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ログイン

初期設定マニュアルで作成した管理者アカウント（ログインID＝メールアドレス、パスワード）を使
い、LOM版上程票・アジェンダシステムにアクセスします。

LOM版上程票・アジェンダシステムへログインします。

い、LOM版上程票 アジェンダシステムにアクセスします。

表示された画面に「ログインID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。
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画面右上「ログアウト」をクリックしてください。
ログイン画面に戻ります

ログアウト

LOM版上程票・アジェンダシステムをログアウトします。

ログイン画面に戻ります。
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セキュリティの観点から作業終了後にログアウトを推奨します。



全体図

LOM版上程票・アジェンダシステムによるアジェンダ作成の流れを示します。
本マニュアルは下記の流れに沿って説明します。

【管理者】
①実施する会議を作成し、関係者宛てに上程票エントリーの開始メールを配信します。

上程者

管理者 ①会議作成 ②上程票エントリー開始のお知らせ

③上程票 トリ上程者 ③上程票エントリー

【上程者】
③メールが届きましたら上程票エントリーが可能になりますので、必要に応じて上程票エントリーを行
ないます。

管理者

上程者

④上程開始のお知らせ ⑤アジェンダ作成

⑥議案データアップロード

【管理者】
④上程者に上程開始メールを配信します。
⑤アジェンダ（議事次第）の作成をします。

※ ⑤と⑥は同時進行可

管理者 ⑦ZIP作成 ⑧会議公開 ⑨アジェンダ公開メール通知

⑤アジ ンダ（議事次第） 作成をします。
【上程者】
⑥上程開始メールが届きましたら、議案データをアップロードします。

【管 】

閲覧者 ⑩アジェンダ・議案データ閲覧

【管理者】
⑦議案データを一括ダウンロードできるよう、ZIP圧縮します。
⑧会議を非公開から公開に変更します。
⑨関係者にアジェンダ（議事次第）を公開した通知メールを配信します。
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閲覧者 ⑩アジェンダ 議案デ タ閲覧

【閲覧者】
⑩会議内容（アジェンダ（議事次第）、議案データ）を閲覧します。

必要に応じて議案データをダウンロードします。



全体図

本システムに下記のような「所属１」でグルーピングしたユーザー登録がされている
として本マニュアルの説明を行ないます。

上記のような「所属１」設定を行なった場合
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上記のような「所属１」設定を行なった場合
【所属なし】
【総務グループ】
【運営委員会】
【向上委員会】

となります。

： ２名が同グループ （「理事長 太郎」、「担当者 次郎」）
： ４名が同グループ （「総務１ 次郎」、「総務２ 三郎」、「経理 花子」、「経理２ 和子」）
： ２名が同グループ （「運営１ 史郎」、「運営２ 吾郎」）
： ２名が同グループ （「運営３ 二美」、「運営４ 智子」）



①会議作成

画面右上「会議管理」をクリックし、「会議新規登録」をクリックします。

会議新規登録します。
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①会議作成

会議の基本情報を入力し、「登録」をクリックします。

会議新規登録します。
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必要事項を入力し、「登録」をクリックしてください。



①会議作成

会議基本情報内の詳細説明

会議新規登録します。

【上程票エントリー期間】
上記 は 年 月 午前 時から 年 月 午後 時 分ま を上程票 トリ 期間とし上記では2018年2月11日午前0時から2018年2月17日午後11時45分までを上程票エントリー期間とし
て定めています。
上程票エントリーを受け付けない会議、以前の会議でエントリーされた内容のみで会議を開催する場
合は「上程票エントリーなし」にチェックを入れてください。
以前の会議でエントリーされた上程票をコピーする場合は、「上程票をコピーする会議を選択」をクリッ
クし、リストから対象の会議を選択してください。

【閲覧者指定】
本システムに登録されているユーザー全員が閲覧者指定欄内に入ります。
会議の対象ではないために閲覧を避けたい場合はそのユーザーのチェックを外してください。

【会議データの削除】
「データ削除」
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」
会議自体を削除します。紐づいた議案データもすべて削除されます。

「議案データのみ削除」
会議に紐づいた議案データのみ削除します。会議自体は残ります。

※ 削除した会議データ、議案データは元に戻せませんのでご注意ください。



①会議作成 ②上程票エントリー開始のお知らせ

会議を登録しました。登録した内容を確認してください。
続いて上程票エントリー開始メール通知をします

会議新規登録します。

続いて上程票エントリ 開始メ ル通知をします。

上程票エントリー開始メールを送信します。

会議一覧内、メール「送信する」をクリックします。
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②上程票エントリー開始のお知らせ

