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１． はじめに 

 

加盟登録とは、教育規程を基準とし、県連盟（地区）の審査、承認を経て、日本連盟へ申請

するものです。 

（１） 登録の対象（教育規程２－４、２－５）  

教育規程に定められた加盟登録をする者（加盟登録しなければならない）と、加盟登録

できる者（加盟登録することができる）を対象としています。 

① 団・隊とその加盟員（スカウトクラブ員も含む）  

② 都道府県連盟（地区）とその役員、スカウトクラブ員 

 

（２） 登録の期間（教育規程２－１５、２－１６） 

① 加盟登録の年度    ４月１日～３月３１日 

② 継続申請の申請期間  １月１日～３月３１日 

※３月３１日までに日本連盟が承認する必要があるため、システム上では７～１０日

ほど前までに申請を済ませていただくようお願いします（間際の申請では、期日内

の承認ができない場合があります）。 

③ 追加申請の申請期間  ４月１日～３月３１日 

※その年度内に県連盟（地区）の承認後に日本連盟が承認するため、システム上では     

７～１０日ほど前までに申請を済ませていただくようお願いします（間際の申請で

は、期日内の承認ができない場合があります）。 

④ システム停止期間 

メンテナンス等により、システムの利用を停止することがあります。この期間は作    

業が行えませんので、ご注意ください。なお、この告知は、システム上に掲載します。 

 

（３） 登録の審査（教育規程２－１１～１４） 

教育規程に定められた基準に従い、県連盟（地区）が審査します。ボーイスカウトの諸活

動、ならびに団・隊の運営を進めるうえで支障がないことを確認し、不十分な点については

改善をし、支援が必要な場合にはその体制や方法を協議する機会を設けます。互いに意見を

交換しながら、スカウトたちの活動を支援するための体制作りをお願いします。 

 

（４） 登録料（教育規程２－１７） 

① 登録料とは 
ボーイスカウト運動への加盟登録には、次にあげる費用の負担も含まれています。

日本連盟への加盟（登録料の納入）が世界スカウト機構への加盟に直結しており、ま

た、加盟と同時に安心、安全に活動していただける保険も備わっています。登録料は

年度ごとに納入していただきます。 

・スカウト運動を運営する費用 

・世界のスカウト運動を運営する費用 

世界スカウト会議の決議に従い、世界スカウト機構へ納める加盟登録料分担金 

・傷害保険「そなえよつねに保険」の保険料 

・指導者には機関誌発行
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② 登録料の種別と金額 

（ア） 団における登録料 

団（１こ団につき）    2,000 円 

隊（１こ隊につき）    2,000 円 

加盟員（１人につき）スカウト  3,000 円 

指導者  5,000 円 

同居指導者（＊）の減免を受ける指導者 3,800 円 

 

（イ） 団における９月以降加盟する場合の登録料（減額登録料） 

加盟促進を目的として、９月以降の加盟については登録料減額の措置がありま       

す。ただし、団・隊の登録料、県連盟(地区)役員の登録料については、年度単位

であり、減額の対象となりません。 

加盟員（１人につき） スカウト 1,900 円 

指導者  2,900 円 

同居指導者（＊）の減免を受ける場合 2,300 円 

 

＊同居指導者の減免申請 

一家庭に指導者が同居していて機関誌の回覧が可能な場合、その家庭への配付を１冊とし、

配付不要の加盟員については機関誌相当額の減免を受けることができます。対象者のその年

度の最初の加盟登録申請時に併せて申請します。あとから追って申請することはできません。 

 

③ 減免について 

次にあげる対象に該当し、その理由から団または隊に経済的な負担が発生する場合、       

減免を申請することができます。 

県連盟（地区）の承認を得た申請は、日本連盟理事会の承認を得て、隊と加盟員の

登録料の一部を減免することができます。ただし、団登録料については減免の対象と

はならず、また同居指導者の減免を同時に受けることはできません。 

１〉対象となる隊 

・養護施設の隊 

・障がいのある青少年等を対象とした隊 

・その他、前記に準ずる隊（例：青少年の更生や矯正を目的とした施設など） 

２〉対象となる加盟員 

・心身に障がいのあるスカウトおよび一緒に活動するスカウト  

・上記１〉において減免の対象と承認された隊に属するスカウト 

・上記１〉の対象となる隊に属する指導者 

・上記１〉の対象となる隊によって構成された団の団委員、および指導者 

 

（ウ） 団における登録料 

団（１こ団につき）   2,000 円 

隊（１こ隊につき）   1,000 円 

加盟員（１人につき） スカウト 1,900 円 

指導者  2,900 円 

 

（エ） 団における９月以降加盟する場合の登録料（減額登録料） 

加盟促進を目的として、９月以降の加盟については登録料減額の措置があります。

ただし、団、隊の登録料については、年度単位とし減額の対象となりません。 

加盟員（１人につき） スカウト 1,350 円 

指導者  1,850 円 
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（５） 登録の承認 

日本連盟において承認が行われましたら、次の書類を発行します。加盟登録証は所属す

る団または県連盟へ、承認書は対象の団または県連盟へお送りします。 

① 加盟員 … 加盟登録証 

② 団（隊）… 継続登録承認書または加盟登録承認書 

 

（６） 登録の手続き（補足） 

① 加盟員の復活 

対象加盟員の復活前の直近の所属団が地区内の場合は地区へ、県内の場合は県連盟

へ、県外の場合は日本連盟へご相談ください。 

 

② スカウトクラブ 

スカウトクラブ員は、ボーイスカウト活動の趣旨をご理解いただき賛同していただ

ける方や、長期および継続的な活動はできないものの単発的な奉仕にご協力いただけ

る方、ＯＢ・ＯＧなどの方で、２０歳以上を対象としています。 

スカウトクラブ員は加盟登録することができます（教育規程２－５）。団、県連盟（地

区）所属のいずれのスカウトクラブも、県連盟の承認を得て、日本連盟へ申請します。

なお、指導者や県連盟（地区）役員としての活動が可能な場合は、スカウトクラブ員

としての申請は不要です。活動目的が異なるため、ほかの役務との兼務はできません。 

スカウトクラブは、隊にかかるような登録料は発生しません。スカウトクラブ員の

登録料は、指導者加盟員と同様です。 

 

③ ２隊目以降の設立（教育規程３－１） 

同種の隊が２隊以上ある場合の２隊め以降は暫定的措置にすぎません。近い将来分

封することが望ましいと言えますので、県連盟（地区）の指導を仰ぎます。 

 

④ その他 

   ご不明な点は、日本連盟管理部総務課 加盟登録システム専用アドレスへお問い合

わせください。 

      E-mail：touroku@scout.or.jp  
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２． 加盟登録申請における個人情報の取り扱いについて 

 

 

加盟登録申請として、加盟団、地区、都道府県連盟を経由して日本連盟に届く「公益財団法

人ボーイスカウト日本連盟 加盟登録者」の内容には、「個人情報」が含まれています。  

平成１７年４月１日付けで完全施行となった「個人情報の保護に関する法律」により、ボー

イスカウトの各種加盟登録情報もその扱いに関して、厳格な対応や配慮を行い厳重に管理する

必要があります。 

団の登録事務担当者のみならず、団内の各指導者ならびに各地区や各都道府県連盟の方々に

も、取り扱う「加盟登録情報は個人情報である」ことを十分に認識いただいて、各種の加盟登

録事務処理に臨まれるよう、お願い申し上げます。  

 

団の加盟登録事務処理においては、具体的に以下の点を厳守されるようお願いします。 

１） 各団内に、加盟登録事務処理担当者（専任１名が望ましい）を任命してください。 

２） 加盟登録システムへログインするために必要なユーザIDやパスワード等は加盟登録事

務処理担当者で管理し、決して第三者に教えないでください。日本連盟事務局職員、警

察官等であっても、ユーザIDやパスワード等を聞くことは絶対にありません。また、以

下の点について、ご注意ください。 

・ パスワードは定期的に変更し、他人から推測されやすい、例えば、生年月日（設立

年月日）、自宅の住所・地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー、同

一数字、連番等の番号のご使用は避けてください。 

・ ログインIDやパスワード等をメモに残したり、パソコン内に保存しないでください。  

・ ネットカフェ等不特定多数の人が利用するパソコンで加盟登録システムを使用する

ことは避けてください。スパイウェア等によりユーザIDやパスワード等が盗まれる可

能性があります。  

・ ご自身が所有、管理する端末以外からやむを得ず、加盟登録システムを利用した場

合は、事後速やかにパスワードを変更してください。  

・ 他のサイトで利用しているパスワードは使用しないことをお勧めします。 

３） 扱う登録情報の各種データファイル（名簿類等データも含む）は厳密に管理し、むやみ

に外部へ持ち出したり、Ｅメール等でのデータファイルの送付・交換は行わない。 

４） 保有する登録情報の第三者への提供および漏洩の防止策を策定しこれを厳守してくださ

い。なお、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟に集約される加盟登録申請（各加盟登録

員の個人（個別）情報）の利用目的については、プライバシーポリシーに明記しています。

また、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟の公式ホームページ

（http://www.scout.or.jp/）においても公開しています。  
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３． 作業にあたっての重要事項と注意事項 

 

（１） 重要：１ 作業にあたって用意するもの 

作業開始前に、以下の各準備品が揃っているか確認し、すべて揃えてから作業を開始してく

ださい。 

① 登録マニュアル  

・  全３部「共通」「操作説明」「申請手続き」 

 

② WindowsOS 仕様のパソコン（以下、PC）  

・ 次項の「パソコンの動作環境について」に示す動作環境に適合する PC 

・ 必ず作業は１インターネットエクスプローラに限定（１つの団、地区、都道府

県連盟の作業＝専用の１インターネットエクスプローラ） 

・ １インターネットエクスプローラで複数団、地区、都道府県連盟の作業をする

場合は、必ず「ログアウト」し、「ログイン」しなおしてください。 

 

③ パソコン本体用の操作マニュアル一式（パソコン添付のメーカーのマニュアル） 

 

④ 入力のための団、地区、都道府県連盟の基礎資料 

 

