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【仮パスワード、管理権限付きID･パスワード関連】
2019/8/1までに配布予定の仮パスワードは2018-19シーズンに所属していたクラブ事務局へ送られるということだが、
中学3年生から高校1年生になった生徒への対応は？卒業済みの中学へ仮パスワードが配布されても、そこでは更新登録をしない。
進学先の高校へ仮パスワードを配布する対応ができないか？
＞事務局で仮パスワードの控えを保管しておくので、必要な個人の情報を問い合わせて下さい。
また、事前競技者登録をした会員については、進学先の高校へ仮パスワードを配布する対応も検討します。
＞マイページのIDが会員番号になっていますのでそちらが分かれば新所属県連に問い合わせ頂ければSAJ経由でお知らせ可能です。
6月中に配布される、管理権限付きIDとパスはどのような形で通知されるのか？文章かメール送信か？
仮パスワードの配布はどのような形式でくるか？コピー＆ペーストできる形式での配布を希望する。
仮パスを会員に送付する必要があるが、仮パスはどこかからDLできるのか？
＞書面に印刷し、郵送にてクラブ事務局へ通達することにしました。希望するクラブには、データをメール添付で送信する対応も承ります。
＞管理権限付きID,パスについて。今回はSAJから発行を行いました、今後は各県連事務局にてで発行・配布を対応してください

高体連
県連事務員より回答
（5/15 説明会時）
SAJ回答を追記
（6/28）
下越
下越
上越
県連事務局より回答
（6/17）
SAJ回答を追記
（6/28）

管理権限付き、IDとパスワードについて。ID＝メールアドレスだろうか？
シクミネットを運用していくにあたりクラブ事務局でメールアドレスを取得しておく必要はあるか？
クラブ事務局がメールアドレスを持っていないシチュエーションもあると思うので、確認して欲しい。

下越

＞ID＝メールアドレスです。クラブ事務局でメールアドレスの取得ができない場合は、県連事務局まで申し出て下さい。対応を検討します。
＞ID＝メールアドレスです。そちらのアドレスにしゅくみねっと関連のお知らせが届きますので、クラブでの取得を推奨します。

SAJへ確認（6/17）
SAJ回答を追記
（6/28）

会員とのコンタクトがオフシーズンはとり難い。
会員への仮パスワードの配布が8/1より遅れてもいいか？シーズン始まりになっても大丈夫か？
冬まで配下の会員へ仮パスの配布が出来ない場合、会員自身での更新登録がいつまでもできない状態になってしまいます。
その点を考慮した上で、配布を遅らせるかどうかはクラブの会員管理体制にお任せします。
パスの配布が難しい場合は、クラブ事務局での代理更新処理を検討してはいかがでしょうか？

上越
県連事務員より回答
（6/9 説明会時）
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【代理申請関連】
代理申請の権限は前年度から引き継いだ既存クラブ員データのみに有効なのか？
新シーズンから移籍を希望している会員の代理処理作業ができない。この場合の対応は？
県外クラブからの移籍希望者の仮パスワードを調べる方法や、代理処理について。手順の案内を希望。
後日、こういったシチュエーションの操作方法についてマニュアルに記載予定だそうです（6/20 SAJへ確認）
移籍者のパスワードを調査する方法は、県連事務局へ該当会員の会員Noや氏名を申告し、
県連事務局より、元所属していた都道府県連事務局へ問い合わせを行うという手順になります。
移籍者の会員更新作業を代理処理する方法は、まず会員マイページで所属県連、クラブ情報を移籍先のものに変更し、確定。
クラブ情報が変更されると、代理モードでのマイページ操作が可能になるそうです。詳細はSAJからのマニュアル更新をお待ち下さい。
代理申請処理をする前に、会員個人で一度はマイページにアクセスし、メールアドレスの登録や本パスワードの設定をしないといけないのか？
不要です。
代理申請処理では、会員個人のメールアドレスや本パスワードの設定をすることなく完了できるのか？
可能です。（一度もマイページにログインしない場合は仮パスワードのままになります。）
代理申請のみで、更新や申込みをし続ける運用方針を立てた場合。
会員個人毎のIDとパスワード、メールアドレスは不要ではないか？削除などの操作はできるか？
会員個人のメールアドレス取得は必須か？会員がIDやパスワード、メールアドレスを持つことなくシクミネットで会員更新をし続ける方法を案内希望
保留（確認中）
8/1～更新登録に関しては、代理申請処理で作業を完了させ、
シーズン本番までに会員へシクミネットの操作説明を行い、シーズン中の研修会申込みなどは会員個人で処理をして欲しい。
その場合、仮パスワードはどのタイミングで本パスワードへ変更されるか？
代理申請処理の時にパスワード変更をしたとして、会員自身でさらにパスワード変更をするには、どういった操作が必要か？
マイページにログインを行わないとPWを変更することが出来ません。（初回のログイン時に仮PW→本PWに変更手続き）
代理申請処理をする場合、1人1人、代理ログインして処理をする必要があるか？
承認の許可も1人1人押す必要があるか？
マニュアルによれば、代理モードでのログインは都度必要と思われる。
承認の一括処理はできます。
新規会員登録を、クラブ事務局で代理処理するような方法はあるか？あるならばマニュアルに記載してほしい
会員登録トップページから「新規会員登録」を代理で行って頂きます。