送信するメール内容を確認し、必要に応じて編集してください。
送信するには「送信」をクリックします

上程票エントリー開始メールを配信します。

送信するには「送信」をクリックします。

【メ ル区分】【メール区分】
（１）上程票エントリー開始のお知らせ
（２）上程開始のお知らせ
（３）アジェンダ公開のお知らせ
の３タイプがあります。状況に応じた区分に変更してください。

【メール本文】
状況に合わせ、内容を変更してください。
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【送信先一覧】
作成した会議の基本情報内「閲覧者指定」でチェックが入っていたユーザーが表示されます。
メール送信したいユーザーにチェックを入れ、送信したくないユーザーはチェックを外してください。

※ 件名、本文を編集後にメール区分を切り替えると、編集した内容が破棄されますのでご注意ください。



②上程票エントリー開始のお知らせ

送信完了しますと会議一覧のメール欄が「済」と表示されます。

上程票エントリー開始メールを配信します。
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上程票エントリー期間、上程期間に関係無くお知らせメールの配信が可能です。
メール配信機能のご利用は任意です。
上程票エントリー開始のお知らせ、上程開始のお知らせを利用せずアジェンダ公開のお知らせのみ利用も可能
です。



③上程票エントリー

画面上部「トップ」をクリックします

上程票のエントリーをします。

画面上部「トップ」をクリックします。
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会議一覧に対象会議が表示されない場合
会議作成時に「閲覧者指定」でチェックを外すと、そのユーザーの会議一覧に対象会議は表示されません。



③上程票エントリー

会議 覧内「上程管理」をクリックし 「新規上程票エントリ 」をクリックします

上程票のエントリーをします。

会議一覧内「上程管理」をクリックし、「新規上程票エントリー」をクリックします。
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上程票エントリー期間外は「上程エントリー期間外のため上程票エントリーはできません」と表示され、
「新規上程票エントリー」ボタンも非表示となります。



③上程票エントリー

必要事項を入力し 「上程票エントリ 」をクリックします

上程票のエントリーをします。

必要事項を入力し、「上程票エントリー」をクリックします。
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③上程票エントリー

上程票情報内の詳細説明

上程票のエントリーをします。

上程票情報内の詳細説明

【区分】
「審議」「協議」「討議」「報告」「その他」「確認」から選択します。

【担当役員】
上程者の所属１と同グループに存在するユーザーが一覧表示されます。
本マニュアルでのログインユーザーは「所属１：所属なし」の副理事としています。
「所属１：所属なし」には理事長と副理事の２名が登録されていますので、担当役員リストには
対象の２名が表示されます。

【会議・委員会・協議会】
ログインユーザーの所属２に入力があれば所属２の内容が反映されます。
所属２に入力されていない場合、所属１の内容が反映されます。

【議長・委員長・会長】
議長、委員長、会長から選択します。
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③上程票エントリー

上程票エントリ が完了しました

上程票のエントリーをします。

上程票エントリーが完了しました。
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議案データ上程期間外の場合、議案データ欄に「期間外です。」と表示されます。
上程期間内の場合、議案データ欄「上程」をクリックすることで議案データのアップロードが可能です。
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④上程開始のお知らせ

上程開始のお知らせメールを送信します。

会議 覧内 メ ル「送信する」をクリックします会議一覧内、メール「送信する」をクリックします。
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上程票エントリー期間、上程期間に関係無くお知らせメールの配信が可能です。
メール配信機能のご利用は任意です。
上程票エントリー開始のお知らせ、上程開始のお知らせを利用せずアジェンダ公開のお知らせのみ利用も可能
です。



④上程開始のお知らせ

送信するメール内容を確認し、必要に応じて編集してください。
送信するには「送信」をクリックします

上程開始のお知らせメールを送信します。

送信するには「送信」をクリックします。

【メ ル区分】【メール区分】
（１）上程票エントリー開始のお知らせ
（２）上程開始のお知らせ
（３）アジェンダ公開のお知らせ
の３タイプがあります。状況に応じた区分に変更してください。

【メール本文】
状況に合わせ、内容を変更してください。
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【送信先一覧】
作成した会議の基本情報内「閲覧者指定」でチェックが入っていたユーザーが表示されます。
メール送信したいユーザーにチェックを入れ、送信したくないユーザーはチェックを外してください。

※ 件名、本文を編集後にメール区分を切り替えると、編集した内容が破棄されますのでご注意ください。



④上程開始のお知らせ

送信完了しますと会議一覧のメール欄が「済」と表示されます。

上程開始のお知らせメールを送信します。
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⑤アジェンダ作成