（２） 重要：２ 使用するパソコンの選定と動作環境の確認 

① パソコンの「動作環境」について 

（ア） 使用するパソコンは、以下の動作環境に適合するかご確認ください。 

（イ） ノート型、デスクトップ型のどちらでも使用できます。 

・ 対応ＯＳ ：ＸＰ／ｖｉｓｔａ／７（セブン） 

・ インターネットエクスプローラのバージョン８．０以上 （推奨） 

インターネットエクスプローラ（ の表記）を推奨しています。 

※ インターネットエクスプローラ以外のブラウザは推奨していません。 

 

② このマニュアルで使用する「パソコン画面」について 

（ア） このマニュアルで表記するパソコン画面は、WindowsXPの画面を使用していま

す。ＯＳにより画面が若干異なる場合がありますが、紙面の都合上すべてを表記でき

ません。  

（イ） 年度表記が異なる場合がありますが、当該年度として読み換えてください。 

 

（３） 重要：３ パスワードの設定 

① パスワードの取り扱い 

パスワードの取り扱いには以下を推奨します。 

・ 定期的に変更する 

・ 推測されやすいものは避ける 

・ アカウント作成時に付与されたパスワードは使用しない 

・ 可能な限り文字列を長くする（８文字以上推奨、２０文字以下） 
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② 推測しやすいパスワード例 

・ ユーザ名と同一 

・ 姓名または姓名の片方(yamada や taro) 

・ ユーザ名に数字を加えたもの(yamada01)  

・ 製品名や商標名(Windows や UNIX) 

・ 名詞(book や pencil) 

・ 地名(tokyo) 

・ 組織の略語(saj) 

・ 規則性のある数字や英字(777 や abcde) 

・ キーボードの配列(qwert) 

 

③ パスワードの設定 

パスワードは極力長くし、最低でも８文字以上を使用する必要があります。パスワ

ードは長ければ長いほど強度が上がります。また、使用するパスワードには、アルフ

ァベットの大文字と小文字、数字、記号を混ぜ、個人から推測できる情報を含めない

ことが肝要です。 

 

④ パスワードの変更・管理 

担当者を交代する場合は、ユーザ ID とパスワードの引き継ぎが必要です。新たな担

当者になられた方は直ぐにパスワードの変更をお願いします。 

また、定期的に変更を行い、ユーザ ID やパスワードは、第三者には決して教えない

でください。 

 

⑤ ユーザ ID、パスワードを忘れた場合 

ユーザ ID、パスワードを忘れてしまった場合は、日本連盟事務局までお知らせくださ

い。 

 

（４） 重要：４ 加盟登録システムを使用する際の禁止事項について 

 

ボーイスカウト日本連盟は、利用者に対し、以下の行為を禁止します。 

 

① 加盟登録システムの稼動を妨げる行為、システムの安定稼動に支障をきたす行為、ま 

たはそれらの恐れのある行為 

② ユーザ ID およびパスワードを不正に使用する行為 

③ 他の利用者やボーイスカウト日本連盟に不利益や損害を与える行為、またはそれらの 

恐れのある行為 

④ 他の利用者やボーイスカウト日本連盟の商標権、著作権、プライバシー、その他の権 

利を侵害する行為、またはそれらの恐れのある行為 

⑤ 公序良俗に反する行為、その他法令に違反する行為、またはそれらの恐れのある行為 

⑥ その他、ボーイスカウト日本連盟が不適当・不適切と判断する行為 

 

禁止行為に違反することは、刑法・不正アクセス禁止法・商標法・著作権法および民商

法の規定に違反し、刑事罰責任および民事的な損害賠償責任で罰せられる場合があります。

すべての違反する行為に対し、ボーイスカウト日本連盟では一切責任を負いません。 
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（５） ボーイスカウト加盟登録申請に関わる用語の解説 

 

登録マニュアルで使用されている用語です。本文中で意味のわからない用語が出てきた場合は

参考にしてください。 

用 語 意 味 と 内 容 

継続登録 

(申請) 

加盟登録している加盟員および団・隊が、引き続き継続して次年度の登録を行うこと

・毎年、決められた期間内に実施します。 

追加登録 

(申請) 

継続登録申請後に、加盟員の新規や復活、変更などの申請を行うこと 

・年度内のいつでも申請できます。 

新規登録 

(加盟登録) 

 

加盟員…初めて加盟登録すること 

    加盟登録コンピュータ化年度以前に加盟していた方が、コンピュータ化年度

以降に復活すること 

団・隊…初めて発団（隊）すること 

    ５年以上、休団（隊）して、復活すること 

復活登録 加盟員…以前に加盟登録していて加盟員番号を付与されている加盟員が、１年以上登

録が途切れた（活動休止）のちに、再び加盟登録すること 

団・隊…１年度以上休団（隊）したのちに、再び加盟登録すること 

上進 

(ｼﾞｮｳｼﾝ) 

スカウトが上の部門の隊（BVS→CS→SS→VS→RS）へ上がること 

移籍(転団) 所属団が変わること 

脱退、除籍 教育規程２－７参照 

・登録は年度登録ですので、年度途中での脱退、除籍に関する申請は必要ありません。 

重複登録 

(主登録と 

従登録) 

教育規程の２－６参照 

各個人の役務を、２つ以上重複して加盟登録すること 

加盟員番号 

(個人の 

登録番号) 

加盟登録コンピュータ化年度以降、登録した加盟員に付与される１０桁の番号 

・この番号で加盟員各個人の情報をすべて管理しています。 

・継続、復活、転団(移籍)にかかわらず、登録をする限り生涯変わらないことを原則としていま

す。 

分封 

(ﾌﾞﾝﾎﾟｳ) 

団内に同種の隊が増えたため、１つの団から新しい団が独立すること 

・この場合「団」は新規団ですが、わかれた「隊」は継続として扱われます。 

※進級(進歩)項目について 

団、地区、県連盟において有効活用していただくため、システムでは入力できるよう項目を

設けています。 
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はじめに 

 

 

（１） 入力エラーについて 

当システムでは、入力した情報に不備がある場合、赤いふきだしを表示します。ふきだし

が表示された場合、内容を確認し、適切な情報に修正してください。 

 

 
 

ふきだしが入力欄をふさいだ場合、ふきだしをクリックすることで、消すことができます。 

 

 
 

（２） 半角カタカナ入力について 

当システムでは、フリガナ入力の項目にて、小文字（【ｧｨｩｪｫ】【ｬｭｮ】【ｯ】）の入力が行われ

た場合、大文字に自動的に置き換えられます。 

 

 

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。

メニューでは、機能一覧以外にも次の機能があります。 

① パスワード変更 

② ログアウト（ログイン画面を除く全画面共通機能） 
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（１） ログイン画面 

当システムを使用する場合のログイン画面です。 

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。 

 

① 画面説明 

 
 

（ア） 入力項目 

(A) ユーザー名（日本連盟から発行されたユーザー名を入力します） 

(B) パスワード（日本連盟から発行されたパスワードを入力します） 

入力されたパスワードは、伏せ字で表示します。 

（イ） ボタン 

(A) ログイン（ユーザー名、パスワードに基づきログインします） 

(B) 閉じる（当システムへのログインをキャンセルし、画面を閉じます） 

 

② 機能紹介 

（ア） ログイン 

(A) 手順 

a. 「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。 

b. 「ログイン」ボタンを押下します。 

(B) 注意点 

a. 「ユーザー名」、「パスワード」が誤っている場合は、エラーとします。 

b. 「ユーザー名」、「パスワード」ともに、大文字/小文字を区別しています。 

（イ） キャンセル 

(A) 手順 

a. 「閉じる」ボタンを押下します。 

b. 「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 

表示される場合があります。表示された場合、「はい」を選択します。 

（環境により、警告メッセージが異なる場合があります） 
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（２） メニュー画面 

当システムの団権限によるメニュー画面です。 

団の申請や日本連盟からの連絡を確認することができます。 

継続登録申請は、１／１～３／３１の継続申請期間のみ表示します。 

 

① 画面説明 
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（ア） 入力不可表示項目 

(A) システム情報 

団に対して外部から通知事項がある場合、通知情報を表示します。 

(B) 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します。 

（イ） ボタン 

(A) 各種画面へのリンク（各種画面を呼び出します） 

(B) パスワード変更リンク（パスワード変更画面に移動します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 各種画面の呼び出し 

(A) 手順 

a. 使用したい画面へのリンクをクリックします。 

（イ） パスワード変更画面の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「パスワード変更」リンクをクリックします。 

（ウ） ログアウト 

(A) 手順 

a. 「ログアウト」リンクをクリックします。 

b. 「ログアウトします。よろしいですか？」というメッセージが 

表示されるので、OK ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. ログイン画面に戻ります。 
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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。 

パスワードの管理は、日本連盟では行いません。忘れた場合は、パスワードの再発行が必

要です。 

 

③ 画面説明 

 
 

（ア） 入力項目 

(A) 新しいパスワード（入力されたパスワードは伏せ字で表示します） 

(B) 新しいパスワード（確認） 

①で入力された、新しいパスワードに誤りがないかをチェックするために、 

同じパスワードを入力します。コピー機能は使用しないでください。 

入力されたパスワードは伏せ字で表示します。 

（イ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 更新（パスワードを更新し、メニューに移動します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

④ 機能紹介 

（ア） パスワードの変更 

(A) 手順 

a. 「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認）」に、変更する。 

パスワードを入力します。 

b. 「更新」ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. 「新しいパスワード」が入力されていない場合は、エラーとします。 

b. 「新しいパスワード（確認）」が入力されていない場合は、エラーとします。 

c. 「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認）」が一致しない場合は、 

エラーとします。 

d. 「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 

区別しています。 

e. 次回ログインからパスワードを変更します。 

（イ） メニューへ移動する 

(A) 手順 

a. 「戻る」ボタンをクリックします。 
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（ウ） ログアウト 

(A) 手順 

a. 「ログアウト」リンクをクリックします。 

b. 「ログアウトします。よろしいですか？」というメッセージが 

表示されるので、OK ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. ログアウトを行うと、ログイン画面に戻ります。 
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２． 団基本情報、隊情報、加盟員の入力・更新 

 

ここでは団基本情報、隊情報、加盟員の入力・更新について説明します。団や隊、加盟員

に追加・変更があった場合に、ここで紹介する機能を使用して入力・更新します。 

 

（１） 継続・新規・変更画面 

継続申請に関する情報を編集します。 

団、隊、団所属の加盟員情報を編集し、県連盟（地区）に団構成の確認を依頼することが 

できます。 

 

