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【AWSサーバー】

■ 管理システムの概要（イメージ図）

◯ 講習会の申込 ＊必要書類を日本鉄道施設協会へ郵送
（講習会受講申請書、実務経歴書、医学適性検査診断書）

◯ 受講者の確認内容（受講者の資格、協会からの注意事項）
◯ 講習会関連の確認（講習会日程、申込状況、試験等合否確認ほか）
◯ 受講票の出力
◯ 認定資格情報の閲覧

◯ 講習会の登録
◯ 講習の受付（写真、申請書類等）
◯ 試験等の結果開示
◯ 認定証（カード）の発行
◯ 資格者データの管理

【日本鉄道施設協会】

【申請者】

資格認定管理システム
データベース

【認定証】郵送

管理システム

講習会申込手続の厳正化

資格認定情報等の閲覧化

資格失効防止と個人管理化

■ 管理システム導入のメリット等

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592121744/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2lsaG91ZXR0ZS1pbGx1c3QuY29tL2lsbHVzdC8yNTU4/RS=%5eADBxvPgkh4OYR3Lmcf6ay1i1E8.iks-;_ylt=A2RinFcPiORerG8A3SOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592116595/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS5jbWFuLmpwL2ljb24vY29tcHV0ZXIvaW50ZXJuZXQv/RS=%5eADBdwMzJejrrvYiQF2ul2s28xDgjA4-;_ylt=A2RCK.7yc.ReoxoA4SeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592118092/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vbWF0b21lLz9pZD0xMzk-/RS=%5eADBHHK7Xc3rIqmDYTbUlCuJv8PXnxY-;_ylt=A2RivbfLeeRegDIA9CCU3uV7
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これまでの手続の流れ システム化後の手続の流れ
日本鉄道施設協会 申請者 日本鉄道施設協会 申請者

■ 管理システムを使用する前に

申込

•ホームページの申込書に必要事項を記入し協会へ送付
•協会は「ログインID」と「パスワード」を申込者へ付与

登録

•申込者は「ログインID」と「パスワード」を確認
•管理システムへの登録完了

変更

•ホームページの変更申請書に必要事項を記入し協会へ送付
•協会が変更手続を行い、申請者がホームページで確認

講習会情報掲示

講習会郵送申込

講習会申込受付
● 申込書類、受講料
● 写真

受講申込承認

受講券作成 受講券受領
郵送

講 習 会 実 施

試験結果判定

認定証発行 認定証受領
郵送

講習会情報掲示

講習会システム申込登録

講習会申込仮登録

● 必要書類、受講料
● 写真

受講票印刷（システム出力）

講 習 会 実 施

試験結果判定

認定証発行 認定証受領
郵送

【講習会実施日の3ヶ月前以降】

受講料振込

受講申込承認 受講申込確定（システム出力）

受講料振込

■ 管理システム導入による受講申込の比較

【システムで「承認済」を確認】

保安講習会受講申込書
受講者履歴及び技術経歴書



①　日本鉄道施設協会ホームページ参照 【パスワードを変更する場合】 【医適登録の場合】　※Ａ
②　システム取扱説明書をダウンロード 画面 ①　受講者管理ボタン ①　受講者管理ボタン

画面 ①　現在と新しいパスワードを入力 画面 画面
③　IDとパスワードを入力 ②　更新ボタン ①　受講者IDを入力し検索ボタン ①　受講者IDを入力し検索ボタン
④　ログイン ③　TOPページ画面　 ②　検索情報が下部に表示 ②　検索情報が下部に表示
　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 ③　EXCEL出力ボタン ③　詳細ボタン
⑤　TOPページ画面 【会社情報を変更する場合】 　⇒受講者リストがダウンロード 画面
＜会社情報を更新する場合＞ ①　会社・支店編集ボタン ④　 ①　医適登録ボタン
①　会社・支店編集ボタン 画面 画面 画面

画面 ①　変更事項を記入し、更新ボタン ①　対象者の詳細ボタン ①　診断日～四肢状態を記入
　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 画面 ②　登録ボタン

