協会登録詳細版（４／３０訂正版）
・ここで は実際に 登録作業 を行う方 を念頭に置 いて説明 をします 。
○登録受 付は年間 ３回実施 していま す。
年度登 録受付（ ４～５月 ）～新年 度の正規の 受付です 。新入部 員の登録 もここで 。
追加登 録受付Ⅰ ～１１月 春の受 付以後の新 規新入部 員及び転 入者向け です。
追加登 録受付Ⅱ ～ １月 追加登 録受付Ⅰ以 降の新規 新入部員 及び転入 者向けで す。
※追加登 録受付に 関する情 報は近づ きましたら ホームペ ージ上で お知らせ します。
令和３年度登録受付の締切は
５月２８日金曜日１６：３０までです。
登録方法
手順１ 登録を希 望する学 校はchugaku@sapporo-badminton.comへ空メ ールを送 付する
件名 には必ず 、学校名 と送信者 名を記入し てくださ い。協会 から「Dropbox」へ の
招待 メールが 来きます 。招待メ ールを受け 取れるメ ールアド レスでお 願いしま す。
手順２
資料１

登録料の 納入に関 して

ゆうちょ銀行 振替
口座番号 ０２７３０－６－３８２６９
加入者名

札幌地区バドミントン協会

（振替には手数料がかかりますが自己負担でお願いしています）

ゆうち ょ銀行に ある「払 込取扱票 」に以下の ことを記 入して送 金してく ださい。
☆口 座番号、 加入者名 （資料１ 参照） 金 額を記入 してくだ さい。
☆通 信欄に 学校名（ 正式名称 でお願いし ます）
男子 １ ２００円 × 人数 ＝合計金 額①
女子 １ ２００円 × 人数 ＝合計金 額②
合計（① ＋②）の 金額
を 記入して ください 。
☆ご 依頼人 住所と名 前を記入 してくださ い。
☆右 側の「振 替払込請 求書兼受 領書」にも 同内容を
記入して
ください
。
．．．．
．．．．
．．．．．
注 意 こち らの「ご 依頼人」 の所には必 ず学校名 も記入し てくださ い。
個人 名のみで はあとで 照合する際 に確認で きません 。
資料２ 実際の 払込取扱 票（みほ ん）←ご自 分の学校 に置き換 えて記入 を！