高体連
高体連
SAJへ確認
6/20
下越
SAJ回答（6/28）
下越
SAJ回答（6/28）
下越
中越
SAJ回答（6/28）
下越
SAJ回答（6/28）
県連事務員より回答
（5/25 説明会時）
上越
SAJ回答（6/28）
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【更新登録･新規登録・移籍関連】
新規登録、更新登録ともに写真の掲載が必須と案内されたが、用意が間に合わない。
写真が用意できない場合には、空欄で処理完了できるように希望する。もしくは、後日対応で処理を完了できるようにして欲しい。
各会員の登録情報の件で、必須の項目がいくつかあるかと思います。
1.写真
2.メールアドレス
他にも必須項目はいくつかありますが、この２点については、必須を外して頂きたいと思います。

上中下越

1.写真 について
メールもインターネットも出来ない会員であれば、実際に会って写真を撮らなければならず、猶予期間（例えば１～２年後）を設けて頂けるなら準備は
出きるかと思いますが、そうでなく必須が条件として残るなら、暫定の写真（例えば風景等）を個人写真の代わりにアップせざるを得ないと思います。 メールにて質問受付
それが許されないのであれば、更新作業はできなくなり、システムとしては円滑に運用ができない状況になると思われます。
2.メールアドレス ついて
必須かどうか不明ですが、一般会員の中には、メールもインターネットも使用していない人も多い可能性が大きく、登録更新時の項目として入力でき
ないことも考えられます。
以上のことを、SAJ本部側への意見としてあげて頂き、システムの本稼働時に反映させて頂けるようお願い致します。
写真データ以外は入力必須項目になります。
19/20シーズンに関しては写真データは必須項目からは外します、
但し将来的には電子会員証を検討しているのでどこかのタイミングで必須とさせて頂く可能性がございます。
会員情報入力フォームの中で、必須項目と空欄でも申請が完了する事項を教えて欲しい
更新や新規登録、申込みのフォームで、入力内容にひとつでも不備があると、システムでの入力作業は完了できないのか？
例えば、空欄で入力を完了させていい項目などもあるのか？
写真データ以外は入力必須項目になります。
初回ログイン時、設定したメールアドレスでリターンメールを受け取れなかった場合。その後の作業はどのような流れになるか？
保留（確認中）
会員情報などのフォーム入力時、何度も修正通知が出てしまう場合、どういうことが起こるか？
例えば、使えない漢字などが自分の名前だった時。入力を完了させる方法は？
保留（確認中）
更新登録時のメールアドレスを、クラブ事務局のものにしてもいいか？配下会員のメアドがすべて同一という状態は、システム上可能か？
可能です。
会員が設定したパスワードが、偶然同じものになってしまっても、システム上問題は起こらないか？
保留（確認中）
スキークラブの移籍申請ついての対応方法を教えてください
更新時の移籍手順について、
シクミネットの操作は会員情報入力フォーム＞所属団体＞クラブを移籍したい県連、クラブへ変更して、会員更新作業を済ませてください。
県連には、従来通りスキーにいがた巻末の【退会・移籍・変更届】を提出して下さい。
システムでは移籍先のクラブには、移籍受け入れを承認するか否かの、承認要請作業が発生しますが、
移籍前のクラブには、会員が脱退した旨の通達などは行きません。
期間外移籍をする場合は、期間外移籍申請書を作成しSAJへ提出。手作業で移籍を完了させます。(従来の方法と同じ）