※使用可能な期間は、１／１～３／３１の間です。 

本画面を使用して変更した情報は、３／３１までに日本連盟による承認が行われない場

合、４／１に破棄されます。 

  ３月末は混み合うことが予想されますので、早めの継続申請を行ってください。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています。 

    

 

（ア） 入力項目 

(A) 検索条件（加盟員を絞り込む条件を入力します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 団名（団の名称を表示します） 

(B) 加盟員一覧 

団に所属しており、検索条件で絞り込んだ加盟員の情報を表示します。 

絞り込みを行っていない場合、団のすべての加盟員を表示します。 
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（ウ） ボタン 
(A) 戻る（前画面に移動します） 
(B) 団基本情報（団基本情報画面に移動します） 
(C) 新規加盟登録（新規加盟登録画面に移動します） 
(D) 検索 
「検索条件」で自団に所属する加盟員を絞り込み、加盟員一覧に表示します。 

(E) 変更（加盟員編集画面に移動します） 
(F) 取消 
「新規加盟登録」ボタンや、「変更」ボタンで入力した加盟員情報を、元の状態に
戻します。 

(G) 出力（団の情報を、パソコンにダウンロードします） 
(H) 確定（申請チェック結果画面に移動します） 
(I) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 
 

② 機能紹介 
（ア） 団基本情報の呼び出し 

(A) 手順 
a. 「団基本情報」ボタンをクリックします。 
団基本情報画面を表示します。 

（イ） 新規加盟登録の呼び出し 
(A) 手順 

a. 「新規加盟登録」ボタンをクリックします。 
新規加盟登録画面を表示します。 

（ウ） 加盟員の絞込み 
(A) 手順 

a. 「検索条件 所属」で絞り込みの条件を選択します。 
b. 「検索」ボタンをクリックします。 
条件で絞り込みの行われた加盟員一覧を表示します。 

（エ） 加盟員編集の呼び出し 
(A) 手順 

a. 該当加盟員の「変更」ボタンをクリックします。 
対応する加盟員情報と加盟員編集画面を表示します。 

（オ） 加盟員編集の取り消し（保存前の状態に戻す） 
(A) 手順 

a. 戻したい加盟員に対応する、「取消」ボタンをクリックします。 
確認のためのポップアップが表示されます。 

b. ポップアップの「OK」ボタンをクリックします。 
(B) 注意点 

a. 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。 
b. 新規加盟登録にて作成した加盟員については、保存前の状態がないため 
削除します。 

c. 変更した加盟員については、編集前の状態に戻します。 
（カ） 加盟員情報の出力（Excel ファイルのダウンロード） 

(A) 手順 
a. 【５．エクセル出力画面操作説明】参照 

(B) 注意点 
a. ダウンロードできる情報は、申請中（編集中）の情報です。 

（キ） 県連盟（地区）への申請内容確認依頼 
「申請チェック結果画面」を呼び出します。 
(A) 手順 

a. 「確定」ボタンをクリックします。 
申請チェック結果画面を表示します。 
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（２） 新規・変更画面 
追加申請に関する情報を編集します。 

団、隊、団所属の加盟員情報を編集し、県連盟（地区）に団構成の確認依頼を行うことが

できます。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 

 
 

（ア） 入力項目 

(A) 検索条件（加盟員を絞り込む条件を入力します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 団名（団の名称を表示します） 

(B) 加盟員一覧 

団に所属しており、検索条件で絞り込んだ加盟員の情報を表示します。 

絞り込みを行っていない場合、団のすべての加盟員を表示します。 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 団基本情報（団基本情報画面に移動します） 

(C) 新規加盟登録（新規加盟登録画面に移動します） 

(D) 検索 

「検索条件」で自団に所属する加盟員を絞り込み、加盟員一覧に表示します。 

(E) 変更（加盟員編集画面に移動します） 

(F) 取消 

「新規加盟登録」ボタンや「変更」ボタンで入力した加盟員情報を元の状態に 

戻します。 

(G) 出力（団の情報を、パソコンにダウンロードします） 

(H) 確定（申請チェック結果画面に移動します） 

(I) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 
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② 機能紹介 

（ア） 団基本情報の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「団基本情報」ボタンをクリックします。 

団基本情報画面を表示します。 

（イ） 新規加盟登録の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「新規加盟登録」ボタンをクリックします。 

新規加盟登録画面を表示します。 

（ウ） 加盟員の絞り込み 

(A) 手順 

a. 「検索条件 所属」で絞り込みの条件を選択します。 

b. 「検索」ボタンをクリックします。 

条件で絞り込みの行われた加盟員一覧を表示します。 

（エ） 加盟員編集の呼び出し 

(A) 手順 

a. 該当加盟員の「変更」ボタンをクリックします。 

対応する加盟員情報と加盟員編集画面を表示します。 

（オ） 加盟員編集の取り消し（保存前の状態に戻す） 

(A) 手順 

a. 戻したい加盟員に対応する「取消」ボタンをクリックします。 

確認のためのポップアップが表示されます。 

b. ポップアップの「OK」ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. 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。 

b. 新規加盟登録にて作成した加盟員については、保存前の状態がないため 

削除します。 

c. 変更した加盟員については、編集前の状態に戻します。 

（カ） 加盟員情報の出力（Excel ファイルのダウンロード） 

(A) 手順 

a. 【５．エクセル出力画面操作説明】参照 

(B) 注意点 

a. ダウンロードできる情報は申請中（編集中）の情報です。 

（キ） 県連盟（地区）への申請内容確認依頼 

「申請チェック結果画面」を呼び出します。 

(A) 手順 

a. 「確定」ボタンをクリックします。 

申請チェック結果画面を表示します。 
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（３） 団基本情報画面 

団の基本情報の登録・変更を行います。 

「継続・新規・変更」「新規・変更」画面の「団基本情報」ボタンをクリックし表示します。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 
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（ア） 入力項目 

(A) 団基本情報（基本情報を管理します） 

(B) 通信連絡先（郵便物などの送付先の情報を管理します） 

(C) 事務担当者（事務担当者の情報を管理します） 

(D) 団本部（団本部の所在地情報を管理します） 

(E) 育成団体（育成団体、育成会会長の情報を管理します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 連盟 

(B) 地区 

(C) 団名 

(D) 団委員長 

(E) 継続起算日（団の継続起算日情報です） 

(F) 隊情報一覧（団内所属の隊の情報一覧です） 

(G) スカウトクラブ情報（団内所属のスカウトクラブの一覧です） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 減免 

隊減免申請画面に移動し、選択した隊の情報と減免の有無を表示します。 

(C) 実行（入力・変更した団基本情報を登録します） 

(D) 出力 

登録されている団基本情報を、パソコンにダウンロードします。 

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 

団基本情報は、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。 

反映する場合は実行ボタンをクリックしてから出力ボタンを押下してください。 

(E) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 隊減免申請（隊情報の照会・編集）の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「隊情報一覧」内の「減免」ボタンをクリックします。 

指定した隊の隊情報画面に移動します。 

（イ） 団基本情報を登録・変更 

(A) 手順 

a. 画面の入力にて、団基本情報を設定・変更します。 

b. 「実行」ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. 画面上の各項目の右側に「※」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。 

（ウ） 団基本情報の出力（パソコンへのダウンロード） 

(A) 手順 

a. 【５．エクセル出力画面操作説明】参照 
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（４） 隊減免申請画面 

隊情報の登録・変更を行います。 

「団基本情報画面」画面の「減免」ボタンをクリックすると表示します。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 

 
 

（ア） 入力項目 

(A) 隊情報入力欄（隊情報を管理します） 

(B) 減免申請（減免申請を行う際に入力します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 連盟 

(B) 地区 

(C) 団名 

(D) 隊名 

(E) 隊長 

(F) 継続起算日（団の継続起算日情報です） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 実行（入力・変更された隊基本情報を登録します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 隊情報の登録・変更 

(A) 手順 

a. 画面の入力欄を用いて情報を設定・変更します。 

b. 「実行」ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. 画面上の各項目の右側に「※」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。 

b. 本機能で減免が行われるのは隊の登録料だけです。隊に所属する加盟員の減

免を行う場合、加盟員基本情報 新規登録画面、加盟員基本情報 編集画面にて

減免作業を行ってください。 

（イ） ログアウト 

システムからログアウトします。メニュー画面と同様の手順で実施します。 
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（５） 加盟員基本情報 新規登録画面 

加盟員を登録します。 

継続申請時「継続・新規・変更」画面、追加申請時「新規・変更」画面の「新規加盟登録」 

ボタンをクリックすると表示します。 

 

① 画面説明 
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（ア） 入力項目 

(A) 加盟員基本情報 

登録を行う加盟員の情報を入力します。 

(B) 所属 

加盟員の役務情報を入力します。 

他団での役務を兼務している場合、従登録として登録します。 

（入力例：指導者） 

 
（入力例：スカウト） 

 
（入力例：スカウトクラブ会員） 

 
(C) 非継続そなえよつねに保険申請 

保険加入のみの方（仮入隊者や親族など）の場合、チェックを入れ、加盟員との

関係を選択します。 

保険加入のみの方の場合、「所属」は反映されません。 

(D) 減免申請 

a. 同居者減免 

同居指導者の登録減免申請を行う場合、チェックを入れ、同居している指導者

加盟員の加盟員 No を入力します。 

b. 登録料減免 

登録料減免承認の申請を行う場合、チェックを入れ、理由欄に申請理由を入力

します。 

(E) 機関誌等送付先 

日本連盟からの郵便物を住所以外に送付する場合、チェックを外し、送付する 

住所を入力します。 

(F) 国際大会情報 

国際大会で使用する情報の入力をします。 

参加予定がない場合、入力の必要はありません。 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 加盟員 No（加盟登録前なので、加盟員 No は表示されません） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 実行（入力された加盟員基本情報を登録します） 

(C) ログアウトリンク 

当システムからのログアウトを行い、ログイン画面に戻ります。 

 

② 機能紹介 

（ア） 加盟員の新規登録 

(A) 手順 

a. 「加盟員基本情報」を入力します。 

b. 「実行」ボタンをクリックします。 

(B) 注意点 

a. 「所属」の主登録は必ず自団の役務です。 

b. 役務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。 

「実行」ボタンクリック時にエラーが表示されますので、参考にして適切な 

組み合わせに変更してください。 

 



