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■ 設定 

グループウェア内の各種設定を行います。 

 

 

 [1]ポータル 

1.メッセージ 

ポータルに表示するメッセージを設定します。最大２行まで表示できます。 

 

1)管理者設定項目で「ポータル」タブをクリックし、「メッセージ」をクリックしま

す。 

 

 

 

2)メッセージ一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…メッセージを新規に登録します。 

2-詳細…既存のメッセージ詳細を表示します。 
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1-「新規作成」ボタンをクリックすると、メッセージの新規作成画面が表示されま

す。 

 

#1 表示…メッセージを表示する・しないを選択します。 

#2 表示順…2 行表示にした場合、表示する順を入力します。他の表示中のメッセ

ージの中で数字の小さい順に２件表示されます。 

#3 メッセージ…ポータルに表示するメッセージを入力します。HTML タグが使用可

です。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 

 

 

2-詳細をクリックすると、既存のメッセージの詳細画面が表示されます。 

 

#1 編集する…メッセージ内容を編集します。 

#2 削除する…メッセージを削除します。 
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2.記事更新情報設定 

記事更新情報の基本設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「ポータル」タブをクリックし、「記事更新情報設定」をクリッ

クします。 

 

 

 

2)記事更新情報の設定画面が表示されます。 

 

1-表示対象…新着記事総合に表示する対象のカテゴリを選択します。 

2-表示期間…新着記事総合に表示する期間を設定します。 
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1-「表示対象」をクリックすると、新着記事総合の表示対象設定画面が表示されま

す。 

 

カテゴリ一覧が表示されるので、更新時にポータルの新着記事へ表示するものに

チェックをします。 

※各設定情報で、記事更新時連絡機能を「使用する」設定のものを対象とします。 

全庁掲示板は、別途新着表示をおこなっているので、記事更新時連絡機能は「使

用しない」としてください。 

※それぞれのユーザーについて、閲覧権限があるものが表示対象となります。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 
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2-「表示期間」をクリックすると、新着記事総合表示期間の設定画面が表示されま

す。 

 

プルダウンで表示期間を選択します。 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 
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3.タブ編集 

リンク配置の編集やリンク先の登録を行います。 

 

1)管理者設定項目で「ポータル」タブをクリックし、「タブ編集」をクリックします。 

 

 

 

2)タブの一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…タブを新規に作成します。 

2-全一覧…既存のタブの階層をすべて展開表示します。 

3-展開…既存のタブの階層を展開します。 

4-詳細…タブの詳細を表示します。 
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1-タブ一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、タブの新規作成画面が表

示されます。 

 

#1 公開…タブの公開・非公開を選択します。 

#2 状態…タブの有効・無効を選択します。 

#3 表示名…タブに表示するタイトルを入力します。 

#4 並び順…タブが複数ある場合、表示順を入力します。数字が大きいものが右に

表示されます。 

#5 タブキー…システムがタブを識別する為の識別子です。ユニークな値を入力し

ます。 

#6 個別割当…#7 で入力する url へ移動する・しないを選択します。 

#7 個別割当の url…タブをクリックした際に表示する URL を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 
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3-タブ一覧画面で「展開」をクリックすると、タブ内のブロック一覧が表示されま

す。 

 

#1 新規作成…タブ内に表示するリンクのブロックを新規に作成します。 

#2 展開…ブロックを展開し、リンクの一覧を表示します。 

#3 詳細…ブロックの詳細を表示します。 

 

 

 

#1 ブロック一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、ブロックの新規作

成画面が表示されます。 

 

>1 公開…ブロックの公開・非公開を選択します。 

>2 状態…ブロック単位でリンクの有効・無効を選択します。 
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>3 表示名 …ブロックに表示するタイトルを入力します。 

>4 公開区分…ブロックを公開する対象を選択します。「所属制限」を選択した場

合は所属選択画面が表示されます。公開する課を選択し、「追加」

をクリックします。（複数選択可） 

「関数指定」を選択した場合は関数入力欄が表示されます。関

数を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 

 

 

 

#2 ブロック一覧画面で「展開」をクリックすると、ブロック内のリンク一覧が表

示されます。 

 