SAJ回答（6/28）
中越
上越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
中越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
メールにて質問受付
県連事務員より回答
（6/17）
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【シクミネットの機能に関する質問】
動作推奨環境はどのようなものか？IEやクローム、エッジが最新の状態だと、動作不良が起こりやすいという事はないか？
他スポーツ団体様でも既に導入実績があるシステムになり、現時点で上記の案件で動作不良は起こっていません。
クラブに所属している会員の情報を一括して印刷できるような機能はあるか？CSV形式で出力することは、可能か？
クラブ配下の会員情報については 印刷やデータ排出できる機能があります。
クラブ管理画面の【会員管理】【承認要請】などのページにある【CVS出力】というボタンから操作を行って下さい。
シクミネットへ6月末までにクラブ費の登録をするというのは、どういう事か？
シクミネットへクラブ費の登録をすると、会員更新登録や新規申込みの際に、
SAJと県連への納入金にクラブ費が合算されて、会員へ請求が立てられるので、そのための準備をするということです。
システムを使わず、クラブ費を集金するという選択もあります。対応はクラブさんへお任せします。
※SAJより、クラブ費の登録締切日が7/22まで延期されると通達が来ました
シクミネットで登録できる、クラブ会費のカテゴリーはどこまで細分化されているか？
入力締切日より前に案内希望。内容によってはクラブ費の変更なども起こりうる。早急に回答を希望
クラブ管理画面でのクラブ費の登録について。
会費の区分（一般、小中学）によってクラブ費の金額が違う、そういった入力、登録ができるのか？
会員登録料、SAJ競技者登録料、FIS競技者登録料に金額設定が可能です。（加盟団体、地域と一緒）
県連に納める会員登録料、管理料の徴収はシクミネットで対応可能なのか？
会員登録費以外のシクミネットで徴収できるお金はどんなものがあるか？
新潟県スキー連盟への集金項目では、会員登録料、年次登録料、資格管理料、競技ポイント、AL、MS管理は集金可能。
認定指導員、SB検定員に係る資格管理料や検定会申込み、申込み料は徴収できない（SAJの資格でないので）
既存会員の更新登録時、クラブ会費はシクミネットで集金できない？別の方法で独自に集金するという考え方でいいか？
クラブ毎に集金方法が違ってくるということか？
そうすると混乱が起こるので、県連事務局で今年は集金方法を統一するように決定したほうがいいのでは？
シクミネットにクラブ会費を登録したクラブは、シクミネット上で集金できます。
シクミネットにクラブ会費を登録しない運用を選んだクラブは、別途集金方法を確立させてください。
クラブ費の徴収方法を県連から統一でこの方法を採用してください、という指示を出す検討はしていない、
シクミネットを利用して、クラブ費を集金するか、クラブ費の集金は別の方法をするのかは各クラブの判断にお任せします。
クラブ事務局へ、承認の要請がきていますよ、といった通知は来るのか？来るのであればどのような通知方法か？
管理者画面でのポップアップ？登録したクラブ事務局のメアドなどにメールが自動送信されたりするのか？
通知機能はございません。
研修会の申込みをクラブ事務局が代理で処理したい。数人分をまとめて処理する方法はあるか？
代理モードで1人1人のマイページにアクセスしなくてはいけないか？
SAJからの回答待ちです
他県連での事業申込み手順を詳しく説明希望。
マイページで他県連のイベント検索が可能です。（その後の手順は、所属県連での行事申込みと同じです）
配下会員へのお知らせ機能について。文章にURLや画像、PDF添付などはできるか？
保留（確認中） ＊PDF添付できるか？？？
認定指導員の研修会申込みやSB検定員検定会、SB検定員クリニックの申込みが、新システムで対応不可というのはどういう意味か？

