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（青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ 同時提供） 

令和 3 年 6 月 30 日提供 

 
 

北区で地域SNSアプリ「ピアッザ」の展開を開始します 

―7月 5日に協定締結式を実施― 

 

堺市北区は、大阪市高速電気軌道株式会社（代表取締役社長：河井 英明 以下「Osaka Metro」）・南

海電気鉄道株式会社（代表取締役兼 CEO 社長：遠北 光彦 以下「南海電鉄」）・西日本旅客鉄道株式

会社 近畿統括本部 大阪支社（大阪支社長：水口 英樹 以下「JR 西日本 大阪支社」）・PIAZZA 株式会

社（代表取締役 CEO：矢野 晃平）と、地域 SNS アプリ「ピアッザ」の堺市北区エリアにおける開設に

関する協定を締結する運びとなりました。 

つきましては、締結式を以下のとおり行います。本協定の締結により、北区におけるデジタルでの地

域の情報交流プラットフォームが構築され、コミュニティの活性化、北区の魅力や区行政の発信の強化

が期待されます。 

 

１ 日  時 

令和 3 年 7 月 5 日（月）午前 10 時～午前 11 時 

  ＊新型コロナウイルス感染症対策のため、感染状況によっては、オンラインでの開催となる場合が

あります。 

 

２ 場 所 

 堺市北区役所 3 階 302 会議室（堺市北区新金岡町 5 丁 1 番 4 号） 

 

３ 出席者 （敬称略） 

Osaka Metro 執行役員 堀川 健 

南海電鉄 上席執行役員 まち共創本部副本部長 清原 康仁 

JR 西日本 常務理事 近畿統括本部 大阪支社長 水口 英樹 

  PIAZZA 株式会社 代表取締役 CEO 矢野 晃平 

  堺市 北区長 垂井 究 

 

 

 



 

【参考】 

○協定締結までの経緯 

「Osaka Metro」では、自治体と連携した地域活性化の取組を進めており、共通の目的を持つ「南

海電鉄」「JR 西日本 大阪支社」と共同して地域 SNS アプリ「ピアッザ」の導入を堺市北区にご提案

いただきました。「ピアッザ」は、PIAZZA 株式会社が開発・運営する、利用者同士で日常生活に関す

る情報交換ができるアプリで、堺市北区は、ピアッザ内で区の指針「北区みんなのまちビジョン」に

掲げる「安全・安心」「子育て支援」「区の魅力発掘・発信」分野において、北区民自らによる情報交

換・交流を通じた地域コミュニティの形成と区政情報の発信強化を期待し、協定を締結するものです。 

 

○地域 SNS アプリ「ピアッザ」の概要 

  「ピアッザ」は、街に暮らす人同士がお互いに情報を発信しあうことで、街のことを知り、つなが

りを作っていくことができるアプリです。身近なイベントや日常の暮らしに関する情報交換、不用品

のやり取りなどを通じて、地域密着型のコミュニケーションを促進することができます。 

 

○今回の連携内容（連携協定書参照） 

（1）ピアッザ内での地域課題解決に資するコミュニティの設定 

（2）ピアッザの周知に取り組むことによる、市民同士のコミュニティ形成の支援 

（3）ピアッザ内での区政情報の発信、鉄道沿線情報の発信 

問
い
合
わ
せ
先 

（北区役所の取組及び協定式に関すること） 

担 当 課：北区役所 企画総務課 

電   話：072-258-6706  

ファックス：072-258-6817  

（Osaka Metro の取組に関すること） 

担   当：大阪市高速電気軌道株式会社 グループ事業サポート本部 広報部 広報課 

電   話：06-6585-6112 

ファックス：06-6582-7997 

（南海電鉄の取組に関すること） 

担   当：南海電気鉄道株式会社 社長室 総務広報部      

電   話：06-6644-7125 

ファックス：06-6644-7123 

（JR 西日本 大阪支社の取組に関すること） 

担   当：西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 総務課（広報） 

電   話：06‐7668‐7012 

ファックス：06‐7668‐7023 

（ピアッザに関すること） 

担   当：PIAZZA 株式会社 

メ ー ル：pr@piazza-life.com 

mailto:pr@piazza-life.com


堺市北区、大阪市高速電気軌道株式会社、南海電気鉄道株式会社、 

西日本旅客鉄道株式会社及び PIAZZA 株式会社との連携に関する協定書（案） 
 

 

 