>1 新規作成…ブロック内に表示するリンクを新規に作成します。 

>2 詳細…リンクの詳細を表示します。 
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>1 リンク一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、リンクの新規作成

画面が表示されます。 

 

*1 公開…リンクの公開・非公開を選択します。 

*2 状態…リンクの有効・無効を選択します。 

*3 表示名…表示するリンクテキストを入力します。 

*4 リンク先 URL…リンクの URL を入力します。 

*5 接続先区分…*4 で入力したリンク URL が、Joruri Gw 内部の URL か、それ

以外の URLかを選択します。「外部」を選択すると、外部リン

クであることを示すアイコンが表示され、新しいウインドウ

で開く設定になります。 

*6SSO 利用…ユーザー認証を使用する・しないを選択します。 

*7 アカウント項目名…*6 でユーザー認証を使用「する」を選択した場合、認

証のアカウント項目を入力します。 

*8 パスワード項目名…*6 でユーザー認証を使用「する」を選択した場合、認

証のパスワード項目を入力します。 

*9 リンク用アイコンパス…リンクにテキストではなく画像を表示する場合、

アップロード済み画像の URLを入力します。 

*10 公開区分…リンクを公開する対象を選択します。「所属制限」を選択した

場合は所属選択画面が表示されます。公開する課を選択し、「追
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加」をクリックします。（複数選択可） 

「関数指定」を選択した場合は関数入力欄が表示されます。関

数を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 

 

 

 

>2 リンク一覧画面で「詳細」をクリックすると、リンクの詳細画面が表示され

ます。 

 

*1 新規作成…リンクを新規に作成します。本マニュアル 10 ページ「リンクの

新規作成画面」を参照して下さい。 

*2 編集する…リンクの内容を編集します。編集画面については「リンクの新

規作成画面」を参照して下さい。 

*3 削除する…リンクを削除します。 
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#3 ブロック一覧画面で「詳細」をクリックすると、ブロックの詳細画面が表示さ

れます。 

 

>1 新規作成…ブロックを新規に作成します。本マニュアル 8 ページ「ブロック

の新規作成」を参照して下さい。 

>2 編集する…ブロックの内容を編集します。編集画面については「ブロックの

新規作成画面」を参照して下さい。 

>3 削除する…ブロックを削除します。 
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4-タブ一覧画面で「詳細」をクリックすると、タブの詳細画面が表示されます。 

 

#1 新規作成…タブを新規に作成します。本マニュアル 7 ページ「タブの新規作成

画面」を参照して下さい。 

#2 編集する…タブの内容を編集します。編集画面については「タブの新規作成画

面」を参照して下さい。 

#3 削除する…タブを削除します。 
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4.ポータルリンクピース編集 

ポータル画面のリンクピースの編集を行います。 

 

1)管理者設定項目で「ポータル」タブをクリックし、「ポータルリンクピース編集」

をクリックします。 

 

 

 

2)ピースの一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成（トップ）…ピースを新規に作成します。 

2-全一覧…既存のピースの階層をすべて展開表示します。 
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3-展開…既存のピースの階層を展開します。 

4-詳細…ピース内容の詳細を表示します。 

 

 

1-ピース一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、ピースの新規作成画面

が表示されます。 

 

#1 公開…ピースの公開・非公開を選択します。 

#2 状態…ピースの有効・無効を選択します。 

#3 表示名…ピースに表示するタイトルを入力します。 

#4 タブキー…システムがピースを識別する為の識別子です。ユニークな値を入力

します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 
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3-ピースの「展開」をクリックすると、ピース内のブロック一覧が表示されます。 

 

#1 新規作成…ピース内に表示するリンクのブロックを新規に作成します。 

#2 展開…ブロックを展開します。 

#3 詳細…ブロック内容の詳細を表示します。 

 

 

 

#1 ブロック一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、ブロックの新規作

成画面が表示されます。 

 



 17 

 

