衣浦東 部広 域連 合ホ ームペ ージ 広告 募集 要項

（趣旨 ）
第１条

こ の要 項は 、 消防 行政 への 支援 をホー ムペ ージ への バナー 広告 掲載 とい

う方法 で事 業者 に求 めるこ とに つい て、 衣浦東 部広 域連 合広 告掲載 要綱 第５ 条
に基づ き、 必要 な事 項を定 める 。
（定義 ）
第２条

用 語の 定義 は、次 の各 号に 定め るとこ ろに よる 。

(1) 広域 連合 ホー ムペー ジ
衣浦東 部広 域連 合（ 以下「 広域 連合 」と いう。） が 公開 する ホーム ペー ジ
で、ア ドレ スが https://www.kinutoh.jp/ で始 まる もの をい う。
(2) バ ナー 広告
広告掲 載の 許可 を受 けた者 （以 下「 広告 主」と いう 。） の社 名、団 体名 等を
識別可 能な 文字 又は 画像で 表示 され た情 報で、 広告 主の 指定 するホ ーム ペー
ジにリ ンク する 機能 を有す るも のを いう 。
（広告 主の 基準 ）
第３条

衣 浦東 部広 域連合 広告 掲載 要綱 第３条 の各 号に 該当 する者 は広 告主 にな

ること がで きな い。
（バナ ー広 告の 基準 ）
第４条

バ ナー 広告 の内容 が衣 浦東 部広 域連合 広告 掲載 要綱 第４条 の各 号に 該当

する場 合は 掲載 しな いもの とす る
（ 掲 載 ペー ジ ）
第５条

広 告の 掲載 ページ は次 の各 号に 示すペ ージ の下 部と する。

(1) ト ップ ペー ジ
(2) 碧 南消 防署 トッ プペー ジ
(3) 刈 谷消 防署 トッ プペー ジ
(4) 安 城消 防署 トッ プペー ジ
(5) 知 立消 防署 トッ プペー ジ
(6) 高 浜消 防署 トッ プペー ジ
（ 表示 順 ）
第６条

広 告の 表示 順は ペ ージ 切り 替え ごとに ラン ダム に 入 れ替え る 。

（規格 ）
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第７ 条

バ ナー 広告 の 規格 は、 次の 各号 のとお りと する 。

(1) サ イズ
横 ２２ ８ ピ クセ ル、 縦 ７０ ピク セル
(2) 形 式
Ｇ ＩＦ 又は ＪＰ ＥＧ形 式で 静止 画
(3) デ ータ 容量
２ ５キ ロバ イト 以下
２

次 の表 記は 使用 しては いけ ない 。
(1) 「 閉じ る」「い いえ」「キ ャン セル 」など のボ タン
(2) ア ラー トマ ーク （「警 告」「 注意 」な どあた かも 警告 を発 してい るか のよ う
な誤解 を与 える もの ）
(3) ラ ジオ ボタ ン、 テキス トボ ック ス、 プルダ ウン メニ ュー 等によ り選 択、 入
力又は 当該 バナ ー広 告の下 に選 択肢 があ るよう な誤 解を 与え るもの

（掲載 期間 ）
第８ 条
２

広 告を 掲載 する 期 間は １月 を単 位とし 、延 長も 可能 とする 。

広 告の 掲載 開始 日及び 時間 は、 掲載 開始 月 の初 日の 正午 とし、 掲載 終了 日及
び時間 は 掲 載終 了月 の翌 月 の初 日の 正午 とする 。

３

前 項の 規定 に関 わらず 、広 告の 掲載 開始日 又は 掲載 終了 日が土 曜日 もし くは
日曜日 、国 民の 祝日 に関す る法 律（ 昭和 ２３年 法律 第１ ７８ 号）に 規定 する 休
日又は １２ 月２ ９日 から翌 年１ 月３ 日ま でに当 たる とき は、 その直 後の 日を 掲
載開始 日又 は掲 載終 了日と する 。

（広告 料）
第９ 条

広 告料 は、 １枠当 たり 月額 １０ ，００ ０円 とす る。 ただし 、４ 月か ら翌

年３月 まで の １ 年間 継続掲 載の 申込 のあ った場 合は １枠 当た り１０ ０， ００ ０
円とす る。
２

広 告料 は、 広域 連合長 の指 定す る日 までに 全納 する もの とする 。

（掲載 の申 込み ）
第１ ０ 条

広域 連合 ホーム ペー ジに 広告 を掲載 しよ うと する 者は、 別紙 様式 １

「 衣浦 東部 広域 連合 バナー 広告 掲載 申込 書 」を 、掲 載開 始日 の ２０ 日前 まで に
広域連 合長 に提 出し なけれ ばな らな い。
２

前 項の 規定 に関 わらず 、 継 続申 込み の場合 は、 掲載 開始 日の１ ０日 前ま で を
申込期 限と する 。
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（掲載 の決 定）
第１１条

広域 連合 長は、 前条 の申 込み があっ たと きは 、そ の内容 を審 査し て広

告掲載 の 許 可又 は不 許可 を 決定 し、 その 結果を 別紙 様式 ２「 衣浦東 部広 域連 合
バナー 広告 掲載 許可 通知書 」又 は別 紙様 式３「 衣浦 東部 広域 連合バ ナー 広告 掲
載不許 可通 知書 」 に て 申込 者に 通知 する 。
（広告 掲載 内容 の変 更）
第１２条

広告 主は 、 バナ ーの デザ イン 変更又 はバ ナー のリ ンク先 を変 更し たい

ときは 、広 域連 合長 に 別紙 様式 ４「 衣浦 東部広 域連 合バ ナー 広告変 更 届 出書 」
を提出 する もの とす る。
（広告 料の 還付 ）
第１３条

広告 掲載 期間中 に、 広域 連合 の都合 によ り広 域連 合ホー ム ペ ージ を閉

鎖した とき は、 その 閉鎖時 間を ２４ 時間 で除し て得 た日 数（ １日未 満は 切り 捨
てる。）に 相当 する 期間に 応じ 、広 告料 を還付 する 。こ の場 合にお いて 、還 付す
る額は 、１ 日当 たり の広告 料の 額（ 納入 された 広告 料を 当初 の広告 掲載 日数 で
除して 得た 額と する 。）に 掲載 でき なか った日 数を 乗じ て得 た額（ その 額に １円
未満の 端数 があ ると きは、 これ を切 り捨 てた額 ）と する 。
（掲載 の取 下げ ）
第１４条

広告 主は 、バナ ー広 告の 掲載 を取り 下げ たい とき は、 別 紙様 式５ 「 衣

浦東部 広域 連合 バナ ー広告 掲載 取下 申出 書 」 を 広域 連合 長に 提出し なけ れば な
ら ない 。
２

広 域連 合長 は、 前項の 申出 書を 受理 したと きに 、納 付済 みの広 告料 は還 付し
ない。

（広告 主の 特例 ）
第１５条

第９ 条、 第 １０ 条及 び第 １１ 条の規 定に 関わ らず 、 衣浦 東部 広域 連合

消 防局 音楽 隊応 援ス ポンサ ー募 集要 項に 基づく スポ ンサ ー に 対して は、 １年 間
を上限 に、 無償 でバ ナー広 告 の 掲載 を認 めるこ とが でき る。

附

則

この 要項 は、 令和 ２年 ７ 月 ３ １日 から 施行す る。
附

則

この 要項 は、 令和 ３年 ６ 月１ １日 から 施行す る。
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