 堺市北区(以下「甲」という。) 、大阪市高速電気軌道株式会社（以下「乙」という。）、南海電気鉄

道株式会社、(以下「丙」という。)、西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大阪支社(以下「丁」とい

う。)、及び PIAZZA 株式会社(以下「戊」という。)は、戊が運営する地域 SNS「ピアッザアプリ」（以

下「ピアッザ」という。）の活用に関する基本的事項について次のとおり協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

(目的) 

第 1条 本協定は、ピアッザを活用し、甲、乙、丙及び丁が保有する情報の発信及び市民同士のコミュニ

ティの活性化を図ることにより、地域課題の解決を促進することを目的とする。 

 

(連携事項) 

第２条 甲、乙、丙、丁及び戊は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項（以下「連携事項」

という。）を実施するものとする。 

(1) 甲、乙、丙、丁及び戊が実施すること 

ア 甲、乙、丙、丁及び戊は協議の上、ピアッザ内に地域課題解決に資するコミュニティを設定する。 

イ ピアッザの周知に取り組むことにより、市民同士のコミュニティ形成の支援を図る。 

(2)  戊が実施すること 

ア ピアッザ内に堺市北区エリアを作成する。 

イ 甲のウェブサイトから情報を定期的に収集し、適切に加工して、ピアッザに掲載する。 

ウ 戊が甲、乙、丙及び丁と連携していることが分かるピアッザの周知に係るパンフレット・ポスター

を作成する。 

 

(甲の責務) 

第３条 甲は、第２条に定める連携事項を誠実に実行するものとする。 

２ 甲は、第２条に定める連携事項を実行するために必要な手続きがある場合は、これに協力するものと

する。 

３ 甲は、戊が作成するパンフレット及び甲の保有する各広報媒体により、ピアッザの周知に努めるもの

とする。 

４ 甲は、甲が関係する機関にピアッザを用いてイベント等の情報を発信するよう働きかけるものとす

る。 

 

（乙、丙及び丁の責務） 

第４条 乙、丙及び丁は、第２条に定める連携事項を誠実に実行するものとする。 

２ 乙、丙及び丁は、第２条に定める連携事項を実行するために必要な手続きがある場合は、これに協力

するものとする。 

３ 乙、丙及び丁は、戊が作成するパンフレット及び乙、丙及び丁の保有する各告知媒体により、ピアッ

ザの周知に努めるものとする。 

４ 乙、丙及び丁は、乙、丙及び丁の保有するイベント等の情報をピアッザにて定期的に配信するように

努めるものとする。 

５ 乙、丙及び丁は、乙、丙及び丁が関係する機関にピアッザを用いてイベント等の情報を発信するよう

働きかけるものとする。 

６ 乙、丙及び丁は、駅を拠点として沿線の地域情報を定期的に発信するように努めるものとする。 

 

(戊の責務) 

第５条 戊は、第２条に定める連携事項を誠実に実行するものとする。 



２ 戊は、第２条に定める連携事項の実施に必要な経費の全てを負担する。ただし、第２条に定められて

いない事項については、甲乙丙丁戊間で協議のうえ決定するものとする。 

３ 戊は、ピアッザの管理及び運用について責任を負うものとする。甲、乙、丙及び丁は甲、乙、丙及び

丁の有する情報以外のピアッザの掲載内容及びピアッザが提供するサービスに一切の責任を負わない

ものとし、戊はその趣旨を踏まえてピアッザを適切に運用するものとする。 

４ 戊は、本協定に定める事項を履行するにあたって、甲、乙、丙及び丁に故意又は過失がある場合を除

き、戊の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損失について、その相当範囲を賠償するものとし、

これについて甲、乙、丙及び丁に求償しないものとする。 

５ 戊は、ピアッザに掲載した情報に誤りがあった場合は速やかに訂正を行い、第三者からの投稿等に誹

謗中傷等があった場合には、速やかに情報の訂正、削除等の対応をしなければならないものとする。 

６ 戊は、甲、乙、丙及び丁の求めに応じ、甲、乙、丙及び丁がピアッザに掲載した情報及び市内の利用

状況など効果検証に必要な情報を、甲、乙、丙及び丁に提供するものとする。本情報の提供時期につい

ては甲、乙、丙、丁及び戊と協議のうえ決定するものとする。 

 

(成果物の帰属) 