>1 公開…ブロックの公開・非公開を選択します。 

>2 状態…ブロック単位で動作の有効・無効を選択します。 

>3 表示名…ブロックに表示するタイトルを入力します。 

>4CSS（アイコン）…ブロックのタイトル横に表示するアイコンを選択します。 

>5CSS…ブロックの表示形式を選択します。 

>6 権限判定関数…リンクを公開する対象を関数で指定する場合、判定する関数

を入力します。 

>7リンク先URL…ブロックのタイトルをリンクにする場合はURLを入力します。 

>8 接続先区分…>7 で入力したリンク URL が、Joruri Gw 内部の URL か、それ以

外の URL かを選択します。 

>9SSO 利用…ユーザー認証を使用する・しないを選択します。 

>10 アカウント項目名…>9 でユーザー認証を使用「する」を選択した場合、認

証のアカウント項目を入力します。 

>11 パスワード項目名…>9 でユーザー認証を使用「する」を選択した場合、認

証のパスワード項目を入力します。 

>12 リンク用アイコンパス…リンクにテキストではなく画像を表示する場合、ア

ップロード済み画像の URL を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 
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#2 ブロックの「展開」をクリックすると、ブロック内のリンク一覧が表示されま

す。 

 

>1 新規作成…ブロック内に表示するリンクを新規に作成します。 

>2 詳細…リンクの詳細を表示します。 

 

 

>1 リンク一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、リンクの新規作成

画面が表示されます。 
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*1 公開…リンクの公開・非公開を選択します。 

*2 状態…リンクの有効・無効を選択します。 

*3 表示名…表示するリンクテキストを入力します。 

*4CSS（アイコン）…ブロックのタイトル横に表示するアイコンを選択します。 

*5CSS…ブロックの表示形式を選択します。 

*6 権限判定関数…リンクを公開する対象を関数で指定する場合、判定する関

数を入力します。 

*7 リンク先 URL…リンクの URL を入力します。 

*8 接続先区分…*7 で入力したリンク URL が、Joruri Gw 内部の URL か、それ

以外の URLかを選択します。 

*9SSO 利用…ユーザー認証を使用する・しないを選択します。 

*10 アカウント項目名…*9 でユーザー認証を使用「する」を選択した場合、

認証のアカウント項目を入力します。 

*11 パスワード項目名…*9 でユーザー認証を使用「する」を選択した場合、

認証のパスワード項目を入力します。 

*12 リンク用アイコンパス…リンクにテキストではなく画像を表示する場合、

アップロード済み画像の URLを入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 
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>2 リンク一覧画面で「詳細」をクリックすると、リンクの詳細画面が表示され

ます。 

 

*1 新規作成…ブロック内に表示するリンクを新規に作成します。本マニュア

ル 18 ページ「リンクの新規作成」を参照して下さい。 

*2 編集する…リンクの内容を編集します。編集画面については「リンクの新

規作成画面」参照して下さい。 

*3 削除する…リンクを削除します。 
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#3 ブロック一覧画面で「詳細」をクリックすると、ブロックの詳細画面が表示さ

れます。 

 

>1 新規作成…ブロックを新規に作成します。本マニュアル 16 ページ「ブロック

の新規作成」を参照して下さい。 

>2 編集する…ブロックの内容を編集します。編集画面については「ブロックの

新規作成画面」を参照して下さい。 

>3 削除する…ブロックを削除します。 
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4-ピース一覧画面で「詳細」をクリックすると、ピースの詳細画面が表示されます。 

 

#1 新規作成…ピースを新規に作成します。本マニュアル 15 ページ「ピースの新

規作成」を参照して下さい。 

#2 編集する…ピースの内容を編集します。編集画面については「ピースの新規作

成画面」を参照して下さい。 

#3 削除する…ピースを削除します。 

 

 

 

3)「ポータルリンクピース適用 CSS 編集」をクリックすると、ピースに適用する CSS

を編集します。 

 

1-新規作成…CSS を新規に作成します。 

2-詳細…既存の CSSの詳細を表示します。
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1-新規作成ボタンをクリックすると、CSS の新規作成画面が表示されます。 

 

>1 状態…CSS 適用の有効・無効を選択します。 

>2css 表示名…CSS 一覧内に表示する名前を入力します。 

>3 並び順…CSS 一覧内での表示順を入力します。数字の大きいものが下に並びま

す。 

>4css クラス…CSS のクラス名を入力します。 

>5css 種別…CSS の種別を「デザイン用」「アイコン用」から選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 