画面は InternetExplorer9 にて表示しています。                     加盟登録事務処理マニュアル団 

パソコンにより画面の表示は異なります。 

- 17 - 
All Rights Reserved, Copyright© SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN 2012 

（６） 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。 

継続申請時「継続・新規・変更」画面、追加申請時「新規・変更」画面の、各加盟員に表

示されている「変更」ボタンをクリックすると表示します。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 
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（ア） 入力項目 

(A) 加盟員基本情報 

加盟員の情報を変更します。 

(B) 所属(主・従１～３) 

役務情報を変更します。 

主登録の連盟、地区、団名に関して変更することはできません。 

(C) 非継続そなえよつねに保険申請 

本年度の加盟登録が終了している場合、変更することはできません。 

非加盟員で登録されている場合、チェックを外し、加盟員として登録内容を 

変更します。（加盟登録料が発生します） 

(D) 減免申請 

a. 同居者減免 

b. 登録料減免 

本年度の加盟登録が終了している場合、変更することはできません。 

(E) 機関誌等送付先 

日本連盟からの郵便物を住所以外に送付する場合、チェックを外し、送付する 

住所を変更します。 

(F) 国際大会情報 

国際大会関連で使用する情報を変更します。 

参加予定がない場合、入力の必要はありません。 

(G) 非継続 

加盟員がボーイスカウト活動を終了する場合、チェックを入れ、理由を入力しま

す。 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 加盟員 No 

(B) 所属(従４～７) 

(C) 継続起算日 

(D) 最終継続年度 

(E) 初回補償開始日 

(F) 補償終了日（団にて変更を行うことはできません） 

 



画面は InternetExplorer9 にて表示しています。                     加盟登録事務処理マニュアル団 

パソコンにより画面の表示は異なります。 

- 19 - 
All Rights Reserved, Copyright© SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN 2012 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 指導者訓練歴（指導者訓練歴画面に移動します） 

(C) スカウト進歩記録（スカウト進歩記録画面に移動します） 

(D) 実行（加盟員の情報を変更します） 

(E) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 指導者訓練歴の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「指導者訓練歴」ボタンをクリックします。 

指導者訓練歴画面を表示します。 

（イ） スカウト進歩記録の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「スカウト進歩記録」ボタンをクリックします。 

スカウト進歩記録画面を表示します。 

（ウ） 加盟員情報の編集 

(A) 手順 

a. 「加盟員基本情報」を更新します。 

b. 「実行」ボタンをクリックします。 
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（７） 指導者訓練歴画面 

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」ボタンをクリックすると表示されます。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 
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（ア） 入力項目 

(A) ボーイスカウト講習会 

(B) ウッドバッジ研修所 

(C) ウッドバッジ実修所 

(D) 団委員研修所（団運営研修所・団委員長特修所） 

(E) 上級訓練  団委員実修所 

(F) コミッショナー研修所 

(G) コミッショナー実修所（コミッショナー特修所） 

(H) コミッショナー上級訓練 

(I) 副リーダートレーナーコース（ALTC） 

(J) リーダートレーナーコース（LTC） 

(K) 保有資格（指導者訓練歴を表示します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 加盟員情報（編集中の加盟員の情報を表示します） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 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します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 指導者訓練歴の登録、更新 

(A) 手順 

a～k.各項目を入力します 

l.   「実行」ボタンをクリックします。 
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（８） スカウト進歩記録画面 

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」ボタンをクリックすると表示されます。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 

 
 

（ア） 入力項目 

(A) カブスカウト 

(B) ボーイスカウト 

(C) ベンチャースカウト（スカウト進歩記録を表示します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 加盟員情報（編集中の加盟員の情報を表示します） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 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します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） スカウト進歩記録の登録、更新 

(A) 手順 

a. 「カブスカウト」を入力します。 

b. 「ボーイスカウト」を入力します。 

c. 「ベンチャースカウト」を入力します。 

d. 「実行」ボタンをクリックします。 
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（９） 復活画面 

活動を休止している加盟員の検索を行います。検索結果から復活登録することが可能です。 

自団にて活動を休止した加盟員のみとします。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 

 
 

（ア） 入力項目 

(A) 検索条件（復活させる加盟員の情報を絞り込む条件を入力します） 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 加盟員一覧 

「検索条件」で絞り込んだ活動休止中の加盟員の一覧を表示します。 

絞り込まない場合、所属するすべての休止中の加盟員情報を表示します。 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 検索 

「検索条件」で自団に所属していた加盟員を絞り込み、加盟員一覧に表示します。 

(C) 復活（加盟員基本情報 復活画面に移動します） 

(D) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 過去に所属していた加盟員の検索 

(A) 手順 

a. 「検索条件」を入力します。 

b. 「検索」ボタンをクリックします。 

c. 加盟員一覧に検索条件で絞り込まれた加盟員を表示します。 

（イ） 加盟員の復活画面の呼び出し 

(A) 手順 

a. 復活させる加盟員の「復活」ボタンをクリックします。 

b. 「加盟員基本情報 復活画面」を表示します。 
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（１０） 加盟員基本情報 復活画面 

加盟員の復活を行います。 

「復活」画面に表示される各加盟員の「復活」ボタンをクリックすると表示されます。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 
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（ア） 入力項目 

(A) 加盟員基本情報（対象の加盟員の基本情報を編集します） 

(B) 所属(主)（対象の加盟員の役務情報を編集します） 

(C) 非継続そなえよつねに保険申請 

(D) 減免申請 

(E) 機関誌等送付先 

(F) 国際大会情報 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 加盟員 No 

対象の加盟員の加盟員 No を表示します。復活後も本加盟員 No を使用します。 

(B) 継続起算日 

(C) 最終継続年度 

(D) 初回補償開始日 

(E) 補償終了日（加盟員として活動していた際の情報を表示します） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 指導者訓練歴（指導者訓練歴画面に移動します） 

(C) スカウト進歩記録（スカウト進歩記録画面に移動します） 

(D) 実行（入力した加盟員を復活します） 

(E) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 指導者訓練歴画面の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「指導者訓練歴」ボタンをクリックします。 

b. 指導者訓練歴画面を表示します。 

（イ） スカウト進歩記録画面の呼び出し 

(A) 手順 

a. 「スカウト進歩記録」ボタンをクリックします。 

b. スカウト進歩記録画面を表示します。 

（ウ） 加盟員の復活 

(A) 手順 

a. 「加盟員基本情報」を更新します。 

b. 「実行」ボタンをクリックします。 
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３． 申請 

 

（１） 申請チェック結果画面 

団にて入力された情報を確認し、画面に表示します。 

継続申請時「継続・新規・変更」画面、追加申請時「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、県連盟（地区）への仮申請（申請の確認）を行うことができます。 

 

① 画面説明 

※ダミーデータを使用しています 

 
 

（ア） 入力項目 －なし 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) チェック結果（団の構成をチェックした結果、申請が可能か否かを表示します） 

 

(B) チェック結果詳細（団の構成をチェックした結果を表示します） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 仮申請 

県連盟（地区）に団の構成の確認依頼を出し、メニュー画面に移動します。 

ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 
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② 機能紹介 

（ア） 申請内容の確認依頼 

加盟登録するための団の構成を、県連盟（地区）に申請する前にチェックします。 

団の構成に問題がない場合、「仮申請」ボタンが表示され、申請を実施できます。 

(A) 手順 

a. 「仮申請」をクリックします。 

(B) 注意点 

a. 日本連盟で申請が承認されるか、県連盟（地区）で申請が却下されるまで、 

再度申請を行うことはできません。 
 

（２） 加盟登録申請画面 

現在行っている申請情報を表示します。 

 

① 画面説明 

 
 

（ア） 入力項目  －なし 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 申請（申請情報を表示します） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 登録料内訳（「加盟登録申請 登録料内訳」画面に移動します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 申請内容の確認依頼 

(A) 手順 

a. 「申請」をクリックします。 
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（３） 加盟登録申請 登録料内訳画面 

① 画面説明 
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（ア） 入力項目 －なし 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 入金内訳 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 出力（団の情報をパソコンにダウンロードします） 

(C) 加盟登録申請 

記載どおりの内容で加盟登録申請を行い、メニュー画面に移動します。 

(D) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 加盟登録申請 

(A) 手順 

a. 「加盟登録申請」をクリックします。 

（イ） 内訳の出力（加盟登録料内訳の Excel ファイルのダウンロード） 

(A) 手順 

a. 【５．エクセル出力画面操作説明】参照 
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４． その他  

 

（１） メッセージ画面（入金なしの場合） 

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。 

 

① 画面説明 

 
 

（ア） 入力項目 －なし 

（イ） 入力不可表示項目 －なし 

（ウ） ボタン 

(A) 完了（メニュー画面に移動します） 

 

② 機能紹介 

（ア） 入金不要の表示 

今回申請する内容は、加盟登録料を必要としないことを表示します。 
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（２） 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。 

 

① 画面説明 

 
 

（ア） 入力項目  －なし 

（イ） 入力不可表示項目 

(A) 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しま

す） 

（ウ） ボタン 

(A) 戻る（前画面に移動します） 

(B) 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します） 

(C) ログアウトリンク（当システムからログアウトし、ログイン画面に戻ります） 

 

② 機能紹介 

（ア） 日本連盟配布資料のダウンロード 

(A) 手順 

a. 「ダウンロード」リンクをクリックします。 
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（３） 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。 

 

① 画面説明 

 
 

（ア） 入力項目 －なし 

（イ） 入力不可表示項目 －なし 

（ウ） ボタン 

(A) メニュー画面に戻るリンク（メニュー画面に移動します） 

 

② 機能紹介 

（ア） メニュー画面の呼び出し（エラー発生のため、メニュー画面に移動します） 

(A) 手順 

a. 「メニュー画面に戻る」リンクをクリックします。 
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５． エクセル出力画面操作説明  

 

