妨害する行為、第三

者もしくは当社に不利益を与える行為  

18. 前各号のいずれかに該当する行為（当該行為を第三者が行っている場合を

含む）を助長する目的の行為（リンクを張る等を含む）  

 

 

第 4章 会員サービス 

第 14条（会員サービス）  
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当サイトでは会員に対し下記の会員サービスを行います。  

1. 労働衛生に関する問い合わせへの回答 

2. 労働衛生に関する資料の提供 

3. 労働衛生に関するＱ＆Ａ広場の提供 

4. 労働衛生に関する勉強機会の提供(講習会等の案内)  

第 5章 利用料金 

第 15条（会員サービスの登録料）  

1. 会員の登録料は 3,000円(税込)とします。この登録料は入会金の扱いとし、

第 4条に該当しない限り、会員資格は継続します。登録料以外に利用料金

の支払いを要する有料サービスを行う場合は、別途利用料金を定めて会員

に明示します。  

2. 登録料を支払った後、すぐに利用の意思がなくなった場合についても登録

料の返還はいたしません。 

第 6章 運営 

第 16条（ＩＤの一時停止等）  

1. 当社は、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該

会員に付与したＩＤの使用を停止することがあります。  

i. 電話、ＦＡＸ、電子メール等の手段で会員と連絡をとることができな

い場合  

ii. 第三者によって IDが不正に使用されている場合、またはそのおそ

れがあると、当社が判断した場合  

iii. 第 7条に定める会員資格の取消に該当するおそれがあると、当社

が判断した場合  
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iv. その他、当社の判断で緊急性が高いと認めた場合  

2. 当社が前項の措置をとったことで、当該会員が会員サービスを利用できず、

これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負わないものとします。  

第 17条(会員サービスの内容等の変更)  

1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、会員サービスの諸条件、運

用規則、または内容、名称を変更することができ、会員はこれを承諾するも

のとします。この変更には、会員サービスの内容・名称に関する、全部また

は一部の改廃等を含みますが、これらに限定されないものとします。  

2. この変更については、第2条の方法により当社が会員に通知するものとしま

す。  

第 18条（会員サービスの一時的な中断）  

1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知す

ることなく、一時的に会員サービスを中断することができるものとします。  

i. 会員サービス設備の保守を緊急に行う場合  

ii. 火災、停電等により会員サービスの提供ができなくなった場合  

iii. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により会員サービスの提供ができ

なくなった場合  

iv. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により会員サービスの提供が

できなくなった場合  

v. その他、運用上または技術上当社が会員サービスの一時的な中断

が必要と判断した場合  

2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により会員サービスの提供の遅延ま

たは中断等が発生したとしても、これに起因する会員または第三者が被っ
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た被害について一切責任を負わないものとします。  

第 19条（会員サービスの提供の中止）  

1. 当社は、第 2条に掲げる所定の通知をした上で、会員サービスの全部また

は一部の提供を中止することができるものとします。  

2. 当社は会員サービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に

ともなう会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。  

第 7章 損害賠償等 

第 20条(免責)  

1. 会員サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。 

2. 当社は会員サービスの利用により発生した会員の損害（第三者との間で生

じたトラブルに起因する損害を含む）、および会員サービスの提供の遅延ま

たは中断等の発生の結果、会員または第三者が被った損害等に対し、第

21条に定める場合および当社の故意または重大な過失による場合を除き、

いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないもの

とします。  

第 8章 個人情報の保護等 

第 21条（個人情報）  

1. 当社は、当社が保有する会員の個人情報（以下「個人情報」という）に関し

て適用される法規を遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとします。  

2. 当社は、会員に関する個人情報を、会員サービスの提供以外の目的のた

めに利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。た

だし、以下の場合はこの限りではないものとします。  

i. 当サイトおよび当社の権利や財産を保護する目的の場合  
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ii. 当社が下請会社に対し、会員サービスに関わる運営・データ入力・

郵便発送などを業務委託する場合  

iii. 会員から事前に承諾を得た会社等に対して個人情報を提供する場

合  

iv. 会員に対して、会員サービス、または当社や当社の業務提携先等

の商品やサービス等についての電子メール等を送付する場合  

v. 当社が、会員の登録した個人情報の内容を、再確認の必要に応じ

電子メールを送付して確認する場合  

vi. 法令に基づいて、警察、裁判所等の公的機関から個人情報の提出

を強制される場合  

vii. その他、会員の同意を得た場合  

3. 当社は、前項(2)号の業務委託先および同項(3)号の会員の承諾に基づき提

供する会社に対して、当社の監査、監督のもと、適切な個人情報の管理を

実施するよう要請するものとします。  

4. 会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、当社まで連

絡することにより、当社は合理的な範囲内で速やかに対応します。  

5. 当社は、会員の個人情報の属性の集計や分析を行い、個人が識別・特定

できないように加工したもの（以下「統計資料」という）を作成し、新規サービ

スの開発等の業務を遂行するために利用、処理することができるものとしま

す。また、当社は、業務上の必要に応じて統計資料を業務提携先等に提供

することができるものとします。  

6. 当社及び会員は、サイト内での情報のやりとりに関し、個人が特定される内

容については掲載しないこととします。 
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第 22条（通信の秘密）  

1. 当社は、電気通信事業法第 4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものと

します。  

2. 刑事訴訟法第 218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当社は、当

該処分のおよぶ範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。  

3. 当社は、会員の会員サービスの利用記録およびアクセスログの集計・分析

を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務遂行のために利

用、処理することができるものとします。また、当社は、当該統計資料を必

要に応じて業務提携先等に提供することができるものとします。  

第 9章 その他 

第 23条（準拠法）  

この会員規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるもの

とします。  

第 24条(専属的合意管轄裁判所)  

当社および会員は、当社と会員の間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場

合、静岡地方裁判所浜松支部及び浜松簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とすることに合意するものとします。  

付則  

この会員規約は 2013年 4月 1日から施行いたします。  

 

2014年 10月 1日  改訂  

 


