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１.はじめに

■「阪高 SAFETY ナビ」とは
阪神高速道路株式会社が持つ膨大な事故データを根拠に、阪神高速を安全に運転するため
に必要な具体的なアドバイスや注意情報を、ドライバーの皆さまの運転特性に応じて個別に
提供したり、ご自身の運転を見直すポイントを提供する無料の安全運転支援コンテンツです。
本マニュアルで企業・団体様にご紹介する『団体用「阪高 SAFETY ナ
ビ」』（http://safetynavi.jp/group/login.php）の他、個人で利用され
るお客様を対象とした『阪高 SAFETY ナビ』（http://safetynavi.jp/）
があります。（個人用は高速道路のみを対象）
「阪高 SAFETY ナビ」は、e ラーニングの優れたコンテンツを表彰
する『第 10 回 日本 e-Learning アワード』において総務大臣賞を受賞
するなど、高い評価を受けています。

■団体用「阪高 SAFETY ナビ」の特徴
☑スキマ時間を有効活用した個別学習プログラム
・個別の診断からアドバイスまでがパッケージ化されており、ご担当者様はペーパーによる
教材のような煩わしさや診断結果の活用に頭を悩ますことはありません。
・いつでも、どこでも、好きな時に学習できるので、集まって一斉に研修を行う等の必要があ
りません。そのため、業務にはほとんど支障が出ません。

☑交通安全教育に最適なプログラム構成
・参加者お一人おひとりの回答と評価の結果及び団体合計の集計結果の両方をお受け取りに
なれますので、事業所全体の今後の安全対策検討やお一人おひとりへのフォローなど、結
・実際の事故データに基づいた危険な場面を題材にした診断形式のプログラムですので、参加
者の安全運転レベルの把握だけでなく、参加者には取り組みながら特徴に応じたアドバイス
がされるなど、交通安全研修プログラムとしてもご活用いただけます。

運用マニュアル

果を多岐にご活用いただけます。

・参加者の皆様は、客観的な安全運転レベルを知るだけでなく、阪神高速を安全に利用して
いただくための、自身の特徴に応じたさまざまな知識が身に付きます。
・注意すべき運転場面を題材に実際の映像を用いるなど、内容が具体的なので、実際の運転
で役立ちます。
・一般道路に関する内容に加えて、知る機会の少ない高速道路の安全運転に関する知識が重点
的に身に付きます。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

☑具体的に役立つ内容が充実
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■団体用「阪高 SAFETY ナビ」のメニュー
団体用「阪高 SAFETY ナビ」では、「SAFETY ドライブ・カウンセリング」と
「SAFETY ドライブ・トレーニング」の 2 つのプログラムに取り組んでいただきます。

具体的なアドバイスが充実、実践的な「運転適性診断」です！

ＳＡＦＥＴＹドライブ・カウンセンリング
阪神高速で事故につながりやすい場面で構成する運転適性診断です。従業員様の安全運転力を簡単
に把握できるだけでなく、個別アドバイスで従業員様の安全運転力の向上をサポートします。

厳選した３０場面で、従業員様
の安全運転意識を診断。

回答に応じた具体的なアドバイ
スで、従業員様の安全運転知識
もアップ。

従業員様の安全運転力を簡単把握。
注意のポイントは日々の安全運転
管理にお役立てください。

見落としがちな高速道路の内容も充実した「ＫＹＴ（危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）」です！

ＳＡＦＥＴＹドライブ・トレーニング
です。従業員様の見落としがちな危険場面が簡単に把握でき、ポイントを絞った指導にもご活用い
ただけます。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

阪神高速の代表的な走行場面の映像を用いた、個人で取り組めるＫＹＴ（危険予知トレーニング）
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実際の走行場面映像を使って
実用的なＫＹＴを実現。

