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JUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス利用規約 

 

(総則) 

第１条  JUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス利用規約（以下、「本規約」とい

う。）は、一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会（以下、「JUIDA」という）が、JUIDA 国

家ライセンススクール運営支援サービス（以下、「本サービス」という。）を、希望する JUIDA

認定スクールに提供するにあたって、認定スクールと JUIDA との権利と義務とを定めるも

のである。 

 

(定義) 

第２条 本規約中の用語の定義は以下のとおりとする。 

「国家ライセンス」・・・国土交通省が航空法 132 条にて定める国が発行する操縦技能証明 

「JUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス」・・・国土交通省が航空法 132 条で定

める登録講習機関への登録または運営を支援する事業 

「JUIDA 国家ライセンススクール」・・・JUIDA の認定スクールのうち、登録講習機関への

登録および運営を行おうとするもの 

「利用者」・・・本サービスを利用するスクール 

「申請者」・・・本サービス利用のための申請を行うスクール 

 

（適用範囲） 

第３条 本規約は、JUIDA と利用者および申請者との間に適用されるものとする。 

 

(契約の成立) 

第４条 

1. 申請者は、本規約、その他 JUIDA が定める規約、基準及び JUIDA による説明内容を

承認の上、JUIDA の用意する申請手段で本サービスの申請を行い、JUIDA が承諾す

る旨の通知を発した時点で、本規約を内容とする本サービスの利用契約（以下、 

「本契約」という。）が成立し利用者になるものとする。尚、申請者が本サービスの

利用を申請した場合、当該申請者は、本規約に異議なく同意したものとみなす。 

2. 申請の受諾にあたっては、所定の審査に基づき JUIDA が判断するものとする。申請

者は、本契約の締結と同時に、別紙の「JUIDA国家ライセンススクール運営支援サー

ビス利用条件」および「適合性チェックリスト」に同意することとする。 

3. 利用者は、本サービスの利用に先立ち、第 13 条に定める年間利用料を JUIDA に支払

わなければならない。 

4. 本契約は JUIDA 認定スクールを対象とするものであり、利用者が JUIDA 認定スクー

ルとしての地位を失った場合、本契約の成立もあわせて失効するものとする。 
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(期間) 

第５条 利用者は、本契約が成立した日から、契約成立日の同年度の 3 月末日まで、およ

び、更新を受けた日から 1 年間利用者としての地位を有するものとする。 

 

(契約の更新等) 

第 6 条 本契約は、その更新日を迎えた後も、原則として更新される。ただし、利用者は

本契約が更新される日の 30 日前までに JUIDA に対して本契約の解除申請を行うことがで

きる。本契約の解除を行う場合は JUIDA の定める手続きに従うものとする。 

2. 更新後のJUIDAによる本契約の有効期間は更新日から1年間とする。 

3. 本契約の取り消し申請が JUIDA によって受理された場合、または更新費用が支払われ

なかった場合、本契約は失効するものとし、利用者は次条に掲げる利用者としての権利を

失うものとする。 

 

(利用者の権利) 

第 7 条 利用者は、以下の支援を受けることができる。尚、費用については以下、②、③、 

⑤、⑦については第 13 条の年間利用料に含むものとする。ただし、②についてはシステム

の拡張により費用が変更になる場合がある。その他については別途定めるものとする。 

① 国家ライセンス制度に対応した講習テキスト購入の権利 

② 国家ライセンス制度に対応したシステム利用の権利 

③ 国家ライセンス制度に対応した監査を受ける権利 

④ 国家ライセンス制度に対応する講師養成講座受講の権利 

⑤ 国家ライセンス制度における登録手続きにあたっての雛形の利用 

⑥ 国家ライセンス制度に対応する管理者養成講座受講の権利 

⑦ 国家ライセンス制度に関連する問い合わせを行う権利 

⑧ その他 JUIDA が必要と認めたものを購入、享受する権利 

 

(利用者の責務) 