当システムでは、パソコンに様々な情報をダウンロードすることが可能です。 

ダウンロード後、適切な形に加工して運用にお使いください。 

（１） エクセル出力手順 

① 以下の手順にて、パソコンにダウンロードを行うことができます。 

(A) 次ページの出力一覧の画面にて、「出力」ボタンをクリックします。 

出力する内容のイメージを表示します。 

(B) インターネットエクスプローラの左上に表示される をクリックします。 

(C) コンテンツのエクスポートをクリックします。 

(D) エクスポート形式を、Excel(xls)または Excel(xlsx)に変更し OK をクリック 

します。使用しているエクセルが 2003 以前の場合、Excel(拡張子：xls)、 

それ以外の場合は、Excel(拡張子：xlsx)を指定してください。 

 
(E) 「開く」か「保存しますか？」とポップアップ表示されるので、保存をクリッ   

クします。（環境により多少動作が異なります） 

 

（２） 出力一覧 

保存可能な情報は以下のとおりです。 

No 画面 ボタン 出力情報 

1 継続・新規・変更 出力 加盟員情報 

指導者訓練履歴(※１) 

スカウト進歩記録(※１) 

2 新規・変更 出力 加盟員情報 

指導者訓練履歴(※１) 

スカウト進歩記録(※１) 

3 団基本情報 出力 団基本情報、隊情報 

4 加盟登録申請 登録料内

訳 

出力 登録料内訳情報 

(※１) 個人単位での出力 



新加盟登録システム説明会 資料 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟登録事務処理マニュアル 

申請手続き 

- 団 - 
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１． 登録申請の作業概念 

（１） 申請方法について 

加盟登録システムでは、大きく２つに申請に分けられます。１つは、来年度以降の活動継続

や加盟員の追加をするための「継続登録申請」です。もう１つは、継続登録が完了した後、登

録内容の変更や加盟員の追加があった場合に行う「追加登録申請」です。 

 

 「継続登録申請」「追加登録申請」は、団が加盟員の登録・変更を行い、地区または都道府県

連盟（以下、県連盟とする）へ仮申請（承認依頼）を行います。県連盟(地区)では、団・加盟

員の登録・変更の確認を行ったのち、「承認」を行い、団の申請内容が確定します（県連盟(地

区)の分担金の入金を確認してから承認します）。また、新規加盟員の登録や翌年度への継続登

録申請を行う際には、日本連盟に加盟登録料の送金を行い、日本連盟で入金確認された段階で

承認され、申請が確定します。申請の確定後、翌日に加盟員情報の反映処理が行われ、加盟員

として正式登録されます。 

 

申請は、すべてインターネットを介したオンラインでの作業です。団では、大きく分けると

３つの作業を行う必要があります。 

① 編集  団・加盟員の変更・管理と、新たな加盟員の追加、加盟員の復活 

② 仮申請  県連盟(地区)へ承認依頼 

③ 申請  日本連盟への申請と、加盟登録料の入金 

 

上記の申請作業の流れとしては、必ず「①⇒②⇒③」の順に行います。 

③（申請）の作業が完了すると、次の申請の①（編集）を行うことができます。 

また、②（仮申請）で再審査となった場合、①（編集）に戻されます。 

 

申請作業の流れとして、以下に申請作業の例と実施可否を記述します。 

○（可能）：「①⇒①⇒②【完了】⇒③【完了】⇒①⇒②」 

または「①⇒②【再審査】⇒①⇒②」 

×（不可）：「①⇒②【処理中】⇒①や②」 

または「①⇒②⇒③【処理中】⇒①や②」 

 

 ①（編集）は繰り返し行うことができますが、②（仮申請）、③（申請）を行っている間は、

次の①（編集）、②（仮申請）を行うことを禁止しています。また、申請の確定後に行う正式登

録が完了するまでは、①（編集）を行うことを禁止しています。 

 

上記、申請作業のイメージ図は次のようになります。 
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登録申請作業のイメージ図 

 

① 団・加盟員の変更・管理と、新規登録、復活 

 
 

継続登録申請、追加登録申請の入力を行います。 

 

団の情報の変更や加盟員の情報の登録・変更などを行うことができます。 

仮申請を行わなければ、繰り返し修正できます。仮申請を行った後は、日本連盟への申

請が完了するまでは修正ができなくなります。また仮申請・申請を行っている間に、追加

で別申請する（同時に２つ以上の申請を行う）ことはできませんので、ご注意ください。 
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② 県連盟(地区)へ承認依頼（仮申請） 

 
①での入力後、県連盟(地区)への仮申請を行います。県連盟(地区)は、継続登録申請、

追加登録申請の内容を確認し、承認または再審査を行います。 

 

承認または再審査の段階へ進むと、団で以下の作業を行えます。 

・承認 ⇒申請に問題がない、かつ不備がないので、日本連盟への申請を可能とする 

・再審査⇒申請に問題がある、または不備があるため、団においての修正作業が必要 

 

再審査になった場合は、県連盟(地区)に申請上の問題を確認し、登録内容の修正を行っ

てから改めて仮申請を行ってください。 

 

県連盟で承認されると、仮申請は完了します。 
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③ 日本連盟への申請と、加盟登録料の入金（申請） 

 
 

県連盟(地区)からの承認後、申請処理を行います。申請時に入金が必要な場合、入金額

が表示されます。 

 

入金が必要な場合は、入金内訳を必ずファイルで保存し、日本連盟へ申請してください。

申請後は、画面にて表示した金額を日本連盟より指定された口座に振り込みしてください。

日本連盟において入金確認がとれ承認されると、申請は確定します。 

 

入金が不要の場合、日本連盟での入金の確認は不要であるため、その時点で申請が確定

します。 
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２． 加盟登録システムへのログイン 

ログイン画面は、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

に入力すると、アクセスできます。 

ログイン画面を表示後、日本連盟よりお知らせしたユーザ ID でログインしてください。初回

ログイン時には、同時にユーザ ID とパスワードをお知らせします。ログイン後、直ぐにパスワ

ードの変更をお願いします。 

 

 ログインを行うと、メニュー画面が表示されます。 

 
 

メニュー画面の上部には、「システム情報」や「日本連盟事務局からのお知らせ」が表示され

ます。 

「システム情報」では、継続登録申請の期間中であることや、県連盟(地区)での承認が行わ

れたことなど、申請に関わる状況が通知されます。 

「日本連盟事務局からのお知らせ」では、加盟登録システムのサーバーメンテナンスのお知

らせなど、各種お知らせを表示します。 
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３． 継続登録申請 

（１） 継続登録申請を行う 

継続登録申請は、１月～３月に実施する必要があります。翌年度も継続して加盟員であるた

めの申請です。 

さらに、翌年度から活動を行う加盟員の追加や、加盟員の個人情報変更などを行うことがで

きます。 

継続登録申請の期間中は、何度も申請ができるため、２回に分けて継続登録申請を行うこと

も可能です（申請の正式登録後、再度申請し、２回目の申請が可能です）。 

 

【重要】 １月～３月に継続登録申請が確定できなかった場合、団に所属するすべての加盟員

が未継続として自動で処理されます。未継続となった場合は、復活登録で加盟員の復活を行い、

追加登録申請で申請を行う必要があります。 

 

加盟登録システムへログイン後、メニューに表示される一覧の継続登録申請から、「継続・新

規・変更」のリンクをクリックします。 

 

 
リンクをクリックすると継続・新規・変更画面が表示され、加盟員一覧を表示します。ここ

で表示される加盟員は、すべて継続登録申請が必要な加盟員です。加盟員の変更や追加、団の

情報の変更などを行い、この画面で「確定」ボタン押下し、次の画面で県連盟(地区)への仮申

請を行います。また、画面上部の「戻る」ボタンを押下し、メニュー画面に移動します。 

 

「継続・新規・変更」のリンクをクリック 

「確定」ボタン押下し、次の画面

で「仮申請」をする 

「戻る」ボタン押下し、メニュー画

面に戻る 
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（２） 加盟員の登録内容を変更する 

継続・新規・変更画面にて表示される加盟員一覧の「変更」ボタンを押下し、加盟員の登録

内容を変更します。 

 
 

 
加盟員基本情報 変更画面では、加盟員の住所や電話番号など個人情報を変更します。また、

加盟員の役務を追加・削除します。（役務を削除する場合は、未入力の状態（▼選択）へ変更し

てください）画面項目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面

説明_団」を参照してください。 

画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに継続・新規・変更画面に

移動します。 

 
画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を保存し、継続・新規・変更画面に移

動します。 

ただし、入力内容に問題がある場合はエラーメッセージが表示され、該当の項目にエラーの

内容と背景色を赤くして表示されますのでエラーの内容を確認し、修正してください。 

 
また、この画面にて、「指導者訓練歴」・「スカウト進歩記録」を登録します。画面項目の詳細

な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

 

「変更」ボタンを押下し、

加盟員の情報を変更する

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せずに、前画面に移動 
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（３） 加盟員を新規登録する 

継続・新規・変更画面の画面上部の「新規加盟登録」ボタンを押下し、加盟員を新規登録し

ます。 

 
 

 
 

加盟員基本情報 新規登録画面では、加盟員の住所や電話番号など個人情報を登録します。

画面項目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参

照してください。 

 画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに継続・新規・変更画面に

移動します。 

 
画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を一時保存し、継続・新規・変更画面

に移動します。 

ただし、入力内容に問題がある場合はエラーメッセージが表示され、該当の項目にエラーの

内容と背景色を赤くして表示されますのでエラーの内容を確認し、修正してください。 

 
 

 

「新規加盟登録」ボタンを押下

し、加盟員を登録する 

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せずに、前画面に移動 
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（４） 非加盟員の保険加入者を登録する 

前章「加盟員を追加する」に記述した同様の操作を行い、加盟員基本情報 新規登録画面を

表示してください。非加盟員そなえよつねに保険申請欄のチェックを入れ、分類を選択すると、

非加盟員の保険加入者として登録します。ただし、加盟員の登録と同様に氏名などの入力必須

項目があります。 

 

 
 

非加盟員の保険加入者についても、加盟登録システム上で管理されるため、継続登録申請で、

翌年度の保険加入を継続できます。 

当該年度の加盟登録申請が済んでいる加盟員を、非加盟員の保険加入者へ変更することはで

きません。そのため加盟員基本情報 変更画面では操作不可としています。 

 

（５） 非加盟員の保険加入者を加盟員に変更する 

前章「加盟員の登録内容を変更する」に記述した同様の操作を行い、非加盟員の保険加入者

を加盟員基本情報 変更画面に表示してください。非加盟員そなえよつねに保険申請欄のチェ

ックを外し、新規の加盟員として登録します。さらに、必須項目についても入力します。 

 