第６条 第２条に定める連携事項の実施により新たに生じた知的財産は、戊に帰属するものとする。ただ

し、甲乙丙丁戊間で協議のうえ決定した知的財産については、この限りではない。 

 

(有効期間) 

第７条 本協定の有効期間は、協定締結日から 2022 年３月 31 日とし、当該期間を試行期間と位置付け

る。試行期間に特段の問題がなく、かつ、期間満了の１か月前までに、甲、乙、丙、丁及び戊はいずれ

かから終了する旨の書面による申し出がないときは、同内容で１年ごとの自動更新とする。以後も、期

間満了の１か月前までに甲、乙、丙、丁及び戊はいずれかから終了する旨の書面による申し出がないと

きは、同様とする。 

 

(協定の変更及び解除) 

第８条 甲、乙、丙、丁及び戊のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度、協議のうえ、

書面により必要な変更を行うものとする。 

２ 甲、乙、丙、丁及び戊は、当事者の一方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催

告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本協定を将来に向かって解除することができる。 

(1) 本協定に違反し、その是正を求める通知を受領後 15日以内に当該違反を是正しないとき 

(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開

始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき 

(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停

止処分その他これに類する措置を受けたとき 

(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは

競売の申立てを受けたとき 

(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき 

(6) 解散したとき（合併による場合を除く。）、清算開始となったとき、又は事業の全部（実質的に全部

の場合を含む。）を第三者に譲渡したとき 

(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき 

(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき 

 

(守秘義務) 

第９条 甲、乙、丙、丁及び戊は、本協定に基づく連携の実施により直接又は間接に知り得た業務上及び

技術上その他の秘密情報、個人情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三

者に開示、提供、漏えい又は、本協定に定める以外の目的のために使用してはならないものとする。た

だし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 



 

(誠実協議) 

第１０条 本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じた場合は、甲、乙、丙、丁及び戊は誠実に協

議のうえ決定するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１１条 甲、乙、丙、丁及び戊は、自己並びにその役員又は従業員が次に掲げるいずれにも該当しない

ことを確約する。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年

を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他

暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人、またはこれらに準じる者

（以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。） 

(2) 反社会的勢力が直接、間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資本を投入し、又は経営に実質的

に関与している関係を有する者 

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当

に反社会的勢力を利用する関係を有する者 

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

(5) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動を用い又は

威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為を

行う者 

(6) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 

（反社会的勢力の排除に伴う協定解除） 

第１２条 甲、乙、丙、丁及び戊は、甲、乙、丙、丁及び戊が反社会的勢力に該当すると認められた場合

には、何らの催告をすることなく直ちに本協定を解除する。 

２ 前項により本協定が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、解除した者に

対して何ら請求することができない。 

 

（譲渡禁止） 

第１３条 甲、乙、丙、丁及び戊は、本協定上の地位又は本協定に基づく権利若しくは義務について、第

三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならない。 

 

（準拠法及び合意管轄） 

第１４条 本協定の準拠法は日本法とし、本協定に関連して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

以上、本協定締結の証として、甲、乙、丙、丁及び戊は本書５通を作成し、甲、乙、丙、丁及び戊にて

押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

2021年７月５日 

 

甲：大阪府堺市北区新金岡町５丁１番４号 

堺市 

北区長                 （自署）垂井 究     

   

乙：大阪府大阪市西区九条南一丁目 12番 62号 

大阪市高速電気軌道株式会社 

執行役員                （自署）堀川 健     

 

丙：大阪府大阪市中央区難波五丁目１番６０号 

南海電気鉄道株式会社  

上席執行役員 まち共創本部副本部長   （自署）清原 康仁     

 

丁：大阪府大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番１２号 

西日本旅客鉄道株式会社  

常務理事 近畿統括本部 大阪支社長   （自署）水口 英樹     

 

戊：東京都中央区日本橋茅場町１丁目１０−８グリンヒルビル５階 

PIAZZA株式会社 

代表取締役               （自署）矢野 晃平      



※ 実際のユーザーさんです。

「ピアッザ」は防災情報・行政情報や地域情報などを安心安全に交換しあえる SNS アプリです。
「ピアッザ」と堺市北区、Osaka Metro、南海電鉄、ＪＲ西日本は連携して地域の情報を発信しています。

