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はじめに 
 

（１） 県連盟・地区の違いについて 
本マニュアルは、都道府県連盟(以下、県連盟とする)と地区を対象に作成しています。 

県連盟と地区では使用できる機能(画面)に違いがありますので、以下の一覧をご確認の 

うえ、マニュアルを読み進めてください。 

画面 県連盟 地区 

ログイン画面 ○ ○ 

メニュー画面 ○ ○ 

パスワード変更画面 ○ ○ 

団マスタメンテナンス画面 ○ ○ 

団  新規登録画面 ○ ○ 

団  変更画面 ○ ○ 

地区マスタメンテナンス画面 ○  

地区  新規登録画面 ○  

地区  変更画面 ○  

スカウトクラブ  マスタメンテナンス画面 ○ ○ 

スカウトクラブ基本情報  新規登録画面 ○ ○ 

スカウトクラブ基本情報  変更画面 ○ ○ 

移籍（転団）画面 ○  

継続・新規・変更画面 ○ ○ 

新規・変更画面 ○ ○ 

役職員従登録画面 ○ ○ 

県連盟基本情報／地区基本情報画面 ○ ○ 

加盟員基本情報 新規登録画面  ○ ○ 

加盟員基本情報 変更画面  ○ ○ 

指導者訓練歴画面 ○ ○ 

スカウト進歩記録画面 ○ ○ 

役職員一覧画面  ○ ○ 

復活画面 ○ ○ 

加盟員 復活画面  ○ ○ 

申請チェック結果画面 ○ ○ 

加盟登録申請画面  ○ 

加盟登録申請 登録料内訳画面 ○ ○ 

加盟登録申請 確認画面 ○ ○ 

申請チェック画面 ○ ○ 

団・地区現況画面／団現況画面 ○ ○ 

申請状況レポート ○ ○ 

団・地区現況チェック結果画面／団現況チェック結果画面 ○ ○ 

メッセージ画面（入金なしの場合） ○ ○ 

ダウンロード画面 ○ ○ 

システムエラー画面 ○ ○ 

加盟員検索レポート ○ ○ 

所属管理レポート／所属管理レポート_次年度 ○ ○ 

転団履歴レポート ○  

指導者訓練検索レポート ○ ○ 

事故状況レポート ○  

連絡先一覧レポート ○ ○ 

加盟員名簿 ○  

加盟員レポート 県別履歴 年度末 ○  
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１． ログインとメニュー 

 
ログイン画面は、当システムを使用するための入り口です。 

ログイン画面においてログインを行うことにより、権限に応じたメニューを表示します。 
 

（１） ログイン画面 

当画面には、日本連盟より通知される加盟登録システムログイン画面のＵＲＬをブラウザ

に入力し、アクセスします。 

 

  
 

入力項目 

-ユーザー名（日本連盟から発行されたユーザー名を入力） 

-パスワード（日本連盟から発行されたパスワードを入力） 

 

ボタン  

-ログイン（ユーザー名、パスワードに基づきログイン） 

・クリックすると、システム取り扱いに関するメッセージを表示 

⇒「はい」をクリックすると『加盟登録メニュー』画面へ 

・「ユーザー名」、「パスワード」が誤っている場合は、エラー表示 

・「ユーザー名」、「パスワード」ともに、大文字/小文字を区別 

 -閉じる（当システムへのログインをキャンセルし、画面を閉じる） 

・「ウィンドウを閉じます。よろしいですか？」などの警告メッセージが表示される場合 

 ⇒「はい」を選択  （環境により、警告メッセージが異なります） 
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（２） メニュー画面 

県連盟(地区)権限によるメニューです。 

団(または地区)の申請確認依頼(仮申請)や、日本連盟からの連絡を確認することができ 

ます。 

 

継続登録申請メニューは、継続申請期間(１～３月)のみ表示します。 

 

※画像は、県連盟のメニューを使用しています。地区は項目が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