下越
SAJ回答（6/28）
下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
7/1案内訂正
(赤字）
中越
上越
SAJ回答（6/28）
上越
中越
県連事務員より回答
（5/25、6/9
説明会時）
中越
県連事務員より回答
（5/25 説明会時）
上中下越
SAJ回答（6/28）
下越
下越
SAJ回答（6/28）
下越
SAJ回答（6/28）
下越
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新システムはSAJが管理している資格に関してのみ有効です。
認定指導員やSB検定員は新潟県連独自の発行資格ですので、対応範疇外になります。
そういった資格保持者の来シーズン管理方法は現在検討中です
認定指導員やSB検定員へ資格管理料を徴収するのは、矛盾していないか？
質問にあった資格に関する管理料はSAJへは納めていません。県連への納入金です。
来年度も認定指導員、SB検定員への資格管理料は徴収させていただく予定です。納入方法については、現在検討中です。
シクミネットで申込みが可能な、研修会・検定会・行事の一覧を案内希望。
SAJへの申込みや推薦書は多岐に渡る。稼動より前に、どの申込みがシクミネットで出来るのか把握しておきたい
基本的にSAJ直轄事業はしゅくみねっとでの申込予定、主管事業に関しては使用するかどうかは都道府県判断になりますので
現時点では一覧で案内できるかは不明です。
テクニカルクラウンなどの申込み処理は、シクミネットで対応するのか？
出来ません。（県連独自の事業であるため）
功労指導員の推薦などもシクミネットで申込みできるか？
SAJからの回答待ちです
研修会･行事の申込みについて、準指導員の検定はシクミネットで操作可能の範囲か？
準指導員関連のものはシクミネットで受付可能
スキー学校の申請なども、シクミネットが兼ねあってくるか？
スキー学校はシクミネットの機能に盛り込まれるという説明は受けていない。昨年と同じような書式での提出かと思われる。
※SAJからスキー学校の申請に関しても、シクミネットで行う旨通達が来ました。
説明会での回答（上記黒字部分）を訂正させていただきます。案内に不備があり申し訳ございません。
詳しい手続きは後日、県連事務局からスキー学校担当者へ周知させていただきます。（6/17県連事務局）
操作マニュアルには『退会処理』の案内がない。退会手続きの方法を案内希望。
退会処理機能はございません、更新期間に登録申請行わなければ自動的に退会になります。
クラブ管理者画面で承認作業をしている際に、その場で修正できる不備を見つけた場合には、
会員個人へ差し戻しせず、事務局で不備解消して承認を受理できるような操作はできるか？
上位階層の管理IDであれば可能です。
管理者権限でのログインについて。複数台での同時ログインは可能か？
また、使用するPCはどれか1台を指定しないと、ログインできないような仕様になっているのか？
複数台でのログインは可能、使用するPCも指定する必要はございません。
但し、同時ログインをするとサーバーに負荷がかかり動作が遅くなるのでお勧めはしません。
研修会や検定会に申し込んだ後に会場の変更やキャンセルはシステムで可能でしょうか？
変更の場合で会場変更ペナルティ料も追加支払処置と考えてよろしいでしょうか？
また、キャンセルの場合で支払済の場合、返金はして頂けるでしょうか？
返金するとしてキャンセルの締切も設けるでしょうか？返金の要領もわかれば教えて頂きたいです。
申込み済みの行事のキャンセル処理は、システム上でできます。
会場変更の場合は、先に申込みをした行事のキャンセル処理の後に、希望する会場の行事へ再度申込みをするといった手順になります。
キャンセル受付締切日の起算方法や、ペナルティ料金の設定については、県連にて検討中です。
システムから送金を完了させたお金については、システムを使って返金はできないため、対応方法を県連にて検討中です。

県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
中越

中越
中越
上越
県連事務員より回答
（6/9 説明会時）
中越
県連事務員より回答
（5/25 説明会時）
6/17案内訂正
(赤字）
上越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
メールにて質問受付