 

 

2-詳細…詳細をクリックすると、既存の CSS の詳細画面が表示されます。 

 

>1 編集する…CSS の内容を編集します。編集画面については「CSS の新規作成画

面」を参照して下さい。 

>2 削除する…CSS を削除します。 
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 [2]スケジューラー 

1.国民の祝日 

祝祭日の設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「スケジューラー」タブをクリックし、「国民の祝日」をクリッ

クします。 

 

 

2)現在登録されている祝日の一覧画面が表示されます。 

 

1-休日登録…新規に祝祭日を登録します。 

2-詳細…既存の祝祭日の詳細を表示します。 

3-編集…既存の祝祭日の内容を編集します。 

4-削除…既存の祝祭日を削除します。 
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1-「休日登録」ボタンをクリックすると、祝祭日の新規登録画面が表示されます。 

 

#1 年月日…休日にする年月日を選択します。カレンダーアイコンから選択するこ

とも可能です。 

#2 休日名…表示する休日名を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 

 

 

2-「詳細」をクリックすると、祝祭日の詳細画面が表示されます。 

 

#1 編集する…祝祭日の内容を編集します。編集画面については「祝祭日の新規作

成画面」を参照して下さい。 

#2 削除する…祝祭日を削除します。 
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2.カスタムグループ設定 

全庁幹部・所属幹部等、共通で利用するカスタムグループを設定します。 

 

1)管理者設定項目で「スケジューラー」タブをクリックし、「カスタムグループ設定」

をクリックします。 

 

 

2)カスタムグループの一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…カスタムグループを新規作成します。 

2-並び順…各グループの並び順を入力します。数字の大きいものが下に並びます。 

3-編集…グループを編集します。 

4-削除…グループを削除します。 

5-プレビュー…カスタムグループが設定されたスケジューラーをプレビュー表示し

ます。 
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1-「新規作成」ボタンをクリックすると、カスタムグループの新規作成画面が表示

されます。 

 

#1 状態…カスタムグループの有効・無効を選択します。 

#2デフォルト…このグループをデフォルト表示にする場合はチェックを入れます。 

#3 名称…カスタムグループの名称を入力します。 

#4 名称（英語）…カスタムグループの英語名を入力します。 

#5 表示順…カスタムグループの並び順を入力します。数字の大きいものが下に並

びます。 

#6 編集所属…カスタムグループの編集権限を付与する課を選択します。 

#7 編集者…カスタムグループの編集権限を付与する個人を選択します。 
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#8スケジュール登録所属…カスタムグループのユーザースケジュールを登録する

権限を付与する課を選択します。 

#9スケジュール登録者…カスタムグループのユーザースケジュールを登録する権

限を付与する個人を選択します。 

#10スケジュール表示所属 …カスタムグループのスケジュールを閲覧する権限を

付与する課を選択します。 

#11 スケジュール表示者…カスタムグループのスケジュールを閲覧する個人を選

択します。 
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#12 関連づけるユーザー…カスタムグループに表示するユーザーを選択します。 

 

選択したユーザの並び順・アイコン・役職を入力・選択します。 

「保存」ボタンをクリックすると内容が登録されます。 

 

 

2-並び順の数字を編集し、「更新」ボタンをクリックすると、並び順が変更されます。 
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3-「編集」をクリックすると、カスタムグループの編集画面が表示されます。 

編集画面については本マニュアル 27 ページ「カスタムグループの新規作成画面」

を参照して下さい。 

 

 

 

4-「削除」をクリックすると、カスタムグループを削除します。 
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[3]掲示板等設定 

 

 

1.掲示板設定…別途マニュアル「掲示板（管理者）」を参照して下さい。 

2.質問管理（FAQ/Q&A）設定…別途マニュアル「質問管理（管理者）を参照して下さい。」 

3.書庫設定…別途マニュアル「書庫（管理者）」を参照して下さい。 

4.電子図書設定…別途マニュアル「電子図書（管理者）」を参照して下さい。
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[4]基本設定 

1.ユーザー管理 

ユーザー情報の閲覧、登録及び編集を行います。 

 

