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1 はじめにご確認頂きたいこと 

本マニュアルでは、「スポーツ少年団登録システム」（以下、登録システムという。）を使用するにあたって

の使用方法や諸注意を説明していきます。 

1-1 本システムの使用環境について 

登録システムを利用するには以下のような環境が必要です。 

・Internet Explorer9以上（推奨 Internet Exploer11） 

1-2 セキュリティの設定 

セキュリティ設定より「Javaアプレットのスクリプト」、「アクティブスクリプト」及び「スクリプトでのス

テータスバーの更新を許可する」を有効にします。 

Internet Explorer右上の歯車マークをクリックし、「インターネットオプション」をクリックします。 

 

セキュリティタブをクリックし、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。 
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設定の項目よりスクリプトの「Javaアプレットのスクリプト」、「アクティブスクリプト」及び「スクリプト

でのステータスバーの更新を許可する」の「有効にする」にチェックを入れて「ＯＫ」をクリックします。 

 

以上で設定は完了です。 

1-3 注意事項 

・本システムでは外字、及び旧字の入力が出来ません。 
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2 基本的な操作 

システム全体で共通する操作方法をご説明します。 

2-1 ドロップダウンメニュー 

入力枠内に の表示があるものはドロップダウンメニューになります。 

 

をクリックすると選択項目が表示されます。 

 

選択項目をクリックすると項目が入力されます。 

 

  

クリックをします。 

入力したい項目を選択します。 

選択した項目が入力されます。 
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2-2 郵便番号の自動入力機能 

登録システムでは郵便番号を入力すると都道府県、市区町村まで自動入力されます。 

 

郵便番号を入力して Enterキーを押します。 

 

都道府県と市区町村が自動入力されます。 
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2-3 日付入力補助 

 

日付入力部分をクリックすると日付入力補助が表示されます。 

日単位、月単位、年単位で表示を切り替えることができ選択した日付が入力されます。 

【日単位表示】 

 

 

【月単位表示】 

 

 

【年単位表示】 

 

前後の月へ移動します。 

クリックをすると下記のように

月単位の表示に切り替わり 

月単位で選択ができます。 

クリックをすると下記のよう

に年単位の表示に切り替わり 

年単位で選択ができます。 

前後の年へ移動します。 

前後の範囲へ移動します。 
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3 ログイン方法 

スポーツ少年団登録システム専用 WEBページ（https://www.jjsa-entry.jp/）よりログインを行います。 

 

市区町村より発行されたユーザー名を入力します。 

 

市区町村より発行されたパスワードを入力します。 

 

 

  

https://www.jjsa-entry.jp/
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ログインをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

ログインをすると登録システムのメインメニューが表示されます。 

 

  

「このアカウントを記憶する」にチェックを

入れてログインをすると次回以降、ユーザー

名とパスワードの入力を省略できます。 

パスワードをお忘れの場合は「こちらから」をクリックし

て下さい。 

※パスワードを忘れてしまった場合、市区町村スポーツ少

年団でパスワードを再発行する必要があります。 

所属の市区町村スポーツ少年団にお問い合わせください。 
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4 メインメニューについて 

登録システムのメインメニューの項目について説明致します。 

 

 

項目名 説明 備考 

メニューバー 

 
メインメニューを表示します。  

 

単位団 

・修正：単位団の修正を行います。 

・登録：単位団の登録を行います。 

 

 

・お問合せ：お問合せ窓口を表示します。 

・ヘルプ ：ヘルプを表示します。 
 

 

ログインしているユーザーＩＤが表示され

ます。またパスワードの変更を行えます。 
 

 
ログオフを行います。  

単位団 

 

単位団の修正を行います。 
メニューバーの「団」項目でも

同様の操作ができます。 

 

単位団の登録を行います。 
メニューバーの「団」項目でも

同様の操作ができます。 
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5 単位団情報の修正 

単位団情報の修正を行います。 

単位団メインメニューより単位団の「修正」をクリックします。 

 

