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1. 申込エクセルシート使用環境について
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• OS：Microsoft Windows 10

• Microsoft Excel 2013以降

【対応バージョン】※OSのバージョンに依存

2013,2016,2019,2021,365

※Excel onlineでは動作しません（マクロ実行不可）

※マイクロソフトのエクセル以外では動作しません
【動作保証外の表計算ソフト例】

・オープンオフィス系：Apache Open Office・Calc, LibreOffice・Calc等

・その他：Kingsoft Spreadsheets, ジャストシステム・三四郎等

・クラウド系：Googleドキュメント・スプレッドシート



2. メール添付の申込エクセルファイルの保存方法
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受信したメールの添付ファイルの保存方法 (例:Outlook 2016)

1. メールに添付された継続申込エクセルファイルをクリックします。



2. メール添付の申込エクセルファイルの保存方法
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受信したメールの添付ファイルの保存方法 (例:Outlook 2016)

2. 「添付ファイル」タブ画面で「すべての添付ファイルを保存」をクリックします



2. メール添付の申込エクセルファイルの保存方法
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受信したメールの添付ファイルの保存方法 (例:Outlook 2016)

3. 「添付ファイルの保存」画面で「OK」をクリックします

※添付ファイルの一覧に複数のファイルが表示される場合があります



2. メール添付の申込エクセルファイルの保存方法
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受信したメールの添付ファイルの保存方法 (例:Outlook 2016)

4. 「添付ファイルの保存」先を選んで「保存」をクリックします

※事前にデスクトップなどに「セーフティーネット」などのフォルダを作成しておくと管理が容易です
※事務契約団体（漁協等）で入力を行う場合は、事業参加契約団体（漁連等）から

事務契約団体（漁協等）毎に該当団体のエクセルファイルを添付してメール送信してください



3. 申込エクセルシートの内容
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a. 各シートタブについて

満了申込（3年満期）用
積立金返還希望の有無について、

選択必須入力です。

継続（2年目・3年目)用

新規用
※前年度まで申込（契約）がない場合に、
新規申込へ入力します。
【注意】：中断は含まれません。

選択リスト等が入っています。
※入力することは出来ません。



3. 申込エクセルシートの内容

7

b. 各項目について

1. 水色の見出し列は変更が出来ません（満了申込シート）

2.  黄色（任意）/緑色（必須）の見出し列は入力が出来ます（全シート）

※満了申込シートの質権有り/無しは変更出来ません。支払発生時、質権書類の提出で対応します



3. 申込エクセルシートの内容
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c. 入力例

2. 共通：予定数量（直接入力）

1. 共通：郵便番号・住所１～３・電話番号（直接入力）

※満了申込シートでも住所等が変更可能です。変更届は不要です。



3. 申込エクセルシートの内容
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c. 入力例

4. 共通：構成員（直接入力）/コスト削減の取組内容（リスト選択）

※今年度より入力不要のため、シート上に表示はありません

3. 共通：積立単価/納付選択（リスト選択）

✕



3. 申込エクセルシートの内容
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c. 入力例

5. 新規申込シートのみ：申込者氏名（直接入力）

6. 新規申込シートのみ：質権有り/無し（リスト選択）

※新規申込シートの質権有り/無しは変更出来ます。支払発生時、質権書類の提出が必要です



3. 申込エクセルシートの内容
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d. 「漁協・支所等一括送金」設定方法

 新規申込シートで作業

※委任状が必要です。

クリックしてチェック☑にします



3. 申込エクセルシートの内容
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e. 「グループ送金」設定方法

 各シート間でグループ化が可能 ※１グループに代表者は1名、リスト選択入力

※委任状が必要です。一括送金用の委任状をご利用ください。



3. 申込エクセルシートの内容
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f. 満了継続と満了申込について

満了契約の処理の流れ

満了通知
ハガキ

満了通知
ハガキ発送

申込エクセル

漁安協 事業契約団体（漁連等） 事務契約団体（漁協等） 満了契約者：漁業者/養殖業者等

満了通知
ハガキ

申込書HP公開と
申込エクセルシート配信

意思決定を所属団体等へ連絡
※(2)と(3)の場合の所属団体等への提出書類

・満了通知ハガキに署名し提出
・積立残額返還請求書に記入し提出

満了通知
ハガキ

満了通知
ハガキ

満了通知
ハガキ

【選択肢】
(1). 満了継続（満了返還せず）
(2). 満了脱退（満了返還のみ）
(3). 満了再加入（満了返還＋再加入)

取りまとめ

申込エクセル

申込書満了通知
ハガキ

申込書
申込エクセル

※(1)と (3)の場合に記入

申込エクセル
申込エクセル申込受付

※入力済の申込エクセルを収集し、
送信データを作成しメール添付送信

取りまとめ



3. 申込エクセルシートの内容
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f. 満了継続と満了再加入について

満了契約者（3年契約満期）は積立金の返還を受ける事が出来ます。（返還のみは満了脱退）
満了返還を受けずに満了の申込を行う場合は「満了申込」シートで「積立金返還希望：しない」を選択の上、
予定数量等の入力を行ってください。

※満了脱退（返還のみ）の場合は「積立金返還希望：する」を選択してください。



3. 申込エクセルシートの内容
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f. 満了継続と満了再加入について

満了返還を受けて特別対策等を引き継ぎ満了再加入の申込を行う場合は、「満了申込」シートで「積立返還希望：
する」を選択し、満了する契約管理番号・契約者名の予定数量等の入力を行ってください。
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3. 申込エクセルシートの内容

f. 満了継続と満了再加入について

◆「積立金返還希望：しない」を選択するが、予定数量等を入力しなかった場合
→ 返還を希望しない場合は、予定数量等を入力します（満了継続）
→ 返還を希望する場合は、予定数量等が入力（満了再加入）or 予定数量等未入力（解約）