　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 ②　TOPページ画面 ①　戻るボタン ③　記入内容が表示
＜受講者を登録する場合＞ ②　TOPページ画面
①　受講者管理ボタン 【新規登録の場合】 　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」

画面 ①　受講者管理ボタン ⑤　戻るボタン
画面 ①　受講者管理ボタン ⑥　TOPページ画面

②　医適・運適の有効期限を入力 画面
③　資格有効期限を入力 ②　新規登録ボタン ①　受講者IDを入力し検索ボタン　※Ｂ
④　受講者IDと氏名などを入力 画面 ②　検索情報が下部に表示
⑤　新規登録ボタン ①　受講者氏名～ＪＲ出向者を記入 ③　詳細ボタン
　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 ②　登録ボタン 画面
⑥　TOPページ画面 　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 ＜資格情報の場合＞
　 受講者一覧 画面 ③　TOPページ画面
①　受講者IDを入力し検索ボタン ②　全ての資格情報が下部に表示
②　詳細ボタン

受講者照会 画面 ①　受講者管理ボタン
①　写真登録ボタン 画面 　⇒受講者リストがダウンロード
②　登録日、有効期限を入力 ①　受講者IDを入力し検索ボタン ④　
③　写真ファイルで「ファイルを選択」をクリック ②　検索情報が下部に表示 画面
④　フォルダーより登録する写真を選択 ③　詳細ボタン ＜資格（教育）情報の場合＞
⑤　登録ボタン 画面 ①　資格（教育）情報ボタン
　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 ①　基礎情報編集ボタン
　⇒選択した写真が貼り付く ②　変更箇所を修正後に更新ボタン
⑥　ファイルクリアボタン 　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 ①　講習会情報ボタン
⑦　戻るボタン ③　戻るボタン ②　講習会合否結果ボタン
⑧　TOPページ画面　 ④　TOPページ画面

【講習会に申込む場合】 ②　申込受講者を確認したら一時保存ボタン 【講習会申込書を印刷する場合】 【受講票を印刷する場合】
①　TOPページ画面 ③　申込受付終了日までに申請ボタン ①　TOPページ画面 ①　TOPページ画面
②　講習会申込ボタン 　※全員削除したい場合は受講者全削除ボタン ②　講習会申込ボタン ②　講習会申込ボタン

画面 　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 画面 画面
①　講習会を選択し検索ボタン ④　戻るボタン ①　検索ボタン ①　検索ボタン

⑤　TOPページ画面 ②　講習会一覧が表示 ②　講習会種別を「すべて」の状態にし、
②　登録されている講習会情報が表示 　受付中に☑を記入し、検索ボタン
③　この内容で申し込む場合は、申込ボタン 【講習会申込申請を取り消す場合】 ③　申込書ボタン ③　申込情報が下部に表示

画面 ①　TOPページ画面 　⇒ステータスで「承認済」を確認
①　講習会内容を確認し、受講者ボタン ②　講習会申込ボタン ④　 ④　受講票ボタン

画面 画面 画面 　⇒受講票がダウンロード
①　受講者検索項目の受講者IDを入力 ①　講習会を選択し検索ボタン ④　
②　検索ボタン ②　申請情報が下部に表示 受講票 画面
③　検索情報が下部に表示 ③　申請情報ボタン ⑤　受講票を印刷
④　表示されたリストから受講者を選択 講習会申込 画面 ①　TOPページ画面
⑤　受講者横の追加ボタン ①　申請取消ボタン ②　講習会申込ボタン

　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」 画面
＜再申請したい場合＞ ①　検索ボタン

①　新規登録ボタン ①　受講者選択ボタン ②　講習会一覧が表示
②　【新規登録の場合】の手続 受講者選択 画面
③　【講習会に申し込む場合】の手続 ①　検索ボタン、追加ボタン ③　経歴書ボタン