 
 

「実行」ボタンを押下後、新規の加盟員として一時保存します。そのため、一時保存の加盟

員も通常の加盟員と同様に加盟員から非加盟員の保険加入者に変更はできません。非加盟員に

戻す場合は、一時保存した情報を取り消してください。 

 一時保存した情報を取り消す場合は、「加盟員の登録・変更した保存内容を取り消す」を参照

してください。 

チェックを入れ、分類を選択する

チェックを外し、新規の加盟員のと

して登録する 
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（６） 加盟員の減免（同居者減免と登録料減免）を申請する 

前章「加盟員の登録内容を変更する」に記述した同様の操作を行い、減免申請を行う加盟員

（非加盟員の保険加入者は不可）を加盟員基本情報 変更画面に表示してください。同居減免

と登録料減免の２種類の減免を申請できます。 

 

同居者減免 

同居者減免は、２人以上の指導者が同居している場合のみ、申請が認められます。 

同居している加盟員の加盟員番号を入力し、同居減免のチェックを入れ申請します。 

 

登録料減免 

登録料減免は、特別な理由がある場合のみ申請が認められます。 

登録料減免のチェックを入れ、理由欄に該当する理由を選択または入力します。 

 

 
 

また、加盟員基本情報 新規登録画面でも同様の入力を行うことができます。 

 

（７） 加盟員を非継続にする 

前章「加盟員の登録内容を変更する」に記述した同様の操作を行い、非継続にする加盟員（非

加盟員の保険加入者も可能）を加盟員基本情報 変更画面に表示してください。非継続欄のチ

ェックを入れ、理由を選択または入力し（必須項目）、申請します。 

 

 
 

非継続で申請した加盟員は、同じ年度の継続登録申請期間中であれば、非継続から継続に変

更が可能です。継続登録申請の加盟員一覧に表示されますので、加盟員を非継続から継続へ変

更し申請、承認されることで継続になります。 

なお、非継続の加盟員を継続へ変更するためには、非継続のチェックをオフにすると、継続

する加盟員に戻ります。 

チェックを入れ、理由を選択または入力

し、非継続にする 

同居者減免 

登録料減免 
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（８） 加盟員を移籍（転団）する 

移籍元と移籍先の団で合意のうえ、移籍先の団が以下の内容を連絡します。 

 

同一県連盟内での移籍は所属する県連盟へ、所属する県連盟が変更となる場合は日本連盟に

ご連絡ください。県内での移籍で、所属元と連絡が取れないなど、やむを得ない理由により移

籍が行えない場合は、日本連盟まで連絡してください。 

連絡方法については、所属する県連盟にご確認ください。 

 

移籍に必要な情報：対象者の加盟員 No、氏名、移籍先の団名と役務 

 

連絡を受けた県連盟（または日本連盟）が加盟員の移籍処理を行うことで、移籍元のリスト

から移籍先のリストに加盟員が移動します。この段階では、まだ継続登録申請は完了していま

せん。移籍先において、対象者の継続登録申請を行います。 

  

県連盟（または日本連盟）による移籍作業は、移籍元および移籍先の団が申請中の場合、申

請が承認されるまで処理を行うことができないため、承認を待ちます。 

  

また、移籍元において対象者の主登録団の変更を行っただけでは、移籍されません。移籍元

で登録料が発生されます。県連盟または日本連盟へ必ず移籍の旨、連絡してください。 

 

 

（９） 加盟員の登録・変更した保存内容を取り消す（一時保存の取り消し） 
継続・新規・変更画面に表示される加盟員一覧の「変更」ボタンを押下し、加盟員情報を変

更した場合、一時保存されます。また、加盟員の新規登録や復活を行った場合も同様です。 

一時保存を行った情報については、「取消」ボタンが表示されます。「取消」ボタンを押下す

ると、一時保存の情報が取り消されます。 

 

 
 

一時保存した加盟員の情報を取り消した場合、「取消」ボタンを押す前の情報が取り消され、

入力前の状態に戻ります。「取消」ボタンを押す前の情報に戻すことはできませんので、注意し

てください。 

 

 

一時保存の情報を取り消すことが可能 
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（１０） 団の情報を変更する 

継続・新規・変更画面の画面上部の「団基本情報」ボタンを押下し、団情報を変更します。 

 

 
団基本情報画面では、団情報の変更や隊の減免などを変更できます。また、新規で団を作成

したときなど、入力必須項目があります。画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内

容を保存せずに継続・新規・変更画面に移動します。 

 
画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を一時保存し、継続・新規・変更画面

に移動します。ただし、入力に問題がある場合はエラーメッセージが表示され、該当の項目に

エラーの内容と背景色を赤くして表示されますので、内容を確認し修正してください。画面項

目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参照して

ください。 

「団基本情報」ボタンを押下し、 

団情報を変更する 

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せずに、

前画面に移動 
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（１１） 隊の減免を申請する 

 前章「加盟員の団の情報を変更する」に記述した同様の操作を行い、団基本情報画面を表

示します。画面下部の隊情報一覧で隊の減免を申請します。 

 

隊の減免は、養護施設の隊など特別な理由がある場合のみ申請が認められます。減免申請の

登録料減免のチェックを入れ、理由欄に該当する理由を選択または入力します。 

 

 

 
 

 
 

 

画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに団基本情報画面に移動し

ます。画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を保存し、団基本情報画面に移動

します。 

 

「減免」ボタンを押下すると

隊減免申請が可能 

チェックを入れ、理由欄に該当する理由を選択または入力

をする 

入力内容を保存し、 

前画面に移動。 

入力内容を保存せずに、

前画面に移動。 
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（１２） 加盟員の情報をファイル出力する 

継続登録申請で、加盟員情報をファイル出力するためには、継続・新規・変更画面にて、「出

力」ボタンを押下し表示される、加盟員情報一覧レポートから実施します。 

 

 
 

 
 

「出力」ボタンを押下すると、加盟員情報一覧レポートが新しい画面で立ち上がり表示され

ます。この画面で、Excel ファイルなどに保存ができます。保存方法は、別紙「02_加盟登録事

務処理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

また、加盟員情報一覧レポートの「参照」リンクより、指導者訓練履歴やスカウト進歩記録

を確認できます。 

 

「出力」ボタンを押下すると、加盟

員情報一覧レポートが新しい画面で

立ち上がり表示される 
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（１３） 団の情報をファイル出力する 

継続登録申請で団情報をファイル出力するためには、団基本情報画面にて「出力」ボタンを

押下し表示される、団情報レポートにて実施します。団基本情報画面は、前章「加盟員の団の

情報を変更する」に記述した同様の操作を行い表示します。 

 

 
 

 
 

「出力」ボタンを押下すると、団情報レポートが新しい画面で立ち上がり表示されます。こ

の画面で、Excel ファイルなどに保存できます。保存方法は、別紙「02_加盟登録事務処理マニ

ュアル_画面説明_団」を参照してください。 

 

「出力」ボタンを押下すると、団情

報レポートが新しい画面で立ち上が

り表示される 
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（１４） 県連盟(地区)に仮申請する 

継続登録申請を行うためには、最初に県連盟（地区）において、登録内容の承認が必要です。

このことを、システム上では「仮申請」と呼びます。また、継続登録申請で加盟員情報や団情

報を登録・変更した後に実施する必要があります。 

一度、仮申請を行った場合、再審査（団からの仮申請で県連盟(地区)での確認時、団で登録

した内容に不備があった場合に団に差し戻すこと）、継続登録申請の正式登録（日本連盟での確

認が完了した日の翌日に正式登録される）が完了するまでは、加盟員情報や団情報を変更はで

きません。そのため、仮申請を行う際は、十分な確認を行ったうえで実施するようにしてくだ

さい。 

 

 継続・新規・変更画面下部の「確定」ボタンを押下すると、加盟員情報や団情報の確定処理

が行われます。 

 

 
「確定」ボタン押下し、申請チェック結果画面に移動します。確定処理時には、加盟員情報

や団情報が教育規定に準じている内容であることを確認します。確認結果は、チェック結果詳

細として一覧に出力されます。 

 
 

ここで、チェック結果にエラーが存在する場合、仮申請を行うことができません。エラー対

象を修正のうえ、再度仮申請を行います。 

チェック結果が警告のみの場合は、仮申請を行うことができます。警告は県連盟(地区)での

承認があることを前提に登録を許可されます。「仮申請」ボタン押下すると、県連盟(地区)への

仮申請が行われ、メニュー画面に移動します。 

「確定」ボタン押下すると、申請チェック結

果画面に移動する 

「仮申請」ボタン押下し、 

県連盟(地区)へ仮申請する 
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４． 追加登録申請 

（１） 追加登録申請を行う 

【重要】 継続登録申請の期間中（１月～３月）は、継続登録申請が完了しないと追加登録申

請には加盟員が表示されません。加盟員の変更は、すべて継続登録申請のメニューで実施して

ください。 

 

当年度中の加盟員の新規登録や復活については、追加登録申請にて実施します。また、翌年

度の継続登録申請の期間中でも、当年度の加盟員の新規登録や復活が可能です。 

メニューに表示される一覧の、追加登録申請から「新規・変更」のリンクをクリックします。 

 

 
リンクをクリックすると、新規・変更画面が表示され、加盟員一覧を表示します。ここで表

示される加盟員は、すべて追加登録申請が可能な加盟員です。加盟員の変更や追加、団の情報

の変更などを行い、「確定」ボタン押下し、次の画面で県連盟(地区)への仮申請を行います。ま

た、画面上部の「戻る」ボタンを押下すると、メニュー画面に移動します。 

「新規・変更」のリンクをクリック

「確定」ボタン押下し、次の画

面で「仮申請」する 

「戻る」ボタン押下し、メニュー

画面に戻る 
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（２） 加盟員の登録内容を変更する 

新規・変更画面にて表示される加盟員一覧の「変更」ボタンを押下すると、加盟員の登録内

容を変更できます。 

 
 

 
加盟員基本情報 変更画面では、加盟員の住所や電話番号など個人情報を変更します。また、

加盟員の役務を追加・削除します。（役務を削除する場合は、未入力の状態へ変更してください）

画面項目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参

照してください。 

 