第 8 条 利用者は、本サービスの利用にあたって、各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

① JUIDA が定める「教育方針」に従うこと 

② JUIDA が定める利用条件に適合すること。 

③ JUIDA が指定する教材(有償)を使用すること 

④ JUIDA が指定するシステム(有償)を使用すること 

⑤ 受講生への指導は JUIDA が教育を行った講師によること 

⑥ スクールの管理者は JUIDA が教育を行った管理者であること 
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⑦ JUIDA が指定する報告を遅滞なく行うこと 

⑧ JUIDA が指定する検査・監査に協力すること 

⑨ JUIDA が求める場合は、指定する財務状況等に関する情報を提出すること 

⑩ JUIDA が求める場合は、講習機関証を提出すること 

⑪ 業務の実施にあたって必要となる手続きに協力すること 

⑫ その他法令等を遵守すること 

⑬ 第 13 条で定める年間利用料をJUIDA が定める期限までにJUIDA に対して納付するこ

と 

⑭ むやみに他の利用者の営業を妨害しないこと 

 

（システム） 

第 9 条 システムに関する規則およびその詳細は、JUIDA が定める「システム利用規約」

によるものとする。利用者はシステム利用規約に同意し、その定めに従うものとする。 

２．利用者は、講習を受講する者から得る個人情報について、JUIDA における本サービス

の円滑な運営を実現するために、個人情報を JUIDA に対して提供する旨を、講習開始前に

あらかじめ JUIDA 所定の書面により合意を得るものとする。 

 

(スクール責任者、リスク管理者および内部検査員の設置) 

第 10 条 利用者は、国家ライセンス制度に係る責任者として、責任者を設置する。 

2. その他法令等の定める担当者を設置するものとする。 

 

(営業実施場所) 

第 11 条   営業実施場所についての基準は、法令等の定めによる。また、本サービスの告知

を目的としてJUIDA ホームページ上にて各実施場所の情報を公開する場合がある。 

 

(競業避止) 

第 12 条  利用者は、JUIDA 国家ライセンススクール事業と類似する事業を自ら営み、もし

くは第三者をして営ませ、または第三者の登録講習機関への登録または運営を支援する事業

およびこれと類似する事業に参加してはならない。本条の規定は、本契約が有効期間満了ま

たは契約解除により終了した場合でも、有効期間満了または解除から3年を経ない限り、な

お効力を有し存続するものとする。 

 

(年間利用料) 

第 13 条 利用者は第７条の規定に則り、JUIDA に対し本サービスの年間利用料として以下

の金額を支払う。 
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① 営業実施場所 1 か所につき金３６万円（税別） 

2. 年間利用料の納付は JUIDA が定める更新日までに JUIDA に対して支払うものとする。  

年間利用料の支払確認を以って同条件で１年間サービスを利用可能とする。尚、利用者か 

らの報告後に、営業実施場所の追加が判明した場合には JUIDA から追加料金分の請求を

行うものとする。 

3. 年間利用料の納付は前項の期限までに指定の口座に振り込むものとする。 

 

(秘密保持) 

第 14 条 

1. 利用者は、本契約に基づき知り得た JUIDA に関する営業上、運営上、技術上の一切の

事項を営業秘密として保持し、これを第三者に漏洩してはならない。 

2. 利用者は、JUIDA より販売、交付又は貸与されたマニュアル、書類、資料等を、第三者

の目に触れないように厳重に保管し、JUIDA の書面による事前承諾なくして、自ら転

写、複写等をし、もしくは第三者をして閲覧、転写、複写等をさせてはならない。また

各利用者の経営内容を表わす総ての資料についても同様とする。 

3. 利用者は、自己の役職員に対しても、本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとす

る。 

4. 利用者は、本契約終了後も本条の義務を負うものとする。 

 

(知的財産権) 