画面 　⇒表示「ⓘ’受講者’は見つかりません。」
①　申込受講者情報が表示 ②　戻るボタン ④　
②　運適受講希望に☑を記入 画面
③　特例がある場合は記載し、詳細ボタン 【講習会申込を一時保存し、本申請する場合】

画面 ①　【講習会に申し込む場合】の手続
①　表示内容を確認し戻るボタン 講習会申込 画面

画面 ①　申込受講者情報が表示
①　申込受講者情報が表示 ②　運適受講希望に☑を記入、申請ボタン

　⇒表示「ⓘ処理が完了しました。」

①　必要事項を入力・印刷し、押印後に送付

④　記載内容に間違いがなければ登録ボタン

③　選択した受講者の講習会合否結果が表示

①　検索ボタンで継続受講者でないことを確認

　⇒講習会種別を（▼）で表示し、☑で選択
　⇒ステータスに「申込可能」「申請中」が表示

①　申込書を印刷し、社印を押印後に送付

受講者履歴及び技術経歴書

　また、受講料の振込証明を同封し送付

　⇒ステータスに「申込可能」「申請中」が表示

講習会一覧

　⇒受講者履歴及び技術経歴書がダウンロード

　⇒申込書がダウンロード

保安講習会受講申込書

【受講者経歴及び技術経歴書を印刷する場合】

受講票

③　エクセルデータで確認する場合はEXCEL出力ボタン

受講者照会

講習会申込

①　検索ボタンで検索情報を表示

受講者登録

【新規登録後に受講者情報を変更する場合】

受講者一覧

受講者照会

⑥　選択した受講者以外の情報が下部に表示
＜受講者が登録されていない場合＞

講習会申込

講習会申込

受習者選択

講習会一覧

講習会一覧

講習会申込手続

医学適正編集

受講者照会

医適情報の登録
【受講者の基礎情報を確認する場合】

講習会一覧 講習会一覧

受講者リスト（エクセルデータ）

②　選択した受講者の資格（教育）情報が下部に表示

＜講習会情報の場合＞

【資格情報／資格（教育）情報／講習会情報を確認する場合】

受講者一覧

受講者照会

送付する必要書類

受講者照会

①　資格情報ボタン

　　注）資格を指定する場合は、※Ｂで資格を選択

受講者一覧

会社・支店編集
会社・支店編集

②　枠内の空欄に必要事項を記載し、更新ボタン

受講者リスト（エクセルデータ）

受講者管理

初回利用時の手続 会社情報の編集

ログイン 受講者一覧 受講者一覧
パスワード変更

■ 管理システムの主な手続フロー

JS_JUKOSHA_LIST_....xlsx ^ ボタン

JS_JUKOSHA_LIST_....xlsx ^ ボタン

jukohyo.pdf ^ ボタン

moshikomisho.xlsx ^ ボタンkerekisho.xlsx ^ ボタン

moshikomisho.xlsx ^ ボタン

－３－



■　ログイン

「ログイン」画面で、日本鉄道施設協会から受領した会社ＩＤとパスワードを入力して「ログイン」をクリックする。

会社・支店一覧

「処理が正常に完了しました。」の表示でログインが終了する。

－４－

【初回ログインの場合】
日本鉄道施設協会から受領した「ID」と「パスワード」でログインして下さい。
パスワードを変更する場合は、ログイン後に再設定して下さい。

【「ID」または「パスワード」を忘れた場合、あるいは「ID」がロックされた場合】
日本鉄道施設協会に連絡して新しい「ID」と「パスワード」を取得し、旧パスワードをリセット後に初回利用時の手続でログインして下さい。

仮パスワードと新たなパスワードを入力し更新
新たなパスワードは、半角小文字の英数字8文字以上、20文字以下で設定

jrceasap54988

jrceasap54988



■　自身のパスワード変更

トップ画面で「自身のパスワード変更」をクリックする。

「自身のパスワード変更」画面で、現在のパスワードと新しいパスワード（確認用パスワードも同様）を入力して「更新」をクリックする。新しいパスワードは半角小文字の英数字８文字から20文字で設定する。