日次 県連盟（または地区）の表記 

 
入力した場合のみ、申請の進捗状況を示すバーを表示 
※県連盟メニューは、「日本連盟へ申請済み」「日本連盟承認」の表示のみ 

 
申請中のみ表示 

されるメニュー 

 
地区のみの 

メニュー 
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入力不可表示項目 

-システム情報（通知情報を表示） 

・進捗状況を示すバーは、入力した場合のみ表示します 

 ①「仮申請済(申請開始)」 入力内容について、仮申請をすると赤色に変わります 

②「地区・県連盟承認済」 都道府県連盟承認後に、赤色に変わります 

  ③「日本連盟へ申請済」  日本連盟への申請手続き後、赤色に変わります 

  ④「日本連盟承認済(申請完了)」 日本連盟が承認すると赤色に変わります 

（夜間の日次更新後） 

※日本連盟承認後 10日間表示。次の申請処理をした場合、新しい処理を優先 

※都道府県連盟は③④のみの表示 

-日本連盟事務局からのお知らせ（日本連盟から利用者全体への通知情報を表示） 

 

ボタン 

-各種画面へのリンク（各メニュー画面へ移動または呼び出し） 

-パスワード変更のリンク（パスワード変更画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（３） パスワード変更画面 

当システムにログインを行う際のパスワードを変更します。 

 

 
 

 

入力項目 

-新しいパスワード 

-新しいパスワード(確認) 

・「新しいパスワード」が入力されていない場合は、エラー表示 

・「新しいパスワード(確認)」が入力されていない場合は、エラー表示 

・「新しいパスワード」「新しいパスワード(確認)」が一致しない場合は、エラー表示 

・「新しいパスワード」「新しいパスワード(確認)」ともに、大文字/小文字を区別 

・入力したパスワードは伏字で表示 

・次回ログインから、変更後のパスワードを適用 

 

ボタン 

-更新（パスワードを更新し、メニューに移動） 

-戻る（前画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 



画面は InternetExplorer9 にて表示しています。                          画面説明 県連盟・地区 

パソコンにより画面の表示は異なります。 

- 8 -  

２． 県連盟（地区）内の組織の情報変更 

  

 
県連盟(地区)に所属する組織(地区、団、隊、スカウトクラブ)の情報をメンテナンス(作成、

変更、休止)することができます。 

 

（１） 団マスタメンテナンス画面 

 地区権限も本機能を使用できますが、県連盟の指示に従い処理にあたってください。 

 

県連盟(地区)に所属する団の一覧を表示します。 

「団マスタメンテナンス」「団 新規登録」「団 変更」画面を用いて、団のメンテナンス

を行います。 

 
入力項目 

-検索条件（団情報を絞り込む条件） 

・地区権限の場合、団の絞り込み機能はありません 

・休団中の団も表示します 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-団一覧（検索条件で絞り込んだ団情報を表示） 

・絞り込みをしない場合、所属するすべての団情報を表示します 

 ※新団の状態欄は、日本連盟承認前は「エラー」と表示されます 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-検索（検索条件で絞り込んだ対象団を表示） 

-変更（団 変更画面に移動） 

-新規登録（団 新規登録画面に移動） 
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（２） 団 新規登録画面 

  
 

入力項目 

-団情報 

-隊情報 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-団号 

-団コード 

-状態（新規登録時は「新規」表示） 

-継続起算日 

-iServerユーザー情報（日本連盟にて設定） 

※iServerユーザー情報とは 

ログイン画面においてユーザー名(ID)欄に入力する情報です。 

新規団は iServer ユーザー情報がないため、当システムにログインすることができま

せん。 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（団情報を登録） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（３） 団 変更画面 

  
 

入力項目 

-団情報 

-隊情報 

※団を休止(休団)させる場合、以下の条件を満たしている必要があります 

加盟員が所属しないこと 

スカウトクラブがないこと 

（当年度、団(隊)加盟登録していないこと） 

・地区権限の場合、団を他地区へ移動(地区再編)することはできません。県連盟権限にて、

他地区に移動してください。 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-団号 

-団コード 

-継続起算日 

-iServerユーザー情報 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（団情報を登録） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（４） 地区マスタメンテナンス画面 