画面右上「会議管理」をクリックし、対象となる会議のアジェンダ「作成・編集」をクリックします。

会議新規登録します。
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⑤アジェンダ作成

アジェンダ（議事次第）を作成します。
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⑤アジェンダ作成

アジェンダ（議事次第）を作成します。

【無線LAN情報】
会議場に無線LAN環境があり、アクセス可能な場合は名称・ID・PW（パスワード）を入力して
ください。

【コピーする会議を選択】
過去に作成した別会議からアジェンダの大項目をコピーすることができます。

※ 大項目 小項目を編集後に別会議を選択すると 編集した内容が破棄されます※ 大項目・小項目を編集後に別会議を選択すると、編集した内容が破棄されます。
ご注意ください。
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⑤アジェンダ作成

アジェンダ（議事次第）を作成します。

アジェンダ（議事次第）の大項目を作り上げたら上程票を紐付けます。

【議案データ区分】
アジェンダに紐付けたい議案データ区分を選択します。
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【大項目番号】
上記議案データ区分はどのアジェンダ大項目に紐付ける
かを指定します。



⑤アジェンダ作成

アジェンダ（議事次第）を作成します。

アジェンダ（議事次第）の大項目を作り上げたら上程票を紐付けます。

大項目番号を「６」、議案データ区分を「協議」に合わせ「挿入」をクリックします。
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アジェンダ大項目６番「協議事項」に議案データ区分「協議」が紐づきます。

※ 作成したアジェンダ（議事次第）の大項目に合わせ大項目番号を変更してください。
「協議」以外にも議案データ区分「審議」「討議」「報告」「その他」「確認」も同様に紐付けしてください。



⑤アジェンダ作成

アジェンダ（議事次第）を作成します。

作成したアジェンダ（議事次第）を登録します。
画面下部「登録（プレビュー）」をクリックします画面下部「登録（プレビュ ）」をクリックします。
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⑤アジェンダ作成

アジェンダ（議事次第）を作成します。

アジェンダ（議事次第）が確認できます。

上程者から議案データアップロードが未の状態（議案にリンクが付いていません）

上程者から議案データアップロードされた状態（議案にリンクが付いています）
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⑥議案データアップロード

画面上部「トップ」をクリックします

議案データをアップロードします。

画面上部「トップ」をクリックします。
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会議一覧に対象会議が表示されない場合
会議作成時に「閲覧者指定」でチェックを外すと、そのユーザーの会議一覧に対象会議は表示されません。



⑥議案データアップロード

会議 覧内「上程管理」をクリックし 対象上程票の「上程」をクリックします

議案データをアップロードします。

会議一覧内「上程管理」をクリックし、対象上程票の「上程」をクリックします。
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⑥議案データアップロード

議案データをアップロードします。

議案デ タ「ファイルを選択」をクリックします議案データ「ファイルを選択」をクリックします。
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⑥議案データアップロード

議案データをアップロードします。

議案デ タ（zipファイル）を保存している場所を指定し 本システムにアップロ ドします議案データ（zipファイル）を保存している場所を指定し、本システムにアップロードします。

窓が開きますので、対象ファイルが保存されている
場所を指定し、「開く」をクリックします。

「ファイルを選択」ボタン下部にファイル名が入ります。
「ファイルをアップロード」をクリックします。

議案データのアップロードが完了しましたら 「上程」議案デ タのアップロ ドが完了しましたら、「上程」
をクリックします。
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⑥議案データアップロード

議案データをアップロードします。

議案デ タのアップロ ドが完了しました議案データのアップロードが完了しました。
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議案データ内のファイルサイズはzipファイルサイズではなく、実ファイルサイズとなります。



⑦ZIP作成

対象となる会議の「ZIP作成」します。
画面右上「会議管理」をクリックし ZIP欄「ZIP作成」をクリックします

議案データを一括ダウンロードできるよう、ZIP圧縮します。

画面右上「会議管理」をクリックし、ZIP欄「ZIP作成」をクリックします。
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⑦ZIP作成

「ZIP作成」をクリックしますと『作成済み』となります。

議案データを一括ダウンロードできるよう、ZIP圧縮します。
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アジェンダ（議事次第）画面右下に「データ一括ダウンロード」がクリックできるようになります。
データ一括ダウンロードをする場合はこのボタンをクリックします。



⑦ZIP作成

作成したZIPファイルをパソコンにダウンロードします。
アジェンダ（議事次第）内の「データ一括ダウンロード」をクリックします

データ一括ダウンロードファイルの使い方

アジェンダ（議事次第）内の「デ タ 括ダウンロ ド」をクリックします。
ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダ内のファイルを閲覧します。