８４ ０ ０

札 幌市立福 移
３
３６００
４
４８００
8400
００７－０８９０ 札幌市東区中沼町２４０番地
石寺 禎治
011 791 4212

8 400
札幌市立福移中学校
石寺禎 治

← ここ 注 意！

手順３ Dropboxにアク セスして 専用エク セルファ イルに必 要事項を入 力する。
今年 度の登録 で最も大 きな変更 です。札幌 地区協会 がホスト となって 、各校専 用
のフォ ルダを作 成後、招 待メール を送ります 。そのメ ールには フォルダ にアクセ
スでき るアドレ スが来ま すので大 切に保管し てくださ い。それ ぞれの学 校のフォ ル
ダにア クセスす るために は、Dropbox の ID を 作っ ていただく 必要があ ります。す で
に ID を お持ちの 方はそれ を使って いただいて も結構 です。google ア カウント うんぬ
んが出 てきます が無視し ていただ いても結構 です。ギ ガスクー ルの端末 では、メ ー
ルのや りとりは 可能です が、学校 の回線では クラウド 上のフォ ルダには アクセス で
きませ んでした 。端末使 用の許可 が下りない か試して みました が、札幌 市のセキ ュ
リティ ポリシー では現在 は無理だ との話です 。（教育 委員会生 涯学習部 総務課学 校
ICT 推進 担当）他 の都市で も同様かも 知れませ ん。校務 端末は今 年度も使 用が難しい
かも知 れません 。その不 便をして なお、この 方式を採 用する理 由は、２ 点ありま す。
①昨 年度の地 区協会の 方で、提 出していた だいたデ ータの間 違い、外 字等など を
訂 正しまし た。大変 残念なこ とに膨大な 間違いが ありまし た。それ を１つ１ つ
担 当者１名 で訂正作 業を行い 、登録しま した。そ うして訂 正された データを 各
学 校に渡す 方法が今 まで無か ったため、 毎年同じ 間違いが 協会に送 付されて 来
ま す。この 悪循環を 解消した いためです 。
②セ キュリテ ィ上、新 たに持ち 出すデータ が不要な こと。も うすでに ２、３年 生
の データは 協会が所 有してい るのでコピ ペですむ こと。１ 年の入力 もウエッ ブ
上 で行える ためデー タの送付 は発生しな いのでセ キュリテ ィポリシ ーには抵 触
し ない。（昨年はメ ールの送 付なので 校長の許可 が必要で した）
自宅 での入力 になるな ら②はあ まり関係な いかも知 れません が。①に ついては 大
変重要 と受付担 当も考え ておりま すので、ぜ ひご理解 の上ご協 力くださ い。
手順① Dropbox に 入ると各 学校名の フォルダ内 に２つ のファイル がありま す。
１ つは昨年度 の Excel の登 録データ （修正済み ）もう １つは今年 度の登録
ファイル です。
② 今年度の 登録ファ イルの名 前を変更し ます。
市町村名 ＋中学名 ＋中＋ 20 ○ ○（半 角）
例：千歳 ○○中 2021.xls 恵庭□ □中 2021.xls 札幌△△ 中 2021.xls
③ ファイル の右端の 「…」を クリックし て一番上 の「開く 」の中か ら
Excel for the web を ク リック して立ち上 げます。 中 段の所にあ る
「ダウン ロード」 を選択し ダウンロー ドします 。その後 ファイル を
Excelで立ち上 げてくだ さい。
④ パ ス ワ ー ド を 求 め ら れ る の で 、 入 力 し ま す 。（ 読 み 取 り 用 、 書 き 換 え 用 の ２ 度 ）
昨年度の パスワー ドと今年 度のパスワ ードが必 要（新年 度送付し ます）
⑤ 所定の内 容を、昨 年から継 続生徒につ いては、 昨年度登 録データ からコピ ペ
で、新規 登録生徒 について は次ページ の図を参 考に入力 します。
※ウエブ 上で作業 した場合 、自動で保 存してい ます。
入力後、 一時保存 してくだ さい。
⑥ Dropbox上のア ップロー ドボタン をクリッ クし、フ ァイルを選 択して
アップロ ードして ください 。
⑦ 一時保存 したファ イルはご 自分のＰＣ から削除 してくだ さい。
⑧ 訂正する 場合は③ ～⑦の作 業を繰り返 してくだ さい。

図１

図２
←学校名の入力忘れに注意！

図３

〈データ 入力時の 注意事項 〉
①データ 入力後必 ず、生徒 本人に確 認させてく ださい。 氏名及び 生年月日 の入力ミ ス
が大変 多いです 。間違い がないこ との確認を よろしく お願いし ます。
②日本語 入力のあ るところ は基本的 に全て全角 で入力し ます。数 字のみの 所は
半角で 入力にな ります。
③生徒の 氏名の入 力時に「 外字」は 絶対に利用 しないで ください 。文字化 けします 。
登録カ ードは「 カタカナ 」で作ら れるので、 本来の字 に最も近 い汎用漢 字での
登録を お願いし ます。外 字では登 録できませ ん。
④全角文 字はすべ て「ＭＳ Ｐゴ シック」 で入力し ます。
⑤ファイ ルのセル に「スペ ース」な どが入って いるとシ ステム登 録時にエ ラーとな
ります ので、必 ず確認し てくださ い。
⑥生徒の 住所と電 話番号の ところは 、すべて学 校の住所 と電話番 号を入力 してくだ
さい。（昨年度 からこの ようにし ています ）
⑦経 験年 数記号 の記 入に つい ては 、来 年の ２月 １日 時点で の経 験年 数と して 算出 します。
２年以 上「Ｓ」 ２年未 満「Ａ」 １年未満 「Ｂ」と なります 。
次ペー ジの資料 を参考に 、選手か ら聞き取り を行って ください 。
⑧見栄え を気にし てセルを 結合され る方がいま した。登 録用にす べて設定 している の
で設定 を変える とエラー になりま す。そのま ま入力し てくださ い。

経験年数を決める上での参考資料
・中学入学当時に競技をはじめた選手は３年生はＳ、２年生はＡ、１年生はＢとなる。
・２年生からはじめた３年生もＡ、はじめたばかりの２,３年生もＢになる。
・部活以外での競技経験がある場合もある。
小学校からの経験者は、６年生からはじめた１年生はＡ、２年生はＳ、
６年生以前からはじめた者はすべてＳ、ということになる。