地区権限は、本機能を使用することはできません。 

 

県連盟に所属する地区の一覧を表示します。 

「地区マスタメンテナンス」「地区 新規登録」「地区 変更」画面を用いて、地区の    

メンテナンスを行います。 

 

  
 

入力項目 －なし 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-地区一覧（県連盟所属の地区情報を表示） 

※新地区の状態欄は、日本連盟承認前は「エラー」と表示されます 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動します） 

-新規登録（地区 新規登録画面に移動） 

-変更（地区 変更画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（５） 地区 新規登録画面 

 
 

入力項目 

-地区情報 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-地区コード 

-状態（新規登録時は「新規」表示） 

-iServerユーザー情報（日本連盟にて設定） 

※iServerユーザー情報とは 

ログイン画面でユーザー名(ID)欄に入力する情報です。 

新規地区は iServer ユーザー情報がないため、当システムにログインすることができ

ません。 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（地区情報を登録） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（６） 地区 変更画面 

 
  

入力項目 

-状態  

※地区を休止させる場合、以下の条件を満たしている必要があります 

加盟員が所属しないこと 

団が所属しないこと 

スカウトクラブがないこと 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-地区名 

-地区コード 

-地区(英名) 

-iServerユーザー情報（日本連盟にて設定） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（団マスタ情報を変更） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（７） スカウトクラブ マスタメンテナンス画面 

 地区権限も本機能を使用できますが、県連盟の指示に従い処理にあたってください。 

 

県連盟に所属(県連盟、地区、団所属)するスカウトクラブの一覧を表示します。 

「スカウトクラブ マスタメンテナンス」「スカウトクラブ 新規登録」「スカウトクラブ

変更」画面を用いて、スカウトクラブのメンテナンスを行います。 

 

 
 

入力項目 

-検索条件（スカウトクラブ情報を絞り込む条件） 

 

入力不可表示項目 

-連盟 

-スカウトクラブ一覧（検索条件で絞り込んだスカウトクラブ情報を表示） 

  ・絞り込みをしない場合、所属するすべてのスカウトクラブ情報を表示します 

 ※新スカウトクラブの状態欄は、日本連盟承認前は「エラー」と表示されます 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-新規登録（スカウトクラブ 新規登録画面に移動） 

-検索（検索条件で絞り込んだスカウトクラブを「スカウトクラブ一覧」に表示） 

-変更（スカウトクラブ 変更画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（８） スカウトクラブ基本情報 新規登録画面 

 
 

入力項目 

-スカウトクラブ基本情報 

-通信連絡先 

-事務担当者 

-会長連絡先 

 

入力不可表示項目  

-連盟 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（スカウトクラブ情報を登録） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（９） スカウトクラブ基本情報 変更画面 

 
 

入力項目 

-スカウトクラブ基本情報 

-通信連絡先 

-事務担当者 

-会長連絡先 

 

入力不可表示項目  

-連盟 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（スカウトクラブ情報を変更） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（１０） 移籍（転団）画面 

地区権限は、本機能を使用することはできません。 

 

団、地区、県連盟の加盟員の移籍(転団)を行います。 

自県連盟所属の加盟員・非加盟員に対して、移籍を行うことができます。 

 

 
入力項目 

-検索条件（対象者を絞り込む条件） 

-加盟員一覧（検索条件で絞り込んだ対象者の情報を表示） 

・絞り込みをしていない場合、所属するすべての加盟員・非加盟員を表示します 

・表示した一覧から、移籍する対象者を指定します 

・継続期間中の当年度移籍は、同一県内、他県連盟間を問わず日本連盟に依頼します 

-移籍(転団)先（対象者の移籍先と役務を選択） 

・非加盟員の場合、所属隊名、役務欄は入力不要です 

（入力しても非加盟員として移籍されます） 

 

入力不可表示項目 －なし 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-検索（検索条件で絞り込んだ対象者を表示） 