 画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに新規・変更画面に移動し

ます。 

 
 

 画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を保存し、新規・変更画面に移動しま

す。 

ただし、入力内容に問題がある場合はエラーメッセージが表示され、該当の項目にエラーの

内容と背景色を赤くして表示されますのでエラーの内容を確認し、修正してください。 

 
 

また、この画面にて、「指導者訓練歴」・「スカウト進歩記録」を登録します。画面項目の詳細

な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

「変更」ボタンを押下し、

加盟員の情報を変更する

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せずに、前画面に移動 
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（３） 加盟員を新規登録する 

新規・変更画面の画面上部の「新規加盟登録」ボタンを押下し、加盟員の新規登録をします。 

 
 

 
加盟員基本情報 新規登録画面では、加盟員の住所や電話番号など個人情報を登録します。

画面項目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参

照してください。追加登録申請では、減免項目については変更ができません。 

 画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに新規・変更画面に移動し

ます。 

 
 

画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を一時保存し、新規・変更画面に移動

します。 

ただし、入力内容に問題がある場合はエラーメッセージが表示され、該当の項目にエラーの

内容と背景色を赤くして表示されますのでエラーの内容を確認し、修正してください。 

 
 

「新規加盟登録」ボタンを押下し、

加盟員を登録する 

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せずに、前画面に移動 
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（４） 非加盟員の保険加入者を登録する 

前章「加盟員を追加する」に記述した同様の操作を行い、加盟員基本情報 新規登録画面を

表示してください。非加盟員そなえよつねに保険申請欄のチェックを入れ、分類を選択すると、

非加盟員の保険加入者として登録します。ただし、加盟員の登録と同様に氏名などの入力必須

項目があります。 

 

 
 

当該年度の加盟登録申請が済んでいる加盟員を、非加盟員の保険加入者へ変更することはで

きません。そのため加盟員基本情報 変更画面では操作不可としています。 

 

（５） 非加盟員の保険加入者を加盟員に変更する 

前章「加盟員の登録内容を変更する」に記述した同様の操作を行い、非加盟員の保険加入者

を加盟員基本情報 変更画面に表示してください。画面の非加盟員そなえよつねに保険申請欄

のチェックを外し、新規の加盟員のとして登録します。さらに、必須項目についても入力しま

す。 

 

 
 

「実行」ボタンを押下し、新規の加盟員として一時保存します。そのため、一時保存の加盟

員も通常の加盟員と同様に、非加盟員の保険加入者に変更はできません。非加盟員に戻す場合

は、一時保存した情報を取り消してください。 

一時保存した情報を取り消す場合は、「加盟員の登録・変更した保存内容を取り消す」を参照

してください。 

 

チェックを入れ、分類を選択

する 

チェックを外し、新規の加盟員のと

して登録する 
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（６） 加盟員の減免（同居者減免と登録料減免）を申請する 

前章「加盟員を追加する」に記述した同様の操作を行い、減免申請を行う加盟員（非加盟員

の保険加入者は不可）を加盟員基本情報 新規登録画面に表示してください。同居減免と登録

料減免の２種類の減免を申請できます。 

なお、減免申請は、継続登録申請時に行い、後から追って申請できません。追加登録申請す

る新規登録者は、その際に同時申請します。 

 

同居者減免 

同居者減免は２人以上の指導者が同居している場合のみ、申請が認められます。 

同居している加盟員の加盟員番号を入力し、同居減免のチェックを入れ登録します。 

 

登録料減免 

登録料減免は、特別な理由がある場合のみ申請が認められます。 

登録料減免のチェックを入れ、理由欄に該当する理由を選択または入力してください。 

 

 
また、加盟員基本情報 変更画面では、減免申請の変更はできません。 

 

（７） 加盟員を非継続にする 

前章「加盟員の登録内容を変更する」に記述した同様の操作を行い、非継続にする加盟員（非

加盟員の保険加入者も可能）を加盟員基本情報 変更画面に表示してください。非継続欄のチ

ェックを入れ、理由を選択または入力し、申請します。 

 

 
 

非継続で申請した加盟員は、同じ年度の継続登録申請期間中であれば、非継続から継続に変

更が可能です。継続登録申請の加盟員一覧に表示されますので、加盟員を非継続から継続へ変

更し申請、承認されることで継続になります。 

なお、非継続の加盟員を継続へ変更するためには、非継続のチェックをオフにすると、継続

する加盟員に戻ります。 

 

チェックを入れ、理由を選択または入力し、

非継続にする 

同居者減免 

登録料減免 
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（８） 加盟員を移籍（転団）する 

移籍元と移籍先の団で合意のうえ、移籍先の団が以下の内容を連絡します。 

 

同一県連盟内での移籍は所属する県連盟へ、所属する県連盟が変更となる場合は日本連盟に

ご連絡ください。県内での移籍で、所属元と連絡が取れないなど、やむを得ない理由により移

籍が行えない場合は、日本連盟まで連絡してください。 

連絡方法については、所属する県連盟にご確認ください。 

 

移籍に必要な情報：対象者の加盟員 No、氏名、移籍元の団名、移籍先の団名と役務 

 

連絡を受けた県連盟（または日本連盟）が加盟員の移籍処理を行うことで、移籍元のリスト

から移籍先のリストに加盟員が移動します。この段階では、まだ継続登録申請は完了していま

せん。移籍先において、対象者の継続登録申請を行います。 

  

県連盟（または日本連盟）による移籍作業は、移籍元および移籍先の団が申請中の場合、申

請が承認されるまで処理を行うことができないため、承認を待ちます。 

  

また、移籍元において対象者の主登録団の変更を行っただけでは、移籍されません。移籍元

で登録料が発生します。県連盟または日本連盟へ必ず移籍の旨、連絡してください。 

 

 

（９） 加盟員の登録・変更した保存内容の取り消す（一時保存の取り消

し） 
新規・変更画面に表示される加盟員一覧の「変更」ボタンを押下し、加盟員情報を変更した

場合、一時保存されます。また、加盟員の登録や復活を行った場合も同様です。 

一時保存を行った情報については、加盟員の一覧上に「取消」ボタンが表示されます。「取消」

ボタンを押下すると、一時保存の情報が取り消されます。 

 

 
 

一時保存した加盟員の情報を取り消した場合、「取消」ボタンを押す前の情報が取り消され、

入力前の状態に戻ります。「取消」ボタンを押す前の情報に戻すことはできませんので、注意し

てください。 

 

 

一時保存の情報を取り消す 
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（１０） 団の情報を変更する 

新規・変更画面の画面上部の「団基本情報」ボタンを押下し、団情報を変更します。 

 

 
団基本情報画面では、団情報の変更や隊の減免などを変更できます。また、新規で団を作成

したときなど、入力必須項目があります。画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内

容を保存せずに新規・変更画面に移動します。 

 
画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を一時保存し、新規・変更画面に移動

します。ただし、入力内容に問題がある場合はエラーメッセージが表示され、該当の項目にエ

ラーの内容と背景色を赤くして表示されますので、エラーの内容を確認し修正してください。

画面項目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参

照してください。 

「団基本情報」ボタンを押下し、 

団情報を変更する 

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せず

に、前画面に移動 
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（１１） 隊の減免を申請する 

 前章「加盟員の団の情報を変更する」に記述した同様の操作を行い、団基本情報画面を表示

します。画面下部の隊情報一覧で隊の減免を申請します。 

 

 
 

 
 

 隊の減免は養護施設の隊など、特別な理由がある場合のみ申請が認められます。減免申請の

登録料減免のチェックを入れ、理由欄に該当する理由を選択または入力します。 

 

画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに団基本情報画面に移動し

ます。画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を保存し、団基本情報画面に移動

します。 

 

「減免」ボタンを押下し、

隊減免申請する 

減免申請の登録料減免のチェックを入れ、理由欄に該

当する理由を選択または入力する 

入力内容を保存し、 

前画面に移動 

入力内容を保存せずに、

前画面に移動 
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（１２） 加盟員の情報をファイル出力する 

追加登録申請で、加盟員情報をファイル出力するためには、新規・変更画面の「出力」ボタ

ンを押下し表示される、加盟員情報一覧レポートから実施します。 

 

 
 

 
 

「出力」ボタンを押下すると、加盟員情報一覧レポートが新しい画面で立ち上がり表示され

ます。この画面で、Excel ファイルなどに保存ができます。保存方法は、別紙「02_加盟登録事

務処理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

 また、加盟員情報一覧レポートの「参照」リンクより、指導者訓練履歴やスカウト進歩記録

を確認できます。 

「出力」ボタンを押下すると、加盟

員情報一覧レポートが新しい画面で

立ち上がり表示される 
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（１３） 団の情報をファイル出力する 

追加登録申請で、団情報をファイル出力するためには、団基本情報画面の「出力」ボタンを

押下し表示される、団情報レポートから実施します。団基本情報画面は、前章「加盟員の団の

情報を変更する」に記述した同様の操作を行い表示します。 

 

 
 

 
 

「出力」ボタンを押下すると、団情報レポートが新しい画面で立ち上がり表示されます。こ

の画面で、Excel ファイルなどに保存の保存できます。保存方法は、別紙「02_加盟登録事務処

理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

 

「出力」ボタンを押下すると、団情

報レポートが新しい画面で立ち上が

り表示される 
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（１４） 県連盟(地区)に仮申請する 

追加登録申請を行うためには、最初に県連盟(地区)において登録内容の承認が必要です。こ

のことを、システム上では「仮申請」と呼びます。また、追加登録申請で加盟員情報や団情報

を登録・変更した後に実施する必要があります。 

一度、仮申請を行った場合、再審査（団からの仮申請で県連盟(地区)での確認時、団で登録

した内容に不備があった場合に団に差し戻すこと）、追加登録申請の正式登録（日本連盟での確

認が完了した日の翌日に正式登録される）が完了するまでは、加盟員情報や団情報を変更はで

きません。そのため、仮申請を行う際は、十分な確認を行ったうえで実施するようにしてくだ

さい。 

 

 新規・変更画面下部の「変更」ボタンを押下すると、加盟員情報や団情報の確定処理が行わ

れます。 

 

 
「確定」ボタン押下すると、申請チェック結果画面に移動します。確定処理時には、加盟員

情報や団情報が教育規定に準じている内容であることを確認します。確認結果は、チェック結

果詳細として一覧に出力されます。 

 
 

