「Visit Matsushima」Facebookページの運用方針
“Visit Matsushima” Facebook Page Usage Terms
「Visit Matsushima」Facebookページ（以下「本ページ」といいます）を通じての情
報発信にあたり、利用者の皆さんに誤解や混乱を生まないよう、運用方針を以下のとお
り定めます。
Regarding the dissemination of information through the “Visit Matsushima”
Facebook page (from here on, “this page”) in order to avoid confusion or
misunderstanding by our users, we have set out a usage policy as follows.

1． アカウント名
Visit

Matsushima

2． アカウントURL
https://www.facebook.com/visitmatsushima

3． アカウント運用組織
松島町産業観光課観光班
Account Manager
Town of Matsushima, Industries and Tourism Division, Tourism Section

4． 発信内容
松島町の観光に関する情報提供等
Posted Content
Information related to Matsushima tourism.

5． 運用時間
原則として、開庁時間内（平日の午前8時30分～午後5時15分）に発信者が不定期に投
稿します。（土・日・祝日のイベント等では、リアルタイムに投稿する場合がありま
す）
Hours of Operation
In principle, we will post periodically during regular business hours (weekdays
from 8:30am to 5:15pm.) That said, there are other occasions when we will post
in real-time, for example from events on weekends and holidays.

6． コメント等の管理
本町またはアカウント管理者が、以下に該当すると判断したコメントは、コメントを
いただいた利用者に通知することなく削除する場合があります。
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Comment Management Policy
Our town as well as the Facebook account managers reserve the right to delete
comments that violate the following guidelines without prior notification.
・Facebookの規約（プライバシー、コンテンツと情報の共有、安全、他者の権利の保護
等）に反するもの
・法令等に反するもの
・公序良俗に反するもの
・犯罪行為等を誘発するもの
・松島町または第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害するもの
・松島町または第三者を誹謗中傷しているもの
・政治・宗教・営利活動等を目的としているもの
・記載された内容が虚偽または著しく事実と異なるもの
・その他、アカウント管理者が、運用上、不適切と判断したもの
Comments that violate:


Facebook’s rules (privacy, content and information sharing, safety,
protecting the rights of others, etc.)



laws and regulations



public order and decency



the copyrights of the Town of Matsushima or third parties, individual portrait
rights, or other intellectual property rights

Comments which:


incite criminal acts



slander the Town of Matsushima or third parties



have an overt political, religious or business-related purpose



have content that is erroneous



have content deemed inappropriate by the account manager

7． コメント等への返信
コメントをいただいた方々との距離を身近にするため、発信者がコメントへの返信を
行います。ただし、政策判断を伴う重要事項等の質問や要望については回答できない
場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Replies to Comments
To improve relations with those who post comments, the posters will engage in
replies to comments. That said, in accordance with our policies, we may not be
able to answer questions or requests about important matters, and appreciate
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your understanding in advance.

8． 知的財産権
本ページに掲載している個々の情報（文章、写真、イラスト等）に関する知的財産権
は、本町または原著作者に帰属します。また、内容について「私的使用のための複製」
や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはでき
ません。
松島町ホームページ上に、著作権フリーの画像集のページ（松島フォトブック）があ
りますので、そちらをご利用ください。
（http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/8,0,96,html）
当ページ掲載記事に対する「いいね！」、「シェア」機能については、自由に使用して
いただくことができます。また、出所を明記しての転載は可能です。
Intellectual Property Rights
The town and content authors retain the rights to information published on this
page (writing, pictures, illustrations, etc.)

In addition, regarding the contents,

except for reproduction for personal usage and quotations, as provided under the
Japanese Copyright Act, reproduction and appropriation without permission is
prohibited.
On the Town of Matsushima home page, as we have a copyright free image page
(Matsushima Photobook), we encourage you to make use of it.
（http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/8,0,96,html）
Regarding the ability to “like” or “share” articles posted to this page, you may
do so freely. In addition, it is possible to reproduce them with credit to the
original source.

9． 免責事項
・本ページにおける情報の正確性、完全性等

を保証するものではありません。

・本ページを利用したこと、もしくは利用することができなかったことによって生じる
直接・間接的な損失について、本町またはアカウント管理者は一切責任を負わないも
のとします。
・本ページの利用者間または利用者と第三者間でトラブル・紛争が発生した場合であっ
ても、本町またはアカウント管理者は一切責任を負わないものとします。
・本ページの内容は予告なく変更することがあります。
・Facebookのご利用方法、技術的なご質問、システム状況などに関しては、一切お答え
することができません。
Disclaimer


We do not guarantee the accuracy or completeness of information on this page.
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This town as well as the account managers do not assume any responsibility
for direct or indirect losses arising from usage of this page or inability
to use this page.



This town as well as the account managers do not assume any responsibility
for any conflict or disputes which may occur between the users of this page
or between a user and a third party.



The contents of this page may change without prior notice.



We are unable to respond to any questions about how to use Facebook, technical
questions, questions about the status of individual’s systems, etc.

10． お問い合わせ
・本ページに関すること
松島町産業観光課観光班（電話：022-354-5708）
・Facebook そのものの利用に関すること
http://www.facebook.com/help
Contact:
Regarding this page, the Town of Matsushima, Industries and Tourism Division
(Phone: 022-354-5708)
Facebook Usage: http://www.facebook.com/help
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