◆「積立金返還希望： 」未入力の場合
→ 積立金返還希望は「する or しない」のどちらかを必ず選択入力します。

【送信用データ作成ボタンクリック時のエラー表示例】

※満了申込シートで、修正を行ってください。

※満了申込シートで、修正を行ってください。



3. 申込エクセルシートの内容
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g. コピー＆貼付けについて

【新規申込の申込入力等で別シートの項目をコピーして貼り付ける場合の注意】

各シートには列番号が飛んでいる非表示の列があります。（下記シート例ではE列）
コピーするセルの範囲指定をする場合に非表示の列も合わせて指定すると貼付け先でエラーや違う内容が貼付けされます。
非表示列がある場合は非表示の無い各列ごとにセルの範囲指定を行いコピー＆貼り付けを行ってください。



3. 申込エクセルシートの内容
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g. コピー＆貼付けについて

【貼付け失敗例】
下図エラーメッセージが表示され、正常に貼付けることができません。
※非表示項目を範囲指定せず、コピー ＆ 貼付け を行ってください。

※例）他のシートからのコピー＆貼付けは、以下のように処理を分けると上手く貼付きます。
・申込者氏名～電話番号の範囲指定コピー → 申込者氏名へ貼付け



4. 送信用データの作成とメール送信
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a. 送信用データの作成

※事務契約団体（漁協等）では「保存」のみを行い、申込エクセルファイルを所属団体へメール送信してください。

この作業は事業契約参加団体（漁連等）が行います。

1. 新規申込シート内にある「送信用データ作成」をクリックします



4. 送信用データの作成とメール送信
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2. 入力エラーが無い場合は下図確認画面が表示されます。「はい(Y)」をクリックします。

3. 送信用データ（.csv）が下記の場所へ作成する旨の確認画面が表示されます。

「はい(Y)」をクリックします。
※申込入力シート（.xls）のある場所に、送信用データ（.csv）が保存されます。

a. 送信用データの作成



4. 送信用データの作成とメール送信
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a. 送信用データの作成

4. 送信用データの作成が完了すると下図画面が表示されます。
引き続き送信メールを作成します。「はい」をクリックすると、規定のメールソフトが自動起動されます。



4. 送信用データの作成とメール送信
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b. メール送信

1. 宛先、件名が自動セットされた新規送信メールが自動作成されます。
続けて送信用データをメール送信する場合は「ファイルの添付」をクリックします。

※送信用データの判定に不具合が発生する場合がありますので本文は極力入力しないで下さい。

・宛先： safetynet-kikin@gyoankyo.or.jp
・件名： SN契約申込



4. 送信用データの作成とメール送信
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b. メール送信

2. 添付する送信用データを保存したフォルダを参照選択し「挿入」をクリックしてメールに添付します。
3. 「送信」をクリックしメール送信します。



4. 送信用データの作成とメール送信
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b. メール送信

4. まとめて送信用データをメール送信する場合の手順

新規メッセージをひとつだけ残す→サブフォルダ等に送信用データを移動→メール添付する際にShiftキーを
押しながらファイルをクリック選択しまとめて添付(「挿入」)→メール送信



4. 送信用データの作成とメール送信
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c. 送信用データ(CSV)の判別について

1. 送信用データ（CSV）は下図の様に「a,」がアイコンに表示されたファイルです。

送信用データ

申込エクセルシート

2. PCの環境に寄っては下図のようにCSVファイル（カンマ区切りファイル）がメモ帳などに拡張子が割り
付けられている場合があります。



4. 送信用データの作成とメール送信
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c. 送信用データ(CSV)の判別について ＜Windows10版＞

3. 不安がある場合はファイルの拡張子を表示してご確認ください。
下記手順で拡張子を表示出来ます。

「エクスプローラー」→ 表示タブ「ファイル名拡張子」をクリック → チェックが入っている（表示）か確認する。
チェックが入っている場合は、 ☑ をクリックし□に変更後、再度チェックを入れる。

※「ファイル名拡張子」のチェックの付け外し後は、即反映されます。
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4. 送信用データの作成とメール送信

d. メールが表示されないなどのエラー等が発生する場合

1. 下記の手順で項目をチェックしていきます。

「スタート」→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→①「インターネットオプション」
→ ②「プログラム」タブ→「プログラムの設定」→ ③「既定のプログラムの設定」

①
②

③



4. 送信用データの作成とメール送信

28

d. メールが表示されないなどのエラー等が発生する場合

2. 「既定のプログラムの設定」 →既定のアプリの設定「メール」をクリック。

普段使用するメールソフトを選択します。

※下図例はOutlook 2016を選択



4. 送信用データの作成とメール送信
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d. メールが表示されないなどのエラー等が発生する場合

3. 既定のプログラム→ ①「ファイルの種類またはプロトコルのプログラムへの関連付け」→

②限定のアプリ「プロトコルごとに既定のアプリを選ぶ」→ ③画面の「MAILTO」に普段使用する

メールソフトが設定されているか確認する。

※設定されていなければ、アプリを選びセットする。

①

②

③



5. 申込内容について
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• 送信用データを添付したメールを送信後、当協会のコンピュータシステムより下記の様な申込内容のPDFファ
イルが添付された「セーフティーネット：申込内容一覧送付」件名のメールが約5分後に自動返信されます。

※5分以上経過してもメールが返信されない場合は当協会にご連絡ください。

例）1ページ目・最終ページ