ここで、チェック結果にエラーが存在する場合、仮申請を行うことができません。チェック

結果が警告のみの場合は、仮申請を行うことができます。警告は県連盟(地区)での承認がある

ことで前提に申請が許可されます。「仮申請」ボタン押下すると、県連盟(地区)への申請が行わ

れ、メニュー画面に移動します。 

 

「確定」ボタン押下することで、申請チェック

結果画面に移動する 

「仮申請」ボタン押下し、県連盟(地区)へ申

請する 
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５． 加盟員の復活登録 

（１） 加盟員を復活する 

 加盟員の復活登録は、継続登録申請・追加登録申請で実施します。どちらの機能の復活登録

も、同じ操作です。メニューに表示される一覧から「復活」のリンクをクリックします。 

 
 

 
 

リンクをクリックすると、復活画面が表示されます。まず「検索」ボタンを押下すると指定

した条件での非継続の加盟員・未継続の加盟員の検索が行われ、加盟員一覧に検索結果が表示

されます。加盟員一覧に表示される加盟員を、復活させることができます。 

画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、入力内容を保存せずに継続・新規・変更画面に

移動します。 

 

「復活」のリンクをクリック 

「戻る」ボタン押下し、 

メニュー画面に戻る 

「検索」ボタン押下し、指定した条件

での非継続の加盟員・未継続の加盟員

を検索する 
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加盟員一覧より、「復活」ボタンを押下すると、加盟員基本情報 復活画面に移動します。 

 
 

 
加盟員の住所や電話番号など個人情報を変更できます。画面項目の詳細な説明については、

別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、復活せずに復活画面に移動します。 

 
 

画面下部の「実行」ボタンを押下した場合、入力内容を一時保存し、復活画面に移動します。

ただし、入力内容に問題がある場合は、エラーメッセージが表示され、該当の項目にエラーの

内容と背景色を赤くして表示されますので、エラーの内容を確認し、修正してください。 

 
 

ここで復活した加盟員は、継続登録申請、追加登録申請の加盟員一覧に復活対象として一時

保存されます。必ず復活対象の加盟員は、継続登録申請または追加登録申請で内容の確認と更

新を行ってください。 

復活対象の加盟員を変更画面で更新すると、「継続登録申請で復活を行う」または「追加登録

申請復活を行う」のどちらかを選択します。加盟員基本情報更新後は復活対象から復活に状態

が変更されますので、継続登録申請、追加登録申請を行ってください。 

「復活」ボタンを押下し、加盟員を復活する

入力内容を保存し、前画面に移動 

入力内容を保存せずに、前画面に移動
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６． 日本連盟への申請 

（１） 仮申請中が完了する 

 県連盟(地区)への仮申請中は、メニュー画面のシステム情報に仮申請中のメッセージが表示

されます。 

 
 

 もし、県連盟(地区)への仮申請が再審査（県連盟(地区)から団へ差し戻し）となった場合、

仮申請中のメッセージが消えますので、県連盟(地区)に問題を確認して、再度申請を行ってく

ださい。 

 仮申請が受理された場合、仮申請中のメッセージが消え、日本連盟への申請を行うメッセー

ジが表示されます。 

 
 

上記、メッセージが表示された場合、日本連盟への申請を行います。 

 

 

（２） 日本連盟に申請する 

日本連盟への申請は、県連盟(地区)への仮申請が受理されたのちに、実施できます。メニュ

ーに表示される一覧の「加盟登録申請」のリンクをクリックします。 

 

 

仮申請中のメッセージが表示される 

仮申請中のメッセージが消え、日本

連盟への申請を行うメッセージが

表示される 

「加盟登録申請」のリンクをクリック

前画面に移動 
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リンクをクリックすると、加盟登録申請画面が表示されます。ここに表示されている内容に

ついて、日本連盟への申請を行うことができます。画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、

入力内容を保存せずに継続・新規・変更画面に移動します。 

申請内容から「申請」ボタンを押下すると、申請時に必要な登録料の内訳が表示されます。 

 
 

 
 

加盟登録申請 登録料内訳画面では、加盟登録時に登録料の内訳が表示されます。表示され

る内容は人数、登録料と減免内容、また今年度の登録料と翌年度の登録料が表示されます。画

面項目の詳細な説明については、別紙「02_加盟登録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参照

してください。 

画面上部の「戻る」ボタンを押下した場合、申請せずにメニュー画面に移動します。 

 

「登録料内訳」ボタンを押下し、登録料の内訳を表示

メニュー画面に戻る 
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加盟登録料の入金が必要な場合、画面下部の「出力」ボタンを押下すると、表示される団情

報レポートにて、登録料の内訳をファイル保管することが可能です。方法は、別紙「02_加盟登

録事務処理マニュアル_画面説明_団」を参照してください。 

 

 
これは、日本連盟への登録料の入金額ですので、申請を行う際は必ず保存してください。 

 

日本連盟への入金額の合計が、画面下部の登録料合計欄に記載されています。こちらの金額

を、日本連盟が指定する口座に振り込みます。 

 
 

「出力」ボタンを押下すると、加盟登録料内訳レポ

ートが新しい画面で立ち上がり表示される 

加盟登録に必要な登録料の合計が表示される 
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入金額を確認後、日本連盟に申請を行う際は、「加盟登録申請」ボタンを押下します。申請を

行う前には、必ず登録料の入金額をファイルで保存してください。 

 
 

「加盟登録申請」ボタンを押下すると、日本連盟への申請が行われ、メニュー画面に戻り、

メニュー画面のシステム情報に日本連盟へ申請中のメッセージが表示されます。 

 
 

登録料の入金後、日本連盟での確認が完了すると、日本連盟より申請が受理されたメッセー

ジが表示されます。これは申請が受理された後、１０日間のみ表示されます。 

 
 

 また、加盟登録料の入金が必要な場合は、登録料の内訳が表示されますが、加盟員の個人情

報の変更など、登録料が不要な申請である場合は、以下のように加盟登録料が発生しないメッ

セージが表示されます。 

 
この場合は、登録料が発生しないため、「完了」ボタンを押すことで、申請が完了します。申

請が完了後、翌日に正式な登録処理が行われます。「完了」ボタンを押下し、メニュー画面に移

動します。 

 

申請を完了し、メニュー画面

に戻る 

日本連盟への申請が行われ、メニュー画面に戻る 

日本連盟へ申請中のメッセージが表示され

日本連盟で申請が受理されたメッセージ

が表示される 
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７． 仮申請～申請時の注意点 

 

 県連盟(地区)への仮申請を行った場合、仮申請から日本連盟で申請が受理され、正式登録が

完了するまでは、団の情報の変更や、申請中の所属する加盟員の情報を変更できません。加盟

員の情報を変更できないとき、加盟員一覧では「変更」ボタンを表示しません。 

 
 

また、「団基本情報」ボタンや「確定」ボタンを押下した場合、申請できないことを示すエラ

ーメッセージを表示します。 

 
 

申請の確定後、翌日に加盟員情報の反映処理が行われ、加盟員として正式登録が行われます。

正式登録されることで、加盟員の変更や県連盟（地区）情報の変更が可能になります。 

 

８． 団の分封を行う 

分封を行う際、分封を行う団が県連盟(地区)の担当者によって、団の登録作業・復活作業が

完了していることが必要です。県連盟(地区)の作業が完了後、前章に記述した移籍（作業）を

実施してください。 

隊の継続起算日を引き継ぐことが必要な場合は、日本連盟へ連絡を行い、継続起算日の反映

依頼を行ってください。 

 

９． 団・隊の新規登録、休団・休隊、復活を行う 

新規登録、休団・休隊、復活登録を行う際は、県連盟(地区)の担当者に作業を依頼してくだ

さい。 

新規登録、復活登録の場合は、県連盟(地区)での作業完了後、申請作業を実施してください。 

休団・休隊の場合は、所属の加盟員（活動中）がいないことが前提です。十分に確認してか

ら休団・休隊の依頼を行ってください。 

 

１０． スカウトクラブの新規登録、休止、復活を行う 

新規登録、休止、復活登録を行う際は、県連盟(地区)の担当者に作業依頼を実施してくださ

い。 

新規登録、復活登録の場合は、県連盟(地区)での作業完了後、申請作業を実施してください。 

休止の場合は、所属の加盟員（活動中）がいないことが前提です。十分に確認してから休止

の依頼を行ってください。 

 

 

「変更」ボタンを表示しない 
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１１． 共通機能について 

（１） パスワードの変更を行う 

パスワードの変更を行う場合は、メニュー画面上部の「パスワード変更」リンクをクリック

します。 

 
 

 
 

 表示されるパスワード変更画面にて、新しいパスワードと確認用の入欄に変更後の同一のパ

スワードを設定し、「更新」ボタンを押下し、変更します。 

「戻る」ボタンを押下した場合、パスワードを変更せずにメニュー画面に移動します。 

 

（２） 加盟登録システムからのログアウトを行う 

加盟登録システムからログアウトを行う場合、各画面の上部にある「ログアウト」リンクを

クリックするし、ログアウトします。 

 
 

 
 

「パスワード変更」リンクをクリ

ック 

「更新」ボタン押下で、入力

したパスワードに変更 

「戻る」ボタンを押下し、 

メニュー画面に戻る 

「ログアウト」リンクをクリック

し、ログアウトする 

「ログアウト」リンクをクリック

し、ログアウトする 
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（３） 各種資料のダウンロードを行う 

加盟登録システムからファイルをダウンロードできます。 

メニュー画面のダウンロードセンターから、「ファイルダウンロード」のリンクをクリックす

ると、ダウンロード画面が表示されます。 

ダウンロード可能なファイルを一覧で表示し、「ダウンロード」リンクをクリックし、指定し

たファイルをダウンロードし保存などを行います。 

 

 

 
 

「開く」ボタンを押下すると、ダウンロードしたファイルを開きます。ファイルを保存する

には、「保存」ボタンを押下します。 

 

 

「ダウンロード」リンクをク

リックし、ファイルをダウン

「ファイルダウンロード」のリンクをクリ
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１２． 画面関連図 

（１） 継続登録申請・復活 
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（２） 追加登録申請・復活 
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（３） 日本連盟への申請 
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