県連事務員より回答
（6/17）
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【支払・送金に関する質問】
クラブが代理で支払をする場合 複数人まとめて支払ができるか？
可能です
配下会員の更新や申込みに係る請求について。クラブへまとめて請求を立てられないか？
個人マイページに請求が立つのを止める事はできないか？
個人マイページに請求が立つことは制御できないので事前に支払わないように会員に説明していただけますようお願いします。
支払を遅延している会員は、クラブ側で把握できるのか？
また、支払遅延が起こった場合。SAJからクラブ事務局へ通達などは来るか？
管理画面で配下会員の支払や申込み状態を把握できます。
支払遅延に関するSAJの対応については、SAJへ質問して後日回答します。
基本的にSAJからはいきません（クラブ責任者に管理お願いしたいです）、
但し、状況によってはなんらかの方法を考える可能性はございます。
クレジットカード、コンビニ、ペイジー以外の支払方法はないのか？
指定口座への振込の決済方法を検討しています。
（また、今後も決済方法は会員のユーザビリティを高めるためにもより便利な方法を検討してしていきます）
シクミネットで回収し、後日分配されるお金について。振込手数料の金額を早急に教えて欲しい。
せめて、クラブ登録費の入力締切日までには。情報開示の時期は何時か？
支払いタームは月末締めの翌月末払いになり、432円が振込手数料になります。
競技者登録料について。9/1～SAJ,FISともに金額が倍になるが。シクミネットでもそのように反映されるのか？
時刻が切り替わった瞬間から値上される設定か？
19/20シーズンにおいては9/11から割り増し料金になります。（0時時点で切り替わります）
支払期限の起算基準はなにか？
決済処理が完了したときが起点になります。
支払方法選択について、今、提示されている3種類の支払方法で、それぞれ手数料の金額が違うのか？
違います。金額の詳細はSAJから通知がきましたら、周知させていただきます。

下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
中越
SAJ回答（6/28）
中越
県連事務員より回答
（5/25 説明会時）
SAJ回答を追記
（6/28）
中越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）
上越
県連事務員より回答
（6/9 説明会時）
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【その他 要望や質問】
仮に会員個人のメールアドレスや本パスワードを、クラブ事務局員が代理で入力し設定するとして。
そういった個人で管理すべき情報（メアド･PW）を、第三者（この場合クラブ事務局員）が知れるのに違和感を感じる。
代理申請に個人PWは不要ですので、PW設定だけでも会員の方に行って頂いたらどうでしょうか？
更新や申込みを会員が行い、クラブで承認を行うという作業について。
クラブ事務局が常にPC画面で承認要請を監視しておかなくてはいけないのか？
県連事務局でクラブに上がってきた承認要請を監視し、県連事務局からクラブへ連絡を入れるような体制作りはできないか？
重要な案件は、県連事務局で監視して必要があればクラブへ連絡を入れるような対応がないと
クラブ事務局で承認要請を処理漏れしたりする懸念はどうしてもある
会員が申請をあげた際に、承認要請がきていますよというような通知機能はないのか？
現段階では、クラブの承認作業状態を県連事務局が監視し、随時連絡を入れるという対応は考えていない。
クラブ事務局の運営体制と、システムで必要な処理、県連が協力できる内容について再考し、
後日、提案などをさせていただきたいと思います。
システムの通知機能については、SAJに確認を行います。
＜SAJより回答＞検討はしますが運用状況をみながらになります。
シクミネットで承認要請の通知が出来ない場合は、SAJもしくは県連事務局で、クラブ事務局の管理者ページを監視し、適宜連絡を入れて欲しい
クラブ事務局での承認作業が必要な申請について。県連事務局、もしくはSAJからクラブでの作業状態を監視して
承認要請が来ていますよ、というメールなどの連絡が来る体制を整えてもらいたい。強く、要望をします。
システムの通知機能については、SAJに確認中です。
県連事務局で、クラブさんへどういう対応ができるのかも、検討をしていきます。
＜SAJより回答＞通達機能は現段階で実装されていない
今後の対応についても、検討はしますが運用状況をみながらになります。
現在、配布されているマニュアルに載っていない操作などは、県連から追加資料を作成したりするか？
新システムのマニュアル作成は、すべてSAJが対応しています
マニュアルに追加して欲しい内容があれば、要望をSAJへ奏上します。
操作練習が出来ない状態で、いきなり8/1から運用スタートは無理がある
SAJより、シクミネットアカウント情報（URL）の通達がありました。
8/1より前に、画面を確認したり操作練習をすることができます。
会員仮パスワードとクラブ事務局管理権限付きID,パスワードの通達書類の中に、案内を同封させていただきますので、御確認ください。
クラブ管理画面の操作練習は、ID【test14】パスワード【test】にてログインして下さい。
クラブ事務局管理権限付きIDでログインした場合は、オープンしている機能が実際に動きます。
操作マニュアルの配布方法について。最終版が出たら、県連からクラブ事務局へ郵送してほしい
県連事務局にて、対応を検討中です。
新システムの運用にあたり、Q&Aを定期的に更新し、HPなどへ掲載してほしい
SAJへ要望を出しました、回答待ちです。
また県連事務局でも、対応を検討中です。
＜SAJ回答＞検討します。