単位スポーツ少年団修正画面が表示されます。 

 

クリックします。 

必須入力で漏れのある項目が表示されます。 
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項目名 説明 備考 

団の基本情報 住所、結成年月日等の団の基本情報を入力します。  

パスワード変更 パスワードの変更を行います。  

主な活動場所 主な活動場所、連絡先等を入力します。  

団の活動に関する

情報 

活動周期、活動種目等の団の活動に関する情報を入

力します。 
 

代表者住所 代表者に選択された指導者の住所が表示されます。  

スポーツジャパン

送付先 
送付先に選択された指導者の住所が表示されます。  

指導者 指導者の登録、編集などを行います。 有資格者が 2名以上必要 

団員 団員の登録、編集などを行います。  

今回登録者数 登録されている指導者数、団員数表示されます。  

登録料 登録料金の合計が表示されます。  
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5-1 団の基本情報の修正 

団の基本情報を修正します。 

 

項目名 説明 備考 

県 都道府県団の番号が表示されます。 変更不可 

市区町村 市区町村団の番号が表示されます。 変更不可 

単位団 単位団の番号が表示されます。 変更不可 

団名称 単位団の名称を入力します。  

結成年月日 単位団の結成年月日を選択します。  
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5-2 パスワード変更 

下記の手順でパスワードの変更を行います。 

 
「パスワードを変更する」にチェックを入れます。 

 

新しいパスワードを入力します。 

 

確認の項目に新しいパスワードを再度、入力して「登録」をクリックします。 

 

パスワードの変更が完了すると下記のメッセージが表記されます。 
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5-3 主な活動場所の修正 

団の主な活動場所を入力します。 

 

項目名 説明 備考 

郵便番号 郵便番号を入力します。  

都道府県 都道府県を選択します。 
郵便番号を入力すると自動

入力されます。 

市区町村 市区町村を入力します。 
郵便番号を入力すると自動

入力されます。 

番地等 番地等を入力します。  

施設名 施設名を入力します。 必須入力 

電話番号 電話番号を入力します。  

ＦＡＸ ＦＡＸ番号を入力します。  

メール 1 メールアドレスを入力します。 必須入力 

メール 2 メールアドレスが複数ある場合に入力します。 
メール 1 が入力されていな

いと入力が出来ません。 

メール 3 メールアドレスが複数ある場合に入力します。 
メール 1 が入力されていな

いと入力が出来ません。 

ＵＲＬ ＵＲＬを入力します。  
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5-4 活動に関する情報の修正 

団の活動に関する情報を入力します。 

 

 

項目名 説明 備考 

活動間隔 
活動間隔を入力します。定期（週）、不定期（月）

を選択し、回数を入力します。 
 

母集団（育成会等）

の有無 
母集団の有無を選択します。  

傷害保険加入 傷害保険加入の有無を選択します。  

施設 利用している施設の種類を選択します。 必須入力 

スポーツクラブと

の連携 
スポーツクラブとの連携の有無を選択します。  

種目 活動している種目を選択します。 

一つ目の種目を選択しない

と複数の種目を選択するこ

とができません。 

 

  



スポーツ少年団登録システム 操作マニュアル 

 

15/28   

 

5-5 指導者の新規登録 

指導者の新規登録を行います。 

単位スポーツ少年団修正画面にある指導者一覧の「新規作成」をクリックします。 

 

登録画面が表示されるので指導者情報を入力していき、入力が完了したら「新規登録」をクリックします。 
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項目名 説明 備考 