「処理が正常に完了しました。」の表示でログインが終了する。

－５－

jrceasap54988

abcde123456

abcde123456



■　会社情報の更新

トップ画面で「会社・支店編集」をクリックする。

「会社・支店編集」画面で、必要事項を入力して「更新」をクリックする。

入
力

－６－

札幌支店

サッポロシテン

060 0906

北海道札幌市東区北6条東4丁目2-1

011

745

0001

011

745

0002



「処理が正常に完了しました。」の表示で会社情報の更新が終了する。

－７－

札幌支店

サッポロシテン



■　受講者の登録

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、必要事項を入力して「検索」をクリックする。ただし、該当者全員を表示する場合は何も入力しないで「検索」をクリックする。

－８－



「受講者一覧」画面で必要事項を記載し「新規登録」をクリックする。

「受講者登録」画面で、内容を確認し「登録」をクリックする。　　※　生年月日は、西暦で、年月日の区切りは　「-」で区切ること。「選択」ボタンを押すと、カレンダーが表示され、その画面から入力することができる。

－９－



「処理が正常に完了しました。」の表示で受講者の新規登録が終了する。検索条件を入れずに「検索」ボタンをクリックし全員表示している場合は追加した者が表示される。

－１０－



■　受講者情報の更新

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

TO 

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。ただし、何も入力しないで「検索」をクリックすると全員が表示される。

－１１－



「受講者一覧」画面に選択した受講者の情報一覧が表示されるので表示内容を確認して「詳細」をクリックする。　

－１２－



■　受講者の照会

「受講者照会」画面で、照会する内容を確認して「基礎情報編集」をクリックする。

「受講者基礎情報編集」画面が表示されるので、受講者の基礎情報を確認する。

－１３－

第一支店

第一支店



■　受講者基礎情報の変更

「受講者基礎情報編集」画面で、変更したい箇所を修正し「更新」をクリックする。　　※　旧システムに登録されている受講者は性別が全て男性となっているので、女性の場合は修正を要する。また、内容に誤りがある場合は札幌事務所に変更願いを提出すること。
..

「処理が正常に完了しました。」の表示で受講者基礎情報の変更が終了する。表示内容を確認して「戻る」をクリックする。

－１４－

第一支店▼

第一支店▼



■　受講者基礎情報の確認、受講者リストの出力、受講者基礎情報の照会

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－１５－



「受講者一覧」画面で、当該の受講者情報が表示されるので内容を確認する。確認が終了したら、右端の「詳細」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、左下の「EXCEL出力」をクリックすると最下端に受講者リスト（EXCEL版）が表示されるので、「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」をクリックする。

受講者リストがエクセル版の一覧シートで表示される。

－１６－

JS_JUKOSHA_LIST_....xlsx ^



「受講者一覧」画面で、当該の受講者情報が表示されるので右端の「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面が表示されるので、受講者の登録されている基礎情報を確認して「戻る」をクリックする。

－１７－



■　受講者の医適状況確認、医学適正の編集

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－１８－



「受講者一覧」画面で、当該の受講者情報が表示されるので医学適性検査の有効期限を確認する。確認後、右端の「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で、医学適性検査情報右端の「詳細」をクリックする。

－１９－



「医学適性編集」画面で、検査結果が表示されるので内容を確認し「戻る」をクリックする。

－２０－



■　受講者の運適確認

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－２1－



「受講者一覧」画面で、当該者の医適・運適の有効期限が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で、当該者の基本情報が表示されるので運転適性検査の検査日等を確認する。

－２2－



■　受講者の写真確認

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－２３－



「受講者一覧」画面で、当該者の詳細情報が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で、当該者の詳細情報と写真（登録日、有効期限）が表示されるまで内容を確認する。

－２４－



■　受講者の資格確認及び資格一覧リストの出力

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－２５－



「受講者一覧」画面で、当該者の詳細情報が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で当該者の基礎情報を確認して「資格情報」をクリックする。