見落とした危険を分かりやすく
解説。従業員様の危険予知の向
上をサポートします。

従業員様が見落としがちな危険場面
が把握でき、ポイントを絞った
フォローアップに便利です。

２.取り組みの基本的事項

■取り組みの対象と参加者
団体用「阪高 SAFETY ナビ」への参加は，企業などの事業所および団体を単位として、
“所属する従業員様などの個人”単位で取り組んでいただきます。
このため、事業所・団体でお取り組みいただくにあたり、まず担当者を定めていただき、
参加される方を登録していただいて取り組みを行っていただきます。
表

取り組みの対象と参加者

概要

備考

企業などの事業所，および
団体

地域的に活動をひとつにする事業所や団体を
単位とすることが望ましいです。

参加者

団体用「阪高 SAFETY ナ
ビ」に参加される方

団体用「阪高 SAFETY ナビ」への取り組み
は、あくまで個人です。事業所の従業員様、団
体に所属されている方，そのご家族の皆様の
参加も可能です。

事業所
担当者

参加を登録される事業所・
団体の取り組み窓口

事業所・団体としての団体用「阪高 SAFETY
ナビ」への参加申込み、結果の受け取り、そし
て参加者の管理などを行っていただきます。

参加対象

■取り組み方法と環境
参加者の皆様には、インターネットの WEB 画面で団体用「阪高 SAFETY ナビ」に取り組
んでいただきます。

項目
パソコン OS

インターネット・ブラウザ

取り組み推奨環境
環境

備考

Windows 7 以上
Internet Explorer 9.0 以上
Fire Fox 最新版
Google Chrome 最新版

インターネット接続が可能であ
れば、職場でもご家庭でも、取
り組む場所は問いません

注)上記以外の OS、ブラウザでの利用可否については、個人用の「阪高 SAFETY ナビ」
（http://safetynavi.jp/）にてご確認頂けます。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

表

運用マニュアル

取り組みの推奨環境は次のとおりです。
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■取り組みのながれ
【阪高SAFETYナビ】
システム・事務局

団体・事業所の担当者様
にお願いする事項

参加の申し込み

(1)団体・事業所の参加登録

参加の申し込み受け付け

参加案内情報を受信

(2)プログラムの取り組み案内

団体ID/PW発行
担当者様に案内配信
（連絡事項はEメールで行います）

参加者に取り組み案内
（従業員：プログラムに取り組み）

取組み結果集計報告
受取り・確認

図

(3)プログラムへの取り組み

プログラムを提供

(４)プログラム終了
団体・事業所への結果報告

取組み結果集計
集計結果報告

団体用「阪高 SAFETY ナビ」の取り組みのながれ

○事業所/団体担当者様にお願いする事項
プログラムに取り組んでいただく際の、事業所・団体担当者様の役割は次のとおりです。
表
分類

企業（事業所）/団体担当者様にお願いする事項
項目

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

(1)企業・団体 取り組み戦略の設定
等の参加
登録
参加申込み
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(2)プログラム 参加案内情報を受信
の取り組
み案内
参加者(従業員)の確
定
参加者(従業員)への
案内
(3)プログラム (参加者：プログラムへ
への取り
の取り組み)
組み
障害対応

(4)プログラム 取り組み結果報告の
終了後
受け取り

内容
企業・団体等として有効な取り組みとするために、取り
組みの戦略を設定されることを推奨します。
お申込みフォームに必要な項目を記入して、事業所・
団体としてのプログラムへの参加をお申し込みくださ
い。
事務局から、団体ID/PWや取り組みの案内メールを配
信しますので、ご確認ください。
プログラムに取り組む参加者を確定し、各参加者に個
人IDを１つずつ割り当ててください。
プログラムへの取り組み案内として、プログラムの
URL、団体ID/PW、個人IDなどを参加者へ配信してくだ
さい。
プログラム取り組み期間中は、参加者の皆様の取り組
みの推進をお願いします。
参加者に取り組み障害が発生した場合に、対応をお願
いすることがあります。なお、問合せには随時対応致し
ます。
プログラム終了後に，取り組み結果報告書を「取り組み
結果報告受け取りページ」にアップロードしますので、
ダウンロードしてご確認ください。