【index.html】
アジェンダ（議事次第）

【6-1（フォルダ）】
アップロードされた議案データ
※ 複数の議案デ タがアップロ ドされた場合※ 複数の議案データがアップロードされた場合

フォルダも複数できあがります。

※ フォルダ名はお使いの環境によって変動します。
※ お使いのパソコンの環境によってダウンロード方

法が変わります。

・会議に関係するデータをひとまとめにして保管
・ネット環境の無い場所での会議
とい た時 等にご利用ください

Index.htmlをダブルクリックしますとブラウザが開き、アジェンダ（議事次第）が表示されます。
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といった時、等にご利用ください。

※ ZIP作成ボタンをクリックした段階でのアジェンダ、議案データを基に一括ファイル（圧縮）しています。
議案データアップロードがされた、アジェンダ（議事次第）や議案の内容が変更された場合は、ZIP作成を
再度行なってください。



⑦ZIP作成

作成した全議案データ圧縮ファイル（ZIPファイル）を削除します。
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⑦ZIP作成

ZIP作成機能は次のような仕組みです。

議案データを一括ダウンロードできるよう、ZIP圧縮します。

議案データ①
約100MB

LOM版上程票・アジェンダシステム
利用容量：300MB

議案データ②
約100MB

議案アップロード

議案データ②
約100MB

議案データ①
約100MB

議案データ③
約100MB

議案データ③
約100MB

ZIP作成

LOM版上程票・アジェンダシステム
利用容量：600MB

議案データ②
約100MB

議案データ①
約100MB

議案データ③
約100MB ZIP圧縮ファイル

約300MB

ZIP圧縮ファイルはシステム利用容量に含みます。
約100MBの議案データが3ファイル存在している場合、約300MBの議案データとなりますが、全議案データ圧縮
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約 議案デ タ ァイル存在し る場合、約 議案デ タ なります 、 議案デ タ圧縮
ファイルを作成しますと本システムの利用容量は
議案データ ：約300MB
ZIP圧縮ファイル：約300MB
合計使用量 ：約600MB

となります。



⑧会議公開

画面右上「会議管理」をクリックし、対象となる会議「非公開」を「公開」に変更します。
ステータス「公開中にする」をクリックします

会議を公開します。

ステ タス「公開中にする」をクリックします。
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⑧会議公開

会議のステータスが「公開中」に変更されます。

会議を公開します。
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会議名にリンクが付き、アジェンダ（議事次第）が閲覧できるようになります。



⑧会議公開

「非公開にする」をクリックします。

公開中の会議を非公開にします。
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⑨アジェンダ公開のお知らせ

アジェンダ（議事次第）公開のお知らせメールを送信します。

会議 覧内 メ ル「送信する」をクリックします会議一覧内、メール「送信する」をクリックします。
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上程票エントリー期間、上程期間に関係無くお知らせメールの配信が可能です。
メール配信機能のご利用は任意です。
上程票エントリー開始のお知らせ、上程開始のお知らせを利用せずアジェンダ公開のお知らせのみ利用も可能
です。



⑨アジェンダ公開のお知らせ

送信するメール内容を確認し、必要に応じて編集してください。
送信するには「送信」をクリックします

アジェンダ（議事次第）公開のお知らせメールを送信します。

送信するには「送信」をクリックします。

【メ ル区分】【メール区分】
（１）上程票エントリー開始のお知らせ
（２）上程開始のお知らせ
（３）アジェンダ公開のお知らせ
の３タイプがあります。状況に応じた区分に変更してください。

【メール本文】
状況に合わせ、内容を変更してください。
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【送信先一覧】
作成した会議の基本情報内「閲覧者指定」でチェックが入っていたユーザーが表示されます。
メール送信したいユーザーにチェックを入れ、送信したくないユーザーはチェックを外してください。

※ 件名、本文を編集後にメール区分を切り替えると、編集した内容が破棄されますのでご注意ください。



⑨アジェンダ公開のお知らせ

送信完了しますと会議一覧のメール欄が「済」と表示されます。

アジェンダ（議事次第）公開のお知らせメールを送信します。
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⑩アジェンダ・議案データ閲覧

画面右上「トップ」をクリックし、会議一覧から対象の会議の会議名をクリックします。

アジェンダ（議事次第）の閲覧、議案データの閲覧をします。
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⑩アジェンダ・議案データ閲覧

アジェンダ（議事次第）が表示されます。

アジェンダ（議事次第）の閲覧、議案データの閲覧をします。

【議案番号】【議案番号】
リンクが付いている議案番号は議案データが存在します。
※ リンクが付かない場合は議案データアップロードがまだされていない可能性がありますので、上程者に

確認をしてください。

【参照】
アップロードされた議案データを参照できます。

【PDFダウンロード】
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アジェンダ（議事次第）を印刷する際に利用します。

【データ一括ダウンロード】
本アジェンダ（議事次第）、議案データをすべて一括でダウンロードできます。
ダウンロード方法と内容はP.34を参照してください。