－２６－



「受講者照会」画面で、表示項目を選択すると資格毎の認定日及び有効期限等が表示される。

「受講者一覧」画面で、複数の資格を確認する場合は資格欄で申請する資格名等を選択し「検索」をクリックする。ただし、何も入力せずに「検索」をクリックすると全員が表示される。

－２７－



受講者の資格一覧リストを出力したい場合は、「受講者一覧」画面で「EXCEL出力」をクリックする。

シートの左下に受講者リスト（EXCEL版）が表示されるので、「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」をクリックする。

受講者リストがエクセル版の一覧シートで表示される。

－２８－

JS_JUKOSHA_LIST_....xlsx ^



■　受講者の資格その他（10条教育など）確認

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－２９－



「受講者一覧」画面で、当該者の詳細情報が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で、「資格（教育）情報」をクリックする。

－３０－



「受講者照会」画面で、資格（その他）の詳細情報が表示され、10条教育の受講状況・認定日・有効期限が表示されるので、内容を確認する。

－３１－



■　受講者の講習会結果確認

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－３２－



「受講者一覧」画面で、当該者の詳細情報が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で、「講習会情報」をクリックする。

－３３－

第一支店



「受講者照会」画面で、「講習会合否結果」をクリックする。

「講習会合否結果」画面で、講習会開始日・講習会名・合否等が表示されるので内容を確認する。

－３４－

札幌



■　受講者の医適登録

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－３５－



「受講者一覧」画面で、当該者の詳細情報が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で「医適登録」をクリックする。

－３６－



「医学適性編集」画面で、診断日・視力・色覚・聴覚・四肢状態など必要事項を記入して「登録」をクリックする。ただし、診断日は予定を含むものとし、日本鉄道施設協会へ送付した診断書の結果を入力すること。

「処理が正常に完了しました。」の表示で受講者基礎情報の変更が終了する。表示内容を確認して「戻る」をクリックする。

－３７－



■　受講者の写真登録

トップ画面で「受講者管理」をクリックする。事前に、デジカメ、スマホ等で写真（300Kb～600Kｂ）を撮影し所定のサイズ（45mm×35mm）にトリミング及びダウンサイズしたものを操作する端末のフォルダーに登録しておく。

「受講者一覧」画面で、受講者ＩＤを入力し「検索」をクリックする。

－３８－



「受講者一覧」画面で、当該者の詳細情報が表示されるので、内容を確認し「詳細」をクリックする。

「受講者照会」画面で「写真登録」をクリックする。

－３９－



「写真登録」画面で、「ファイルを選択」をクリックし写真を登録したフォルダーから受講者の写真ファイルを選択し「登録」をクリックする。

「処理が正常に完了しました。」で写真がアップロードされる。写真を確認し「戻る」をクリックする。修正したい場合は「ファイルクリア」をクリックして、再度おなじ手順で写真の登録を行う。

－４０－



■　講習会の申込

トップ画面で「講習会申込」をクリックする。

「講習会一覧」画面で、「講習会種別」で確認したい講習会を選択し、「受付期間中」に☑を入れて「検索」をクリックする。

－４１－



「講習会一覧」画面で受付中の講習会が表示されるので、内容を確認して「申込」をクリックする。ただし、期限を過ぎている場合や残席数が0の場合などは申込できない。

「講習会申込」画面で「受講者選択」をクリックする。

－４２－



「受講者選択」画面で受講者検索項目に必要事項を入力して「検索」をクリックする。

「受講者選択」画面で、下部に該当者一覧が表示されるので、申請したい受講者左端の「追加」をクリックする。ただし、申請したい受講者が登録されていない場合は事前にＰ8の登録の手続きを行う。

－４３－



追加登録が完了すると、「受講者選択」画面で選択した受講者が表示されないことを確認して「戻る」をクリックする。

「講習会申込」画面で、選択した申込受講者が表示されるので、運適受講を希望する受講者は☑を入力し、特例コメントがある場合は必要事項を記入のうえ「詳細」をクリックする。