第 15 条 

1. JUIDA が提供する教材、マニュアル、資料等の著作権及びその他知的財産権は、JUIDA

又は JUIDA が許諾を受けた第三者に帰属する。 

2. 利用者は、JUIDA 国家ライセンススクールとしての講習において必要と認められる場合

または事前に JUIDA の書面による承諾が有る場合を除き、JUIDA が有している知的財

産権を使用、侵害、複製し、または第三者に使用させてはならない。 JUIDA の知的財

産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は JUIDA の固有の財産として、 

JUIDA に帰属し、いかなる方法によっても JUIDA の知的財産権の効力に異議をとなえ

またはこれに対する権利の主張をできないものとし、また JUIDA の知的財産権の登録

を目的としたいかなる出願もしてはならない。 

 

(免責) 

第 16 条 利用者が利用者の受講生その他の第三者に対して与えた損害や発生した事故等に 
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よる被害に対して、JUIDA は何らの責任を負わないものとする。 

2. JUIDA は登録講習機関の登録及び届出の完了を保証するものではなく、登録講習機関

への登録にあたっての申請が受理されなかった場合においても、JUIDA の帰責事由が

ある場合を除き、何らの責任を負わないものとする。 

 

(反社会的勢力の除外) 

第 17 条 利用者および申請者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明すると

ともに、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。 

① 自らまたは自らの役員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時

から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼ

うゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者をいう。以下同じ)であるこ

と 

② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 

⑥ 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に

非難されるべき関係を有すること 

2. 利用者および申請者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にも該当

する行為を行わないことを保証する。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨

害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

3. JUIDA は、利用者および申請者が前二項に違反した場合は、何らの催告を要すること

なく、本規約およびこれに付随してなされた個別の合意の全部または一部を解除する

ことができる。 

この場合において、利用者および申請者に損害が生じても、利用者および申請者は 

JUIDA に対し一切その賠償を請求することはできないものとする。 

 

（解除）

第 18 条 

利用者が、以下の各号の一つに該当する場合、JUIDA は、利用期間内であっても、本契約を

解除することができる。このとき、利用者は第７条に掲げる利用者の権利を失うものとする。利

用者が本条またはその他の本規約の規定により利用者としての地位を失ったとき、 JUIDA 国

家ライセンススクールとしての地位を同時に失うものとする。尚、本契約が解除された場合

であっても、利用者が既に JUIDA に納付した年間利用料の減額・返金は行われないものとす

る。 

① 本規約の条項の一に違反し 20 日間の改善勧告を経ても是正されないとき 
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② JUIDA が指定する利用条件に利用者が適合していないと JUIDA が判断したとき 

③ 偽りその他不正の手段により認定を受けた事が判明したとき 

④ 正当な理由がなく、利用者が JUIDA の要請または協力依頼に従わないとき 

⑤ 他の利用者またはJUIDA に対して利用者のサービス利用に対して利用停止の依頼があ

り、その理由が正当であると認められるとき 

⑥ 上記に掲げるもののほか、法令または法令に基づいてする行政庁の処分等に違反し、その

内容が重要であると認められたとき 

⑦ 利用者が第８条で定める事項に反する事が判明したとき 

⑧ JUIDA が指定する期限までに年間利用料の支払が確認できないとき 

 

(解除の方法) 

第 19 条   利用者が前条の各号の一つに該当した場合は、JUIDA は書面による通知によって

本契約を解除することができる。ただし、本契約の解除が第 17 条の規定による場合は、JUIDA

は本条に定める勧告なく本契約を解除することができる。 

 

(損害賠償) 

第 20 条 利用者が本規約に違反し JUIDA に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責

任を負う。 

 

(譲渡禁止) 

第 21 条 利用者は、本規約により生ずる権利義務の全部または一部を、JUIDA の書面によ

る事前の承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。 

 

(協議解決) 

第 22 条 本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたとき

は、JUIDA と利用者が誠意をもって協議のうえ、これを解決する。 

 

(業務の委託) 

第 23 条 JUIDA は、業務を第三者に委託する場合があり、利用者はあらかじめこれに合意

する。その場合、JUIDA は第三者に対して秘密保持義務を負わせるものとする。 



【Confidential】 
 

 

(準拠法・管轄裁判所) 

第 24 条 本規約は日本法を準拠法とし、本規約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

(規約の変更) 