-移籍(転団)（指定した対象者に対して、移籍処理） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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３． 連盟（地区）基本情報、加盟員、役員の入力・更新 

 
連盟(地区)基本情報、加盟員、役員の追加・変更を行うことができます。 

追加・変更完了後、日本連盟への申請を行うことで、加盟員として登録します。 

 

◆県連盟の画面を使用します。地区も同様の構成です 

 

 

（１） 継続・新規・変更画面、新規・変更画面 
    （継続登録申請）      （追加登録申請） 

 

継続・新規・変更画面は、継続登録申請に関する情報を編集します。 

新規・変更画面は、追加登録申請に関する情報を編集します。 

県連盟(地区)の加盟員情報を編集し、日本連盟に申請することができます。 

 

継続登録申請 

 
※ダミーデータを使用しています 

 

追加登録申請（上部） 

 
※追加登録申請画面も、継続登録申請画面と同様の構成です
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入力項目 －なし 

 

入力不可表示項目 

-連盟(地区) 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-連盟(地区)基本情報（連盟(地区)基本情報画面に移動） 

-新規加盟登録（加盟員基本情報新規登録画面に移動） 

-変更（加盟員基本情報変更画面に移動） 

-取消（入力内容を取り消す） 

・変更した加盟員情報がない場合は、「取消」ボタンは表示されません 

・新規加盟登録にて作成した加盟員については、入力情報が取り消されます 

・変更した加盟員については、編集前の状態に戻します 

-出力（県連盟(地区)の情報を、パソコンにダウンロード）  ＊別冊『申請手続き』参照 

・ダウンロードできる情報は、申請中(編集中)の情報です 

-確定（申請チェック画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（２） 連盟基本情報（地区基本情報）画面 

県連盟(地区)の基本情報の登録・変更を行います。 

「継続・新規・変更」「新規・変更」画面の「連盟(地区)基本情報」ボタンをクリックし、     

表示します。 

 

◆これより継続登録申請の画面を使用します。追加登録申請も同様の構成です 

 
※ダミーデータを使用しています 
 

入力項目 

-連盟(地区)事務局（加盟登録に限らず、郵便物などの送付先） 

-事務担当者（加盟登録事務の窓口） 

入力不可表示項目 

-連盟 

-連盟長 

-スカウトクラブ情報（連盟(地区)所属のスカウトクラブ） 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-更新（入力・変更した連盟基本情報を登録） 

-出力（連盟(地区)基本情報を、パソコンにダウンロード） ＊別冊『申請手続き』参照 

・画面を表示してから出力ボタンをクリックするまでに入力・変更された連盟(地区)基本

情報は、システムへの登録が完了していないため、出力された情報には反映されません。 

反映させる場合は、実行ボタンをクリックしてから出力ボタンをクリックしてください 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 

または

 

地区の場合は、宛先欄があります。 

郵便物をお届けするために、必ず入力を

お願いします。 

 

または 地区事務局 
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（３） 加盟員基本情報 新規登録画面 

加盟員を登録する際に使用します。 

「継続・新規・変更(または新規・変更)」画面の「新規加盟登録」ボタンをクリックし、

表示します。 
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入力項目 

-加盟員基本情報（加盟員の情報） 

-所属 主・従１～３（役務の情報） 

-減免申請 

-各種送付物(機関誌含む)の送付先 

-国際大会情報 

 

入力不可表示項目 

-申請区分 

-加盟員 No 

・加盟登録前なので、加盟員 Noは表示されません 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-実行（加盟員情報を登録） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（４） 加盟員基本情報 変更画面 

加盟員情報の変更をする際に使用します。 

「継続・新規・変更(または新規・変更)」画面の各加盟員の「変更」ボタンをクリックし、

表示します。 

 

 
※ダミーデータを使用しています 
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入力項目 

-加盟員基本情報（加盟員の情報を変更） 

-所属 主 

-減免申請 

・本年度の加盟登録が完了している加盟員については、変更入力不可 

-各種送付物(機関誌含む)の送付先 

-国際大会情報 

-非継続 

・右側に「※」が付いている項目は必須入力項目です。これらの項目を入力せずに「実行」

ボタンをクリックした場合はエラーとします 

 