※ダウンロードされた取り組み結果は、参加者の評価や、今後の取り組み戦略などの検討に
ご活用ください。

■団体用「阪高 SAFETY ナビ」ご利用規約
（利用規約）
第１条 団体用「阪高 SAFETY ナビ」ご利用規約（以下「本規約」という。）は、阪神高速道路株式
会社（以下「当社」という。）が提供する「団体用「阪高 SAFETY ナビ」」（以下「本サービス」
という。）に関して、その条件、内容、取扱い等の基本事項を定めたものです。
２ 本サービスに関する事務は、当社及び当社から業務を委託された阪神高速技研株式会社が運営する
「団体用「阪高 SAFETY ナビ」」事務局（以下「事務局」という。）が実施します。
（用語の定義）
第２条 本規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
（１）お申込み者とは、本規約を承認の上、お問合せ・お申込みフォームで情報登録をし、事務局が団
体 ID 及びパスワード（以下「団体 ID/PW」という。）をご案内した企業・団体様等のことをい
います。
（２）担当者とは、お申込み者における事務局との窓口をしてくださる方のことをいいます。
（３）参加者とは、事務局が本サービスの利用を認めたお申込み者の従業員様等のうち、本サービスを
利用される方のことをいいます。
（利用資格）
第３条 本サービスは、事務局が本サービスの利用を認めたお申込み者に提供します。
２ 参加者は、お申込み者が登録した取り組み期間につき１回本サービスを利用することができます。
３ お申込み者及び参加者は、本サービスを非商用目的に限り使用することができるものとします。
４ 本サービスの内容を非商用目的で転載する際は、本サービス名を出典明記の上、使用することとし
ます。
５ 事務局は、お申込み者が本規約等に違反した場合又はお申込み者として不適格と認めた場合には、
事前に通知の上、団体 ID/PW を取り消すことができるものとします。
６ お申込み者が本サービスの申込みに際して記載すべき必要な事項を記載しない場合又は本規約に同
意しない場合には、本サービスをご利用いただくことはできません。

（個人情報の取り扱いについて）
第６条 当社は、本サービスについてのお申込み、本サービス提供に係る連絡、お取り組み結果の報告
（お取り組み後アンケート含む）及び本サービスの定期的なご案内のために、企業・団体等名称、所
在地及び担当者の個人情報（担当者の所属、氏名、メールアドレス、電話・FAX 番号）を取得しま
す。
２ 当社は、法令及び当社が定める規程等に基づき、担当者の個人情報を厳重に管理し、取り組み結果
報告期間終了後、速やかに廃棄いたします。ただし、その後も本サービスの定期的なご案内を希望さ
れるお申込み者については、担当者の個人情報を、当社が本サービスを終了するか、又は申込み者が
定期的な案内の配信停止のご連絡をされるまでの間、当社が管理・保管いたします。当社が本サービ
スを終了するか、又は申込み者が定期的な案内の配信停止のご連絡を行われた場合には、当社は担当
者の個人情報を速やかに廃棄いたします
３ 当社は、業務委託先に委託業務を遂行する上で必要な範囲において個人情報を開示することがあり
ます。この場合、当社は業務委託先に個人情報の厳重な管理を義務付けるとともに適切な監督を行い
ます。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

（本サービスにおける注意事項）
第５条 本サービスにおける注意事項は以下のとおりです。
（１）参加者の個人 ID は、担当者が発行してください。事務局では発行・管理いたしません。
（２）取り組み期間終了日以降は、お取り組みいただくことははできません。
（３）取り組み終了日の変更については、取り組み終了日前日までであれば、事務局にご連絡いただく
ことにより変更することができます。
（４）取り組み期間終了後、再度本サービスを利用される場合は、改めて申し込みを行うものとします。
（５）事務局は、お取り組み内容の評価方法の詳細についてお答えできません。
（６）本サービス利用に係るインターネット接続料及び通信料は、お申込み者の負担となります。