1)管理者設定項目で「基本設定」タブをクリックし、「ユーザー管理」をクリックし

ます。 

 

 

 

2)ユーザの一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…ユーザーを新規に登録します。 

2-検索…登録済みのユーザーを、検索条件 コード・名前・名前(英)・メールアドレ

スから検索できます。また、表示件数を変更することができます。 

3-詳細…登録済みのユーザーの詳細を表示します。 
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1-「新規作成」ボタンをクリックすると、ユーザーの新規作成画面が表示されます。 

 

#1 ユーザ ID…ユーザーの ID を入力します。Gw へログインする際のユーザ ID と

なります。 

#2 状況…IDの無効・有効を選択します。 

#3LDAP 同期…LDAP に同期させる・させないを選択します。 

#4 名前…ユーザーの名前を入力します。 

#5 名前(英)…ユーザーの名前を半角英数字で入力します。 

#6 パスワード…パスワードを入力します。Gw へログインする際のパスワードとな

ります。 

#7 メールアドレス…ユーザーのメールアドレスを入力します。 

#8 役職…ユーザーの役職を入力します。 

#9 担当…ユーザーの担当業務を入力します。 
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#10 グループ…ユーザーの所属を選択します。 

#11 本務・兼務…配属状況を選択します。 

#12 配属開始日・終了日…配属開始日・終了日を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

 

3-「詳細」をクリックすると、ユーザ情報の詳細画面が表示されます。 

 

#1 編集する…ユーザ情報を編集します。編集画面については本マニュアル 33 ペ

ージ「ユーザーの新規作成画面」を参照して下さい。 
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2.権限設定 

各機能の管理者権限設定を行います。 

1)管理者設定項目で「基本設定」タブをクリックし、「権限設定」をクリックします。 

 

 

 

2)管理者権限設定の一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…管理者権限設定を新規作成します。 

2-機能名…プルダウンから機能名を選択すると、設定した機能を絞り込み表示でき

ます。 

3-詳細…管理者権限設定の詳細を表示します。 
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1-「新規作成」ボタンをクリックすると、管理者権限設定の新規作成画面が表示さ

れます。 

 

#1 機能名…機能名を選択します。機能名の登録は後述 4)「機能名設定」（→本マ

ニュアル 40 ページ参照）にて行います。 

#2 対象権限…対象権限を選択します。機能名に対する対象権限の登録は後述 3)

「機能権限設定」（→本マニュアル 38 ページ参照）にて行います。 

#3 優先順位…同一機能名・対象権限内での優先順位を入力します。数字の小さい

ものが優先的に権限判断に使用されます。 

#4 種別…権限を付与する単位をユーザ及び、グループより選択します。 

#5 グループ…権限を付与する対象となるグループを選択します。 

#6 ユーザ…権限を付与する対象となるユーザを選択します。 

#7 許可…設定について許可・不可を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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3-「詳細」をクリックすると、管理者権限設定の詳細画面が表示されます。 

 

#1 編集する…管理者権限設定を編集します。編集画面については本マニュアル 36

ページ「管理者権限設定の新規作成画面」を参照して下さい。 

#2 削除する…設定を削除します。 
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3) 管理者権限設定の一覧画面で「機能権限設定」をクリックすると、機能権限設定

の一覧画面が表示されます。 

 

 

1-新規作成…機能権限設定を新規作成します。 

2-機能名…プルダウンから機能名を選択すると、設定した機能を絞り込み表示でき

ます。 

3-詳細…機能権限設定の詳細を表示します。 
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1-機能権限設定の一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、機能権限設定

の新規作成画面が表示されます。 

 

#1 機能名…機能名を選択します。機能名の登録は後述 4)「機能名設定」（→本マ

ニュアル 40 ページ参照）にて行います。 

#2 権限名…権限名を選択します。権限名の登録は後述 5)「対象権限追加」（→本

マニュアル 40 ページ参照）にて行います。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

 

3-機能権限設定の一覧画面で「詳細」をクリックすると、機能権限設定の詳細画面

が表示されます。 

 