－４４－



「受講者照会」画面で申請した受講者が表示されるので内容を確認して「戻る」をクリックする。

「講習会申込」画面で、後日申請する場合は「一時保存」を、速やかに申請する場合は「申請」を、申請を取り消す場合は「受講者全削除」をクリックする。

－４５－



「処理が正常に完了しました。」で申請登録が終了するので、「戻る」をクリックする。

申請登録で「一時保存」をクリックした場合、「講習会一覧」画面で残席数が1つ減数の「99」となり、ステータスが「一時保存」の表示になっていることを確認する。
,
itiji hozonn 

－４６－



■　講習会申込情報（一時保存）からの申請

トップ画面で「講習会申込」をクリックする。

「講習会一覧」画面で講習会種別を選択し、受付期間中を☑して「検索」をクリックする。

－４７－



「講習会一覧」画面で、受付中の講習会から申し込む講習会右端の「申請」をクリックする。

「講習会申込」画面で、「申請」をクリックする。

－４８－



「処理が正常に完了しました。」で申請手続き（申込）が完了するので「戻る」をクリックする。

「講習会一覧」画面で、ステータスが申請中になっていることを確認して「申請情報」をクリックする。

－４９－



申請手続き（申込）後で、承認前までに申請取消を行う場合は、「講習会申込」画面で講習会及び受講予定者の内容を確認し「申請取消」をクリックする。ただし、ステータスが承認済の場合は申請取消はできない。

「処理が正常に完了しました。」で申込の取消が完了する。また、再申請したい場合はＰ４０の講習会の申込手順で行う。

－５０－



■　講習会申込書の印刷

トップ画面で「講習会申込」をクリックする。

「講習会一覧」画面で講習会種別を選択し、受付期間中を☑して「検索」をクリックする。

－５１－



「講習会一覧」画面に受付中の講習会が表示されるので、届出する講習会右端の「申込書」をクリックする。

「講習会一覧」画面でシート左下の「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」をクリックする。

－５２－

moshikomisho.xlsx ^



保安講習会受講申込書がエクセル版で表示される。　※「保安講習会受講申込書」を印刷して公印を押印したうえで日本鉄道施設協会へ送付するとともに、受講料の振込証明も同封する。

－５３－



■　受講者履歴及び技術経歴書の印刷

トップ画面で「講習会申込」をクリックする。

「講習会一覧」画面で講習会種別を選択し、受付期間中を☑して「検索」をクリックする。

－５４－



「講習会一覧」画面に受付中の講習会が表示されるので、経歴書を作成しようとする講習会右端の「経歴書」をクリックする。

「講習会一覧」画面でシート左下の「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」をクリックする。

－５５－

kerekisho.xlsx ^



受講者履歴及び技術経歴書がエクセル版で表示される。　※「受講者履歴及び技術経歴書」を印刷して公印を押印したうえで日本鉄道施設協会へ送付する。

－５６－



■　受講票の印刷

トップ画面で「講習会申込」をクリックする。

「講習会一覧」画面で講習会種別を選択し、受付期間中を☑して「検索」をクリックする。

－５７－



「講習会一覧」画面で受付中の講習会が表示されるので、当該の講習会ステータスが承認済であることを確認して右端の「受講票」をクリックする。

「講習会一覧」画面でシート左下の「　　　　　　　　　　　　　　　　　」をクリックする。

－５８－

jukohyo.pdf ^



受講票がPDF版で表示されるので内容を確認して印刷する。　※当日、受講票を講習会会場に持参する。

（止）
－５９－

札幌総合卸センター 102AB会議室

北海道札幌市東区北6条東3丁目

011-721-1101

（例）

札幌市東区北6条東4丁目1-4ＮＥ6･4ビル3階
一般社団法人 日本鉄道施設協会 札幌事務所
電話番号 011-743-6131 ＦＡＸ番号 011-398-7234
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