下越
SAJ回答（6/28）
下越
下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
SAJ回答を追記
（6/28）
上越
上越
県連事務員より回答
（6/9 説明会時）
SAJ回答を追記
（6/28）
下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
下越
県連事務員より回答
（6/17 最新）
下越
県連事務員より回答
（5/18 説明会時）
下越
SAJ回答を追記
（6/28）
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新システム導入、稼動はまだ決定していないと聞いているが？
SAJでの決定事項であり、2019/8/1より稼動します。
今回のシステム運用開始は、業務の簡素化を図る意図があると理解してはいる。
しかし、シクミネットの対応範疇外とされた様々な処理（例：認定指導員への集金、申込み、細分化されているクラブ費）については、
結局別途手法を確立せねばならず、手間が増えるだけというのが現状。
今後、現段階で対応しきれていない部分について、システムに組み込んでいく考えはSAJにあるのか？
全加盟団体様共通で必要なシステム、またSAJに関わる業務が前提となりますので詳細をお伺いしてから検討させて頂きます。
指導員会費、というのもシクミネットの集金項目に盛り込めないか？
他府県にも指導員会費の集金をしているところはある。
認定指導員に係る集金をシクミネットに盛り込んで欲しいという要望とともに、奏上を希望する。

中越
県連事務員より回答
（5/25 説明会時）
中越
SAJ回答（6/28）
中越

クラブ集金設定を、各クラブ毎に自由設定できるようなシステム開発を希望すると、意見をSAJへ奏上します

県連事務員より回答
（5/25 説明会時）

指導員会の会費も更新登録の際に集金している。
SAJとも、県連とも兼ね合いのない集金なので、現状はシクミネットで集金出来ないと考えてよいか？

上越

その認識で正しいです。シクミネットで集金できないものについては、別途集金手段を御検討下さい。

県連事務員より回答
（6/9 説明会時）

既存の会員更新方法から、シクミネットでの管理に移行するまでに、移行期間を設けないというSAJの対応に納得がいかない。
移行期間を設けず、すぐに新システムへ切り替えをする事にした理由を開示希望
移行期間とは現方法及びしゅくみねっとの並行運用期間を設けて欲しいとの理解ですが間違いないでしょうか？
確かに移行期間に関しては設定していませんがその代わりに昨年12月から各県連様向けに説明会を行って情報出しをしてきました。
よってSAJの感覚としてはすぐにではなく準備期間を経ての導入と考えています。
小学生のSAJ公認大会がなくなった。出る大会がないのにSAJ競技者登録時に3000円徴収されるのはかわいそう。
SAJはその点について、対応をとる予定はないか？
小学生向けの公認大会を復活を検討するか？とのことでしょうか？現時点では予定がないので会員登録（無料）のみで継続は如何でしょうか？
新規会員の登録が完了するまでの日数はどれくらいを想定しているか？
SAJへデータが到着してから、承認完了メールの送付までどれくらいの処理時間か？
SAJ承認から完了メール送信までほぼ時差はございません。

中越
SAJ回答（6/28）
中越
SAJ回答（6/28）
上越
SAJ回答（6/28）