運用マニュアル

（登録内容の変更）
第４条 情報登録内容について変更が生じた場合には、事務局で登録内容の変更を行いますので、事務
局までご連絡ください。
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４ 当社は、担当者の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に個人情報を開示することはあり
ません。ただし、法令により開示を求められた場合、また開示が許されている場合、または裁判所・
警察署等の公的機関から開示を求められた場合は、担当者の同意なく個人情報を開示することがあり
ます。
５ 個人情報に関する開示や訂正、または削除については、担当者本人から事務局にご連絡いただくこ
とにより対応させていただきます。
６ その他、個人情報の取扱いについては、当社の「プライバシーポリシー」をご覧ください。
（お取り組み結果等について）
第７条 参加者に回答いただいた内容は、個人を特定できないデータで事務局のシステムに蓄積され、
統計的なデータに加工されたうえで、今後の「阪高 SAFETY ナビ」の改良や交通安全対策検討の基
礎資料として活用させていただきます。なお、当社はこのデータを第三者に提供することがあります。
２ お取り組み結果については、「取り組み結果集計表」を事務局から担当者にご報告させていただく
とともに、当社が、今後の「阪高 SAFETY ナビ」の改良や交通安全対策の検討ための基礎資料とし
て活用させていただきます。
３ お申込み者の取り組み結果及び各参加者の回答内容を事務局が公表することはありません。
（規約の変更）
第８条 事務局は、特別な事情により本規約の内容を予告なく変更することがあります。再度本サ
ービスを申し込まれる場合は、規約内容をご確認の上お申し込みください。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」
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（本サービスの一時的な中断）
第９条 事務局は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、お申込み者、担当者又は参加者に事前に
通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
（１）本サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合
（２）火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
（３）地震、洪水等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
（４）その他、運用上又は技術上の問題で、事務局が本サービスの一時的な中断が必要であると判断し
た場合
２ 事務局は、前項各号のいずれか又はその他の事由により本サービスの提供が遅延又は中断等が発生
したとしても、これに起因する損害について、一切責任を負いません。
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（免責事項）
第１０条 事務局は、本サービスの提供に関して、以下に掲げる各事項の損害について、一切の責任を
負いません。
（１）お申込み者、担当者又は参加者が本サービスを利用し、又は利用できなかったことに関して被っ
た損害
（２）本規約の変更により、お申込み者、担当者又は参加者に及んだ損害
（３）本サービス利用により、お申込み者、担当者又は参加者が第三者に及ぼした損害
（４）本サービスを通じて得られる情報により、お申込み者、担当者又は参加者に及んだ損害
（５）インターネット利用回線やコンピューター等お申込み者、担当者又は参加者が使用する機器、ソ
フトウェア、ハードウェアの動作障害による本サービスに係るシステムの中断、遅滞、中止、デ
ータの消失、データへの不正アクセスなど、その他本サービス利用に関して参加者に生じた損害
（６）ダイヤルアップ接続や不正アクセス、その他本サービスの利用の際に発生した電話会社又は各種
通信事業者より請求させる接続に関する費用などの損害
（７）本サービスの利用上において、サーバー停止などの障害を発生させたことによるクレーム、紛争、
損害賠償の請求などが起こった場合の損害
（８）その他、本サービスの利用に関連して生じた一切の損害
（準拠法）
第１１条 本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
（合意管轄裁判所）
第１２条 本規約に関する紛争について、訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、大阪
簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
（その他）
第１３条 本規約に定めのない事項については、当社の判断によるものとします。

３.取り組みのながれ

(1)事業所・団体の参加登録
■取り組み戦略の設定について
団体用「阪高 SAFETY ナビ」に取り組まれるにあたり、事業所・団体様としての取り組み
戦略を立てられると、より有効です。
事業所によっては従業員が一斉に取り組むことが難しく、隙間時間を活用して随時取り組
むといった手法もあるでしょうし、まずは試行的に取り組みながら効果的な戦略を検討する
といったアプローチも考えられます。
下表に事務局が提案する取り組み戦略例を参考として示しますので、貴事業所・団体のご
事情や取り組みの目的に沿って、貴事業所・団体にとって最もよい戦略をご検討ください。
なお、取り組み効果を継続させるために、定期的な取り組みを推奨しており、希望された
お申込み者様には、取り組み期間終了後も事務局から定期的なご案内をさせていただきます。