第 25 条  必要な場合には、JUIDA は本規約を変更することができる。変更を行う場合、30

日の予告期間をおいて変更後の新しい規約を利用者に通知するものとする。当該通知は特段

の定めがない限り、電子メール等、JUIDA が適当と判断する方法により行うものとする。 

 

(個人情報の取扱) 

第 26 条 申請にあたって取得した利用者の個人情報等については、以下に定める JUIDA

の「個人情報保護方針」に基づき、関係省庁からの照会や JUIDA のスムーズな運営の為、 

JUIDA が関係省庁を含む第三者に開示することがあり、利用者はあらかじめこれに同意す

るものとする。 

 

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(以下「本協議会」といいます)は、業務上使用する

本協議会の会員、関係者(以下「会員等」といいます)等の特定の個人を識別できる情報(以

下「個人情報」といいます)について、個人情報の保護に関する法律、ガイドラインおよび

その他の規範を遵守するとともに、個人情報保護方針を以下のように定め、個人情報の適切な

保護に努めます。 

■個人情報の取得について 

個人情報の取得は適法かつ公正な手段によって行います。本協議会は、会員等の氏名、メー

ルアドレス、生年月日、本協議会がウェブサイトにおいて取得すると定めた情報、その他本

協議会が指定する情報を取得する場合があります。 

■個人情報の利用について 

会員等からお預かりした個人情報は以下の利用目的にのみ使用させて頂きます。

本協議会への入会のご案内 

ニュースレター等情報の送付 

セミナー、展示会等のイベントの案内と運営

打合せのための連絡 

ライセンス等の登録・発行のための連絡、送付、およびそれに関わる事務・経理等

の手続き 

本協議会施設への入退管理 

本協議会および関係省庁等のアンケートや調査のお願いと連絡

統計資料の作成 



【Confidential】 
 

各種お問合せへの対応 

上記の利用目的に付随する利用目的のため 

 

■個人情報の第三者への開示・提供について 

以下の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはい

たしません。 

(ア) 個人を識別することができない状態(統計資料等)で開示・提供する場合 

(イ) 業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合 

(ウ) 法令等または行政庁等によって開示・提供が求められた場合 

(エ) 組織再編、合併または譲渡等の事由による事業の承継に伴って提供する場合 

■個人情報の管理について 

会員等からお預かりした個人情報は以下の管理体制に沿って保管させて頂きます。

個人情報保護法に沿ったガイドラインに従って保管・管理いたします。 

個人情報の利用は業務上必要な範囲にのみ、限られた者だけに制限して行います。

保存されている個人情報は、業務上必要な期間が終了した時点で随時削除していき

ます。 

■個人情報の開示、訂正、利用停止などについて 

自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止等の要請があった場合には、ご本人である

ことを確認の上で対応いたします。なお、個人情報に関するお問合せは、末尾に記載される

本協議会の「個人情報相談室」でお受けいたします。 

■法令等の遵守 

本協議会は、個人情報の取扱いに関係する法令、ガイドラインその他の規範を遵守するととも

に、本個人情報保護方針の内容を継続的に見直し改善に努めます。最新の個人情報保護方針は

本協議会のウェブサイトに掲示します。個人情報保護方針の改訂は、本協議会がウェブサイ

ト上に掲載した時点から適用されるものとします。 

2014 年 9 月 26 日 

改訂:2016 年 4 月 18 日 

一般社団法人日本UAS 産業振興協議会

代表理事鈴木真二 

個人情報相談室 

○ホームページからのお問合せ：https://uas-japan.org/contact/school/ 

○メールでのお問合せ：info@uas-japan.org 

○電話でのお問合せ：03-5244-5285 

○ FAX でのお問合せ：03-5844-6755 

 

(存続規定) 

mailto:info@uas-japan.org


【Confidential】 
 

第 27 条 本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合でも、本条、定義され

た規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとする。 

① 第 14 条(秘密保持) 

② 第 15 条(知的財産権) 

 

(附則) 

1. 本規約は、令和 4 年８月 31 日より施行する。 

2. 本規約の改定および廃止は理事会の決議により行うことができるものとする。 