#1 編集する…機能権限設定を編集します。編集画面については「機能権限設定の

新規作成画面」を参照して下さい。 

#2 削除する…設定を削除します。 
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4) 管理者権限設定の一覧画面で「機能名設定」をクリックすると、機能名の一覧画

面が表示されます。 

 

 

1-新規作成…機能名を新規作成します。 

2-詳細…対象権限追加の詳細を表示します。 
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1-機能名の一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、機能名の新規作成画

面が表示されます。 

 

#1 機能名…機能名を入力します。 

#2 機能コード…システムが機能を識別する為の識別子です。この値を変更・追加

する場合はプログラムの改修が必要になります。 

#3 表示順 …機能一覧内での表示順を入力します。数字の大きいものが下に並び

ます。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

 

3-機能名の一覧画面で「詳細」をクリックすると、機能名の詳細画面が表示されま

す。 

 

#1 編集する…機能名を編集します。編集画面については「機能名の新規作成画面」

を参照して下さい。 

#2 削除する…設定を削除します。 
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5) 管理者権限設定の一覧画面で「対象権限追加」をクリックすると、対象権限追加

の一覧画面が表示されます。 

 

 

1-新規作成…対象権限追加を新規作成します。 

2-詳細…対象権限追加の詳細を表示します。 
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1-対象権限追加の一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、対象権限追加

の新規作成画面が表示されます。 

 

#1 ステータス…権限の公開・非公開を選択します。 

#2 権限対象名…権限対象名を入力します。 

#3 権限コード…システムが権限を識別する為の識別子です。この値を変更・追加

する場合はプログラムの改修が必要になります。 

#4 表示順…権限一覧内での表示順を入力します。数字の大きいものが下に並びま

す。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

 

3-対象権限追加の一覧画面で「詳細」をクリックすると、対象権限追加の詳細画面

が表示されます。 

 
#1 編集する…対象権限追加を編集します。編集画面については「対象権限追加の

新規作成画面」を参照して下さい。 

#2 削除する…設定を削除します。 
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6) 管理者権限設定の一覧画面で「開発者権限設定」をクリックすると、開発者権限

設定の一覧画面が表示されます。 

※開発者権限はシステム開発の際にデバッグで使用する権限である為、通常運用で使

用することはありません。 

 

 

1-新規作成…開発者権限設定を新規作成します。 

2-詳細…開発者権限設定の詳細を表示します。 
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1-開発者権限設定の一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、開発者権限

設定の新規作成画面が表示されます。 

 

#1 機能名…機能名を選択します。 

#2 対象権限…対象権限を選択します。 

#3 優先順位…同一機能名・対象権限内での優先順位を入力します。数字の小さい

ものが優先的に権限判断に使用されます。 

#4 種別…権限を付与する単位をユーザ及び、グループより選択します。 

#5 グループ…権限を付与する対象となるグループを選択します。 

#6 ユーザ…権限を付与する対象となるユーザを選択します。 

#7 許可…設定について許可・不可を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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3-開発者権限設定の一覧画面で「詳細」をクリックすると、開発者権限設定の詳細

画面が表示されます。 

 

#1 編集する…開発者権限設定を編集します。編集画面については本マニュアル 45

ページ「開発者権限設定の新規作成画面」を参照して下さい。 

#2 削除する…設定を削除します。 
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3.年度設定 

年度の設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「基本設定」タブをクリックし、「年度設定」をクリックします。 

 

 

 

2)年度の一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…年度を新規に登録します。 

2-検索…登録済みの年度を、文字列を入力して検索できます。また、表示件数を変

更することができます。 

3-詳細…登録済みの年度の詳細を表示します。 
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1-年度一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、年度の新規作成画面が表

示されます。 

 

#1 西暦年度…年度を西暦で入力します。"2012"を指定すると、開始日～終了日が

2012-04-01～2013-03-31 で設定されます。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

 

3-年度一覧画面で「詳細」をクリックすると、年度の詳細画面が表示されます。 

 

#1 編集する…年度を編集します。編集画面については「年度の新規作成画面」を

参照して下さい。 

#2 削除する…設定を削除します。 
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4.年号設定 

年号の設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「基本設定」タブをクリックし、「年号設定」をクリックします。 