安全運転講習会
マイカー通勤者研修
営業ドライバー研修
運転免許保持者研修
研修制度方式
ISO14001の研修

概要
交通安全運動週間に開催する安全運転講習会のプログラムとし
て実施する方式
マイカー通勤者様に対して、自宅等でもできる研修制度として取り
組みを義務付ける(推奨する)方式
営業や配達等のドライバーとして従事している従業員様に対し
て、隙間時間を活用してドライバー一人ひとりの安全運転スキル
を計測し、向上させるためのプログラムとして導入する方式
運転免許保持者様に対して自宅等でも出来る研修制度として取り
組みを義務付ける(推奨する)方式
「新人研修」「幹部研修」「異動時研修」などの研修制度として位置
づけて定期的に取り組む方式
ISO14001の啓発運動の取り組みとして実施する方式

運用マニュアル

活用方式例

事業所・団体としての取り組み戦略例

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

表
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■参加申込み
団体用「阪高 SAFETY ナビ」お申込みフォームに下記の項目を記入して送信してください。
◎団体用「阪高 SAFETY ナビ」お申込みフォーム

http://safetynavi.jp/corptraining
表
分類
企業・団
体等情報

担当者情
報

お申込みフォームに記入していただく事項
項目

備考

企業・団体等名称

企業（事業所）・団体等名称

所在地

府県・市町村

所属人数

企業（事業所）・団体等に所属されている従業員数

企業・団体等分類

産業分類など

所属

所属部署等の名称

氏名

氏名（漢字、カナ）

連絡先（電話）
連絡先（FAX）
連絡先（E-Mail）

個人用のアドレスはできるだけお控えください

参加予定人数
参加要件

その他

取り組み開始年月日

(※)

取り組み終了年月日

(※)

参照先

何をご覧になって申込まれたか

要望事項など

運用などに関する要望、問合せなど

（※）
・取り組み開始/終了年月日は、取り組み期間が 2 週間程度を目途に設定してください。

運用マニュアル

※変更可能ですのでその際は取り組み終了日前日までに事務局にご相談ください。
・取り組み開始にあたって、準備事項がございますので、開始年月日は、申込み日の
10 日以降の日で設定してください。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

■参加申込みの確認
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参加申込みをいただくと、3 営業日以内に、事務局から、登録いただいた担当者様の E メ
ールアドレス宛に、「参加案内(団体 ID/PW 発行、参加要件の確認など)」を送付させていた
だきます。

(2)プログラムの取り組み案内
■参加案内受信（団体 ID/パスワード発行）
団体用「阪高 SAFETY ナビ」に参加申込みをいただくと、3 営業日以内に、事務局から担
当者様の E メールアドレス宛に、団体 ID/パスワード発行、参加要件の確認、参加者の皆様
宛の案内文例等を配信させていただきますので、ご確認をお願いします。

表

団体 ID/パスワード発行および参加要件の確認(例)

分類

Sq.

事業
所・団
体情報

1

団体 ID

140000

数字 6 桁

2

団体パスワード 1

abc123

英数字 6 桁

3

団体パスワード 2

def456

英数字 6 桁

4

参加予定人数

10 人

5

取り組み開始年月日

2014 年 3 月 19 日（水）, 0 時

6

取り組み終了年月日

2014 年 3 月 28 日（金）, 24 時

参加
要件

項目

団体情報(登録例)

備考

■Sq1～3：団体用「阪高 SAFETY ナビ」事務局が発行する内容です。
団体 ID

： 参加者(従業員)の皆様がプログラムにログインする際および担当者様
が進捗状況や集計結果を入手する際に必要となります。

団体パスワード 1：参加者(従業員)の皆様がプログラムにログインする際に必要となりま
す。
団体パスワード 2：担当者様のみに発行するパスワードです。
プログラムの取り組み中や終了後に、担当者様が進捗状況や集計結
果を入手する際に必要となります。参加者の皆様へは案内しないよ
うにお願いします。