地域 SNS 「ピアッザ」
堺市北区エリアの情報交換

地域 SNS 「ピアッザ」
堺市北区エリアの情報交換



街の人だからわかる
オススメのグルメ情報
子連れランチ情報も！

ご近所さんから
リアルなオススメの
病院情報や遊び場
の口コミ♪

習い事や
ワークショップの

お知らせをチェック♪

おもちゃや
家具、家電など

おさがりの譲り合い

防犯情報や
自治体ニュースが
タイムラインで
すぐ見られる♪

堺市北区エリア

ボランティア活動を紹介
仲間が増えました

ピアッザを使い始めたきっかけは、近くの児童館に
初めて息子を連れて行った時で、地域の情報が見られ
ると知り、アプリをインストールしました。

使ってみると、他の SN Sでは得られないようなごく
身近な情報を得られ、 さらにアプリ内「お譲りします」
機能を使って実際にクッキーの型や子ども椅子を譲っ
ていただくなど、オンライン上とリアルでのご近所付
き合いが楽しめます。

同じ頃に参加し始めた公園の芝生管理ボランティア
「イクシバ！プロジェクト」の周知をピアッザで始め
ましたが、ピアッザの投稿を見てこの活動に参加し
てくださる方もいて、公園の芝生が手作業で大切に
育てられているということを地域の皆さんに知って
いただくツールとしても効果があるんだなと実感し
ています！

子どもが産まれて、小児科や公園、児童館の情報を
もっと知りたいと思った時に、ネット検索で「ピアッザ」
を知りました。
投稿のきっかけは、息子の１歳誕生日の一升餅探し。
どこで購入しようか迷った時、ピアッザで先輩ママさ
んに教えてもらい素敵な思い出を残すことができまし
た。この投稿をきっかけに先輩ママや地域の繋がりを
持てたことが、凄く嬉しかったです。

最近では、週末のお出かけ情報をエリアを変えて検索
したり、ご近所さんからの美味しいランチ情報を見て
ママランチ会を開催したりしています。

ピアッザを使い始めて自然と心地良い繋がりが出来て
きました。地域情報にも詳しくなってきて、街に愛着
が湧いて以前よりすみやすくなったような気がします。
ピアッザは、私の生活には欠かせないツールの一つ
です！

素敵な青果店がオープンしていました！！夕方から
商品が50%OFFで販売されるそうです♪
＃オススメ ＃お得情報

ak i ko
９歳男子のママです♪

子供用の自転車をお譲りします！身長110センチくらい
までは乗れると思います。

＃お譲りします

Sh i r a t o r i
ネコ好き、お料理好きです。

ネットには
載っていない
イベント情報も

カレンダーでチェック！

ピアッザで少しずつ
広がる地域の繋がり。
子育てもぐっと

楽しくなりました！
sakki さん / ピアッザ歴 4 年

KAWASHIN さん / ピアッザ歴２年

ピアッザの意味は、
イタリア語で「広場」

ピアッザは、街の情報をユーザーさん同士で安心・安全に
交換し合うことのできる情報交換 SNSアプリです♪



みつほ

ゆか

しの

3児の子育て奮闘中☆

はじめまして！
楽しいこと＆美味しいものが大好き(≧▽≦)
11歳長女、8歳長男、5歳次男…３児の母です
おやすみの日は、子連れでどこまでもあそびにでかけます♪
よろしくお願いします！！

はじめまして！
私も男の子の子育て真っ最中です。
普段はどんなところへ遊びに行きますか？
ぜひ情報交換しましょう♪

私はママになったばかりです。
３人の子育て楽しそう♪
子育ての大先輩！！ぜひ色々教えてください♪

メールアドレスか
Facebook アカウントで登録

ニックネームや出身地などを入力

この街を楽しみたい人は今すぐ登録！

登録は簡単　　ステップ！33　　3
Step

“堺市北区エリア” を選択！

Welcome!投稿が
アップされます

登

録が
完了
すると

登

録が
完了
すると

堺市北区エリア

yuka
イベントとカフェ巡りが大好きなママです♪

ベビーカーをお譲りします♪
まだ充分使えるので、処分するのをためらっています。お近くで
受け取りいただける方がいらっしゃればぜひ使ってください。

＃お譲りします ＃子育て

あなたの情報が誰かの役に立ちます！

スマホから♪D L無料！！DL無料！！

www.piazza- l i fe .com ピアッザ  堺市

お問い合わせ： P I A Z Z A 株式会社 / 東京都中央区日本橋茅場町 1 - 1 0 - 8 グリンヒルビル 5 F  /  i n f o @ p i a z z a - l i f e . c om

Step

Step
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