入力不可表示項目 

-申請区分 

-加盟員 No 

-所属 従 

-最終更新日 

-最終継続年度 

-初回補償開始日 

-補償終了日 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-指導者訓練歴（指導者訓練歴画面に移動） 

-スカウト進歩記録（スカウト進歩記録画面に移動） 

-更新または実行（加盟員の情報を変更） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（５） 指導者訓練歴画面 

この画面は任意入力です。所属連盟の指示に従ってください。 

加盟員の指導者訓練歴を登録・更新します。 

「加盟員基本情報」画面の「指導者訓練歴」ボタンをクリックし、表示します。 
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入力項目 

-ボーイスカウト講習会 

-ウッドバッジ研修所【～平成２８年度】 

-ウッドバッジ研修所【平成２９年度～】 

-スキルトレーニング 

-団委員研修所（団運営研修所・団委員長特修所） 

-安全セミナー【平成２５～２９年度】 

-ウッドバッジ実修所 

-団委員実修所 

-コミッショナー研修所 

-コミッショナー実修所（コミッショナー特修所） 

-コミッショナー上級訓練課程 

-副リーダートレーナー（ALTC） 

-リーダートレーナーコース（LTC） 

〔資格〕-副リーダートレーナー 

     -リーダートレーナー 

-その他 資格１～５ 

・日付の項目は、西暦を入力します   例）2005年１月１日 →20050101 

・横一列の項目に空欄があると、登録する役務によっては警告が表示されることがあり  

ます 

・修了年月日は、先に訓練歴の入力が必要です（訓練歴の入力がない場合、エラー表示） 

  ・パーチメント№は、先に修了年月日の入力が必要です（修了年月日の入力がない場合、

エラー表示） 

 

入力不可表示項目 

-加盟員情報（加盟員の情報を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-更新（入力・更新した指導者訓練歴を加盟員情報として追加） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（６） スカウト進歩記録画面 

この画面は任意入力です。所属連盟の指示に従ってください。 

加盟員のスカウト進歩記録を登録・更新します。 

「加盟員基本情報」画面の「スカウト進歩記録」ボタンをクリックし、表示します。 

 

 
※ダミーデータを使用しています 

 

入力項目 

-カブスカウト 

-ボーイスカウト 

-ベンチャースカウト（スカウト進歩課目を表示） 

・日付の項目は、西暦を入力します   例）2013年１月１日 →20130101 

・日付は、完修日を入力することを推奨します 

 

入力不可表示項目 

-加盟員情報（編集中の加盟員の情報を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-更新（入力・更新したスカウト進歩記録を、加盟員情報として追加） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（７） 役職員一覧画面（役職員従登録） 

県連盟(地区)の役職員を登録・削除する際に使用します。 

所属する加盟員に対して、役員の割り当てや解除(従登録処理)を行うことができます。 

  メニュー「役職員従登録」から開きます。 

 

 
 ※ダミーデータを使用しています 

右にスクロールすると 

県連盟(または地区)が 

従登録の加盟員には 

「削除」ボタンの表示 
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入力項目 

-検索条件（加盟員を絞り込む条件を入力します） 

-加盟員一覧（検索条件で絞り込んだ加盟員情報を表示） 

・絞り込みをしない場合、最終所属が当該団であるすべての対象者を表示します 

-指定した加盟員に割り当てる役員（指定した加盟員に対し、割り当てる役務を選択） 

・指定：該当者の「指定欄○」をクリックして選択 

・同種の役務を２つ以上登録(兼務)することはできません 

例）理事長と理事、コミッショナーと副コミッショナーなど 

・役員同士で兼務を行うことができない組み合わせがあります 

例）理事等の執行側役務と監査は兼務不可など 

※上記２項に関しては、「役職員従登録」ボタンクリック時にエラーを表示しますので、

適切な組み合わせに変更してください 

・加盟員の主登録は、本画面で変更することはできません。「加盟員基本情報 変更」画面

にて変更を行ってください。 

 