所属先 

県 所属している都道府県団が表示されます。 変更不可 

市区町村 所属している市区町村団が表示されます。 変更不可 

単位団 所属している単位団が表示されます。 変更不可 

認定番号 

県 資格を付与した都道府県番号が表示されます。 変更不可 

資格 取得している資格が表示されます。 変更不可 

番号 資格番号が表示されます。 変更不可 

取得年月日 資格を取得した年月日が表示されます。 変更不可 

指導者の情報 

カナ 指導者の氏名を入力します。 カナ入力 必須入力 

性別 指導者の性別を入力します。 必須入力 

氏名 指導者の氏名を入力します。 必須入力 

年齢 指導者の年齢を入力します。 必須入力 

郵便番号 指導者の郵便番号を入力します。 必須入力 

都道府県 指導者の都道府県を選択します。 必須入力 

市区町村 指導者の市区町村を入力します。 必須入力 

番地等 指導者の番地等を入力します。 必須入力 

電話番号 指導者の電話番号を入力します。  

メール 指導者のメールアドレスを入力します。  

役割 指導者の役割を選択します。  

職業 指導者の職業を選択します。  

以上で登録は完了です。登録が完了すると下記のメッセージが表示されます。 

引き続き、登録画面より指導者の登録が出来ます。 
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指導者の登録が完了すると指導者一覧に登録した指導者が表示されます。 

 

指導者を追加していくと下記のように一覧に表示されていきます。 

 

登録数が 10件以上になるとページングが表示されます。 

 

 

 

 

  

一番最初のページへ 

前のページへ 

一番最後のページへ 

次のページへ 

数字に対応したページへ 

現在表示中のページ番号は背景が黒くなります 
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5-6 指導者情報の編集 

指導者情報の編集を行います。指導者一覧より編集したい指導者の名前をクリックします。 

 

指導者の修正画面が表示されるので指導者の情報を修正し、「更新」をクリックします。 

※指導者の削除を行う場合は「削除」をクリックします。削除されたデータは復元が出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導者が所属している都道府県団、市区町村団、単位団が表示されます。 



スポーツ少年団登録システム 操作マニュアル 

 

19/28   

 

項目名 説明 備考 

所属先 

県 所属している都道府県団が表示されます。 変更不可 

市区町村 所属している市区町村団が表示されます。 変更不可 

単位団 所属している単位団でが表示されます。 変更不可 

認定番号 

県 資格を付与した都道府県番号が表示されます。 変更不可 

資格 取得している資格が表示されます。 変更不可 

番号 資格番号が表示されます。 変更不可 

取得年月日 資格の取得年月日が表示されます。 変更不可 

指導者の情報 

カナ 指導者の氏名の読み仮名を編集できます。 カナ入力 必須入力 

性別 指導者の性別を編集できます。 必須入力 

氏名 指導者の氏名を編集できます。 必須入力 

年齢 指導者の年齢を編集できます。 必須入力 

郵便番号 指導者の郵便番号を編集できます。 必須入力 

市区町村 指導者の市区町村を編集できます。 必須入力 

番地等 指導者の番地等を編集できます。 必須入力 

電話番号 指導者の電話番号を編集できます。 必須入力 

メール 指導者のメールアドレスを編集できます。  

職業 指導者の職業を編集できます。  

備考 備考を編集できます。  

役割 指導者の役割を編集できます。  

今年度登録 指導者の登録状況を編集できます。  

更新が完了すると下記のメッセージが表示されます。 
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5-7 代表者、送付先の変更 

代表者、また資料の送付先を変更します。 

指導者一覧より代表者、または送付先に指定をしたい指導者の項目の「編集」をクリックします。 

 

代表者、送付先のチェック欄にチェックを入れます。 

 

「更新」をクリックします。 

 

代表者、送付先の変更は完了です。代表者、送付先は各 1名ずつ指定することが可能です。 
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5-8 団員の新規登録 

単位スポーツ少年団修正画面にある団員一覧の「新規作成」をクリックします。 

 

 

登録画面が表示されるので団員情報を入力していき、入力が完了したら「新規登録」をクリックします。 

※シニアリーダー、ジュニアリーダーの編集は出来ません。 

 