競技開始の定義は以下の通りとし、原則自己申告とする。
・協会選手登録年数
・ジュニアクラブ等への所属による継続的、断続的練習開始時
・社会体育クラブ等での継続的、断続的練習開始時
・保護者および個人的な指導者についての継続的、断続的練習開始時
・協会、連盟、ＮＰＯ法人等の練習会、講習会、大会への参加
体育館教室、スポーツクラブ等での継続的、断続的練習開始時
・中学校部活動（小学生時からも含む）への所属による継続的、断続
的練習開始時
・小学校クラブ活動であっても、継続的、断続的な練習を行い、
協会登録したり、大会に参加している活動は、競技開始と見なす。
手順３

振替払込 請求書兼 受領書を デジタルデ ータに置 き換えて
Dropboxにアッ プロード してくだ さい。
① デジタル データを 用意しま す。形式は 写真（JPEG 等）で も PDF で も可。
記入内容 がわかる ようにな っていれば 結構です 。
② Dropbox 内 でアップ ロードの タブをクリ ックす るとファイ ル指定で きます。
所定のデ ータを指 定し、ア ップロード してくだ さい。
③ それ以外 の形式で は受け付 けませんの でよろし くお願い します。
以上で終 了です。
締切以降 は各校の 方は編集 権限を失 いますので 訂正がで きません 。注意し てくださ い。
不明なこ とがあれ ばお尋ね ください 。
受 付担当 ００７－ ０８９０ 札幌市東 区中沼町 ２４０番 地
電話 ０１１－ ７９１－ ４２１２
札幌市立 福移中学 校
石 寺 禎 治

ＵＳＢを 利用した 対面での 登録をや めた理由に ついて
※数年前 から情報 資産の持 ち出しに なると札幌 市校長会 より指摘 及び改善 を求め
られて 来ました 。何より 協会のし くみと管理 職の間で 板挟みに なってい た現場
の先生 方に大変 ご迷惑を おかけし ました。他 団体の登 録のしく みを参考 にしバ
ドミン トン協会 のしくみ に落とし 込むと今回 の方法が ベターと 判断いた しました 。
札幌市 の情報セ キュリテ ィ実施手 順（Ｐ３～ ４）
（２） ウ 重要 性１に該 当する情 報資産の校 外の持ち 出し及び 電子メー ルによる
情報資 産の送信 は、原則 として禁止 する。
オ 校長 又は園長 は、利用 者が、事務 上やむを 得ず、重 要性１の 情報資産
が保存 された、 セキュリ ティ措置が 施された 校用外部 記憶媒体 を校外に
持ち出 すことが 必要と認 めた場合に は、校長 又は園長 の責任に おいて必
要な情 報の持ち 出しの許 可を出す。 利用者は 、別紙４ 「情報資 産持ち出
し簿」 に記録し た上で、 セキュリテ ィ措置も 含め、教 頭等の承 認を得る 。
また、 利用者は 、返却し た際には同 様の確認 を得ると ともに、 情報資産
が常に 最新とな るように サーバーで 情報管理 をする。 また、一 定期間持
ち出す 場合にお いても、 許可の申請 は１週間 以内とし 、持ち出 す初日に
持ち出 す日数を 含め同様 の許可と承 認を得る ものとす る。なお 電子メー
ルによ る情報資 産の送信 もこれに準 じるが、 送信の際 には、相 手先の他
に、教 頭等にも 同一のメ ールを送信 する。
※重要性 １の扱い では、住 所、電話番 号、生年 月日につ いては持 ち出し禁
止にな っていま す。住所 と電話番号 は学校の ものにし たのでク リアです
が、生 年月日は 個人を特 定するため にバドミ ントンの 登録にど うして
も必要 ですので 、完全解 消には至っ ていませ んでした 。ただ今 回はウエ
ブ上で すべて完 結します ので情報セ キュリテ ィ的には すべてク リアです 。
残念な がら別の しばりで 札幌市所有 のＰＣで はクラウ ドにはア クセスで
きない ので、別 な手間が 発生してし まいます 。他都市 もおそら く同様の
ことと 推察しま す。ご不 便かけます がよろし くご協力 ください 。