入力不可表示項目 －なし 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-検索（検索条件で絞り込んだ対象加盟員を表示） 

-役職員従登録（指定した加盟員に対して、役員の役務を割り当て） 

-削除（役員一覧の表内右側） 

・削除ボタンクリックで従登録を解除します 

・誤って解除した場合は、役職員従登録にて再度役務を割り当てます 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（８） 復活画面 

活動休止中の対象者(過去の加盟員)を検索します。検索結果から復活登録することが  

可能です。県連盟または地区を主登録する場合に使用します。 

 自県連盟(または自地区)で復活できるのは、最終所属先が自県連盟(自地区)である   

加盟員のみです。 

 

 
    ※ダミーデータを使用しています 

 

入力項目 

-検索条件（復活対象者を絞り込む条件） 

 

入力不可表示項目 

-加盟員一覧（検索条件で絞り込んだ過去に所属していた加盟員を表示） 

・絞り込みをしない場合、最終所属が当該団であるすべての対象者を表示します 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-検索（検索条件で絞り込んだ対象者を表示） 

-復活（加盟員基本情報 復活画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（９） 加盟員基本情報 復活画面 

加盟員を復活申請する際に使用します。 

「復活」画面に表示される各加盟員の「復活」ボタンをクリックし、表示します。 

 

 
 ※ダミーデータを使用しています 
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入力項目 

 -加盟員基本情報（対象の加盟員の基本情報を編集） 

-所属(主)（対象の加盟員の役務情報を編集） 

-減免申請 

-各種送付物(機関誌を含む)の送付先 

-国際大会情報 

 

入力不可表示項目 

-加盟員 No（対象加盟員の加盟員 Noを表示。復活後も本加盟員№を使用） 

-最終更新日 

-最終継続年度 

-初回補償開始日 

-補償終了日（最終所属年度の情報を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-指導者訓練歴（指導者訓練歴画面に移動） 

-スカウト進歩記録（スカウト進歩記録画面に移動） 

-実行（入力した加盟員を復活） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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４． 申請 

 

（１） 申請チェック結果画面 

県連盟(地区)にて入力した情報を確認し、画面に表示します。 

「継続・新規・変更(または新規・変更)」画面の「確定」ボタンをクリックし、表示し    

ます。表示された情報に従い、構成を見直してください。 

エラーがない場合、日本連盟への申請(地区は県連盟への仮申請)を行うことができます。 

 

 
 

※ダミーデータを使用しています 

 

入力項目 

-文頭ボックス（クリックしてチェックを入れる） 

 セーフ・フロム・ハーム eラーニング修了の確認 

 

入力不可表示項目 

-チェック結果（県連盟(地区)の構成をチェックした結果、申請が可能か否かを表示） 

 -チェック結果詳細（県連盟(地区)の構成をチェックした結果を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-登録料内訳【県連盟のみ】（加盟登録申請 登録料内訳画面に移動） 

-仮申請【地区のみ】（県連盟に対し仮申請する） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 

 

地区の場合は、 

         ボタンの表示 



画面は InternetExplorer9 にて表示しています。                          画面説明 県連盟・地区 

パソコンにより画面の表示は異なります。 

- 34 -  

 

（２） 加盟登録申請画面 
 

【地区のみ】 

現在行っている申請情報を表示します。 

 

  
 

 

入力項目  －なし 

 

入力不可表示項目 

-今回の申請内容（申請情報を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-登録料内訳 

・県連盟の承認が得られると「申請許可日」欄に日付が表示され、「加盟登録申請 登録料    

内訳」画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（３） 加盟登録申請 登録料内訳画面 

 
 

入力項目  

-文頭ボックス（クリックしてチェックを入れる） 

 共済加入についての確認 

 

入力不可表示項目 

-入金内訳 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-出力（団の情報をパソコンにダウンロード）  ＊別冊『申請手続き』参照 