 

 

 

2)年号の一覧画面が表示されます。 

 

1-新規作成…年号を新規に登録します。 

2-検索…登録済みの年号を、文字列を入力して検索できます。また、表示件数を変

更することができます。 

3-詳細…登録済みの年号の詳細を表示します。 
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1-年号の一覧画面で「新規作成」ボタンをクリックすると、年号の新規作成画面が

表示されます。 

 

#1 年号…新しい年号を入力します。 

#2 記号…年号省略時の記号を入力します。 

#3 開始日（西暦）…年号開始年月日を入力します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

3-年号の新規作成画面で「詳細」をクリックすると、年号の詳細画面が表示されま

す。 

 

#1 編集する…年号を編集します。編集画面については「年号の新規作成画面」を

参照して下さい。 

#2 削除する…年号を削除します。 
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[5]削除設定 

1.スケジュール削除設定 

過去スケジュールの自動削除設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「削除設定」タブをクリックし、「スケジュール削除設定」をクリ

ックします。 

 

 

 

2)スケジュール削除設定画面が表示されます。 

 

1-削除対象…スケジュールを削除する対象とする経過年数を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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2.連絡メモ削除設定 

連絡メモの自動削除設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「削除設定」タブをクリックし、「連絡メモ削除設定」をクリック

します。 

 

 

 

2)連絡メモ削除設定画面が表示されます。 

 

1-既読…既読の連絡メモを削除する対象とする経過日数を選択します。 

2-未読…未読の連絡メモを削除する対象とする経過日数を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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3.TODO 削除設定 

TODO の自動削除設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「削除設定」タブをクリックし、「TODO 削除設定」をクリックしま

す。 

 

 

 

2)ToDo 削除設定画面が表示されます。 

 

1-削除対象…ToDo を削除する対象とする経過年数を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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4.掲示板削除設定 

掲示板にある期限切れ記事の自動削除設定を行います。掲示板を選択しての削除も可能で

す。 

 

1)管理者設定項目で「削除設定」タブをクリックし、「掲示板削除設定」をクリックし

ます。 

 

 

 

2)掲示板記事削除画面が表示されます。 

 

1-削除設定…削除対象期間を設定します。毎日午前 3 時に削除を実行します 

2-直接削除…管理者が、即時で削除を実行します 
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1-「削除設定」をクリックすると、削除設定画面が表示されます。 

 

#1 削除対象…期限切れの掲示板を削除する対象とする経過年数を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 

 

 

2-「直接削除」をクリックすると、掲示板の一覧画面が表示されます。 

 

#1「削除」をクリックすると、掲示板内の期限切れ記事が即時削除されます。 
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5.回覧板削除設定 

回覧板にある期限切れ記事の自動削除設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「削除設定」タブをクリックし、「回覧板削除設定」をクリックし

ます。 

 

 

 

 

2)回覧板 削除設定画面が表示されます。 

 

1-削除対象…期限切れの回覧板を削除する対象とする経過期間を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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6.照会・回答システム削除設定 

照会・回答システムにある期限切れ記事の自動削除設定を行います。 

 

1)管理者設定項目で「削除設定」タブをクリックし、「照会・回答システム削除設定」

をクリックします。 

 
 

 

2)照会・回答システム 削除設定画面が表示されます。 

 

1-削除対象…期限切れの照会・回答を削除する対象とする経過期間を選択します。 

 

「保存」ボタンをクリックすると、内容が登録されます。 
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 [6]各種カウント 

1.連絡メモの携帯等転送設定状況 

連絡メモの転送設定状況を表示します。 

 

1)管理者設定項目で「各種カウント」タブをクリックし、「連絡メモの携帯等転送設定

状況」をクリックします。 

 

 

 

2)連絡メモの携帯等転送設定状況一覧画面が表示され、確認できます。 
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2.モバイルパスワード設定状況 

モバイルパスワードの設定状況を表示します。 

 

1)管理者設定項目で「各種カウント」タブをクリックし、「モバイルパスワード設定状

況」をクリックします。 

 

 

 

2)モバイルパスワードの設定状況一覧画面が表示され、確認できます。 

 

 

 