項目名 説明 備考 

所属先 

県 所属している都道府県団が表示されます。 変更不可 

市区町村 所属している市区町村団が表示されます。 変更不可 

単位団 所属している単位団が表示されます。 変更不可 

認定番号 

県 資格を付与した都道府県番号が表示されます。 変更不可 

資格 取得している資格が表示されます。 変更不可 

番号 資格番号が表示されます。 変更不可 

取得年月日 資格を取得した年月日が表示されます。 変更不可 
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団員 

氏名 団員の氏名を入力します。 必須入力 

性別 団員の性別を入力します。 必須入力 

カナ 団員の氏名の読み仮名を入力します。 カナ入力 必須入力 

年齢 団員の年齢を入力します。 必須入力 

以上で登録は完了です。登録が完了すると下記のメッセージが表示されます。 

引き続き、団員の登録が出来ます。 

 

登録が完了すると一覧に団員の名前が表示されます。 

 

団員を登録していくことで一覧に名前が表示されます。
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5-9 団員情報の編集 

団員情報の編集を行います。 

団員一覧より編集したい団員の名前をクリックします。 

 

団員の修正画面が表示されるので団員の情報を修正し、「更新」をクリックします。 

※団員の削除を行う場合は「削除」をクリックします。削除されたデータは復元が出来ません。 

 

 

 

項目名 説明 備考 

所属先 

県 所属している都道府県団が表示されます。 変更不可 

市区町村 所属している市区町村団が表示されます。 変更不可 

単位団 所属している単位団が表示されます。 変更不可 
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認定番号 

県 資格を付与した都道府県番号が表示されます。 変更不可 

資格 取得している資格が表示されます。 変更不可 

番号 資格番号が表示されます。 変更不可 

取得年月日 資格の取得年月日が表示されます。 変更不可 

団員 

氏名 団員の氏名を編集できます。 必須入力 

性別 団員の性別を編集できます。 必須入力 

今年度登録 団員の登録状況を編集できます。 必須入力 

カナ 団員の氏名の読み仮名を編集できます。 カナ入力 

年齢 団員の年齢を編集できます。 必須入力 

 

更新が完了すると下記のメッセージが表示されます。 
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6 登録、市区町村への申請 

単位団情報の登録を行います。 

単位団メインメニュー単位団より「登録」をクリックします。 

 

単位スポーツ少年団登録確認画面が表示されるので、 

入力に誤りがないか確認を行い入力内容を変更したい場合は中央部分にある「訂正」をクリックすると単位

団情報の修正画面までジャンプします。 

変更がない場合はページ下部の「確認」をクリックします。 

 

クリックします。 

単位団情報の修正画面までジャンプ

します。 
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項目名 説明 備考 

基本情報 
住所、結成年月日等の団の基本情報が表示されま

す。 
 

代表者 代表者の情報が表示されます。  

団の活動 団の活動情報が表示されます。  

団の活動に関する

情報 

活動周期、活動種目等の団の活動に関する情報を入

力します。 
 

主な活動場所 主な活動場所の情報が表示されます。  

送付先 送付先に選択された指導者の住所が表示されます。  

指導者数 登録されている指導者が表示されます。  

変更がない場合はクリックします。 
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団員数 登録されている団員が表示されます。  

今回登録者数 登録されている指導者数、団員数表示されます。  

登録料 登録料金の合計が表示されます。  

 

確認メッセージが表示されるので「OK」をクリックします。 

 

 

登録確認メッセージが表示されるので「登録申請」をクリックします。 

 

以上で登録更新は完了です。 

更新が完了すると単位スポーツ少年修正画面に下記のメッセージが表示されます。 

登録後は登録メニューが表示されなくなり、パスワード、主な活動場所以外の単位団情報の修正、 

登録が出来なくなります。 
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7 ログオフ方法 

画面右上の「ログオフ」をクリックします。 

 

ログイン画面に移ります。 

以上でログオフは完了です。 

 

 

 

 

 

 

 