-加盟登録申請（日本連盟への申請を行い、メニュー画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 

 

 

 

（４） 入金額照会（登録料内訳）画面 

申請中のみ、前項(３)同様の画面が表示されます。 

 

次項(4)入金額照会メニューから

表示する際は、紫ラインより下の

表示はありません 

平成○○年○月○日 ○○：○○ 

○○連盟 ○○地区 
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（５） メッセージ画面（登録料不要の場合） 

加盟登録料が発生しない申請(住所変更や転団、非継続など)のみの場合、支払不要で   

あることを表示します。 

 

 
 

 

入力項目 －なし 

 

入力不可表示項目 －なし 

 

ボタン 

-完了（メニュー画面に移動） 
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５． 団・地区からの申請内容確認 
 

団(または地区)からの申請内容の確認依頼を受け、申請内容に問題がないか確認を行い 

ます。 

問題がない場合は申請を承認し、団(または地区)による日本連盟への申請を許可します。

問題がある場合は再審査とし、申請を差し戻します。 

 

（１） 加盟登録申請 確認画面 

 

 
 

入力項目 －なし 

 

入力不可表示項目 

-申請確認依頼一覧（団(または地区)からの仮申請(審査・承認依頼)の一覧を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-承認（団(または地区)からの申請内容を承認） 

-再審査（団(または地区)からの申請内容を差し戻す） 

-申請内容詳細（団(または地区)申請内容 / 申請情報を表示） 

-申請内容詳細（加盟員申請内容 / 申請情報を表示） 

-参考（申請チェック画面へ移動 / 申請時のチェック結果を表示） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 

○○ 

○○ 

○○ 

○○ 

○○第１団 

○○○第 2 団 

○○第 7団 

○○○第 5 団 
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（２） 申請チェック画面 

加盟登録申請 確認画面で参考ボタンをクリックした際に表示します。 

団(または地区)が申請した際の状態について、チェック結果を表示します。 

      

入力項目 －なし 

 

入力不可表示項目 

-団または地区（内容表示している団名または地区名） 

-チェック結果詳細（申請時の団(または地区)構成のチェック結果を表示） 

 

ボタン 

-閉じる 

-出力（追加登録申請時のみ） 
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（３） 団・地区現況（団現況）画面 

申請の完了後に、団(または地区)構成をチェックする場合に使用します。 

警告がある場合のみ表示されます。 

 

 
 

入力項目 

-検索条件（対象を絞り込む条件） 

 

入力不可表示項目 

-連盟・地区・団一覧（検索条件で絞り込んだ対象のチェック結果情報を表示） 

・絞り込みをしていない場合、所属するすべての団(または地区)構成のチェック結果を  

表示します 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-検索（検索条件で絞り込んだ団(または地区)を表示） 

-確認（団・地区現況チェック結果画面に移動） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 
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（４） 団・地区現況チェック結果（団現況チェック結果）画面 

団・地区現況(団現況)画面の「確認」ボタンをクリックした際に表示します。 

 

 
 

入力項目   －なし 

 

入力不可表示項目 

-チェック結果詳細（申請時の団(または地区)構成のチェック結果を表示） 

 

ボタン 

-閉じる 

-出力（追加登録申請時のみ表示される） 
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（５） 申請状況レポート 

 
 

 県連盟は団および地区の、地区は団の申請状況を出力(表示)することができます。 

 出力した情報を Excelファイルなどに保存できます。 
＊保存方法や各項目の詳細は、別冊「申請手続き_都道府県連盟・地区」参照 

 

県連盟 

地区 

団 
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６． その他  
 

（１） ダウンロード画面 
日本連盟から公開された資料をパソコンにダウンロードします。 

 

 
 

入力項目  －なし 

 

入力不可表示項目 

-ダウンロードファイル一覧（日本連盟が公開している資料の一覧を表示） 

 

ボタン 

-戻る（前画面に移動） 

-ダウンロードリンク（対応する資料を、パソコンにダウンロード） 

-ログアウトのリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻る） 

 

（２） システムエラー画面 

システム障害が発生した場合に表示します。 

本内容は、時間の経過により解決するものではないため、担当までご連絡ください。 

 

 
 

入力項目 －なし 

 

入力不可表示項目 －なし 

 

ボタン 

-メニュー画面に戻るリンク（メニュー画面に移動） 

TEL：03-6913-6262 

E-Mail：touroku@scout.or.jp 
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７． レポート画面操作説明 
 

当システムでは、パソコンに様々な情報から必要な情報だけを出力(表示)しダウンロード

することができます。 

メニュー画面の団・地区管理の各リンクをクリックし、表示します。 

また、各レポートは Excelファイルなどに保存できます。 
 ＊保存方法は、別冊「申請手続き_都道府県連盟・地区」参照 

 

 

（１） 加盟員検索レポート 

県連盟所属の加盟員情報を、検索条件(所属情報)にて絞り込み、出力します。 

必要な条件(各項目)を指定して「実行」ボタンクリックすると、絞り込んだ加盟員一覧が   

出力できます。条件を指定せず「実行」ボタンをクリックすると県連盟(または地区)所属の   

加盟員全員の一覧が出力されます。 
 

 
 

 

出力された加盟員情報一覧は、日本連盟承認済みの加盟員や、団で入力中のものも表示し

ますので、申請状況欄の表示内容で判別します。 

 承認済：日本連盟で承認された加盟員 

 申請中：仮申請～日本連盟申請中(日本連盟承認前)  

 入力中：入力しているが仮申請は未だ 
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（２） 所属管理レポート 

県連盟(または地区)の構成の観点から、集計結果や所属情報を出力します。 

（従来の「団別加盟登録状況表」と同様の集計表） 

日本連盟承認後のデータを集計します。（地区は、所属の団のみ出力します） 

 

 
地区数・スカウトクラブ数は、マスタメンテナンス「活動」のものを集計 

団名は、マスタメンテナンスで「活動」のものを表示 

団数・隊数・加盟員数は、日本連盟承認済みの集計 

継続申請期間は「所属管理レポート_次年度」メニューにて、次年度継続申請分の集計も

確認可能(次年度メニューは継続申請期間のみの表示) 

 

 

（３） 転団履歴レポート 
地区権限の場合、本機能を使用することはできません。 

 

県連盟所属の加盟員の異動情報を表示します。 

移籍だけでなく、主登録が団役務から県連盟(地区)の役員等の異動情報も表示します。 

 

年度は、移籍処理を実施した年度が表示されるので、必要な年度を選択し「実行」ボタン

をクリックすると、出力されます。 

値なしで「実行」ボタンをクリックすると、2013年 1月以降の履歴が出力されます。 
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（４） 指導者訓練検索レポート 

県連盟所属の加盟員情報を、検索条件(指導者訓練歴)にて絞り込み、出力します。 

 

 
 

 

（５） 事故状況レポート 

地区権限の場合、本機能を使用することはできません。 

 

県連盟内で発生した当年度の事故情報を表示します。 

ただし、受傷者の個人名は出力されません。 
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（６） 連絡先一覧レポート 

指定した団や地区の通信連絡先を出力します。 

 

 
 

（７） 加盟員名簿 

地区権限の場合、本機能を使用することはできません。 

 

加盟員番号で検索した対象者の連絡先を画面に表示します。 

複数名分を一度に入力する場合は、加盟員番号を半角カンマで区切り続けて入力し、最後

に「検索」をクリックすると、加盟員一覧に情報が出力されます。検索結果表示後、出力   

ボタンが表示されますので、このあと Excel等に変換保存することができます。 

 

 
 

（８） 加盟員レポート 県別履歴 年度末 

地区権限の場合、本機能を使用することはできません。 

指定した年度(年度末時点)の加盟員名簿を出力します。（従来の Excel名簿） 

 

 

 

入力件数上限 300件程度 

【入力例】 

4816000011,4813000022,48090

00033 