記載内容に誤りがないか、ご確認ください。
※取り組み終了年月日を過ぎると、以降はお取り組みいただけません。
取り組み開始/終了年月日の変更を希望される場合は、事務局までご連絡ください。

■参加者に取り組みを案内する
次ページに示す案内文例を参考にして参加される従業員の皆様へのご案内をお願いします。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

■Sq4～6：参加申込み時に記入いただいた参加要件です。
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表

担当者様から参加者の皆様宛の案内文例

◆◆◆○○研修プログラムのご案内◆◆◆
#########様
○○研修のご案内です。
今回は、「阪高 SAFETY ナビ」に取り組んでいただきます。
「阪高 SAFETY ナビ」は、隙間時間を有効活用し、阪神高速道路等を安全に運転するために
必要な具体的なアドバイスや注意情報、自身が気づいていない危ない運転を見直すポイント
が個別に学べる学習システムです。
今回「阪高 SAFETY ナビ」で取り組みいただくメニューは、「SAFETY ドライブ・カウン
セリング」と「SAFETY ドライブ・トレーニング」で、所要時間はいずれも 10 分程度です。
取り組みの期日は、
平成##年##月##日（#）##時から
平成##年##月##日（#）##時まで
です。
下記 URL にアクセスし、団体用 ID、パスワード１、そして個人 ID を入力してログインし、
期間内に必ずお取り組みください。
URL：########
団体用 ID：＊＊＊＊＊＊
パスワード１：＊＊＊＊＊＊
個人 ID：＊＊＊＊＊＊
ご意見、ご質問などがありましたら、下記にご連絡ください。
---------------------------------------------------------------------【問合せ先】

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

担当者様のご連絡先をご記入ください
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--------------------------------------------------------------------

(※)個人 ID の作成について
・個人 ID は参加者が団体用「阪高 SAFETY ナビ」にログインする際に必要ですので、担当
者様は、個人 ID（英小数字６文字（例：han001））を各参加者に対して 1 つずつ作成し、
割り当ててください。
・個人 ID６文字は重複のないように割り当てをお願いします。社員番号、社員名、連番など
を使用いただいても構いませんが、個人情報に相当する可能性がございますので、ご注意
ください。
・個人 ID は団体用「阪高 SAFETY ナビ」事務局では管理できませんので、担当者様で適切
に管理いただきますようよろしくお願いします。

(3)プログラムへの取り組み
■団体用阪高 SAFETY ナビの URL
参加者の皆様には、お申込み後にご案内する URL へのアクセスをお願いします。

■団体用阪高 SAFETY ナビへのログイン
参加者の皆様には、発行した団体 ID、団体パスワード 1、個人 ID(担当者様作成（P11 参
照）)を入力して、取り組みをお願いします。

各企業で設定した個人
ID を入力ください

図

プログラムのログイン画面

■障害対応/プログラム取り組みの啓発
参加者の皆様の取り組み障害が発生した場合に、対応をお願いすることがあります。
また、お問合せには随時対応しますので、不明な点があれば事務局までご連絡ください。
取り組み期間中は、必要に応じて従業員の皆様への声かけをするなど、取り組みの推進を
お願いいたします。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

事務局が発行したパス
ワード 1 を入力ください

運用マニュアル

発行した団体 ID を入
力ください
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(4)プログラムの取り組み結果の確認
■取り組み結果の確認方法
担当者様専用のページ「取り組み結果報告受け取りページ」において、取り組み期間終了
後、取り組み結果を確認して頂くことができます。専用ページにログインしていただき、結
果のダウンロードをお願します。
なお、プログラム実施期間中に本ページにアクセスしていただくと、参加者の皆様の取り
組み実施状況を確認して頂くことができます。是非ご活用ください。

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

①取り組み結果報告受け取りページ（担当者様専用）へアクセスします
【取り組み結果報告受け取りページ（担当者様専用）】※お申し込み後にご案内します。
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発行した団体 ID を入
力ください

事務局が発行したパス
ワード２を入力ください

図

取り組み結果報告受取りページ（担当者様専用）のログイン画面

②ダウンロードボタンを押してダウンロードをお願いします。
団体 ID・団体名に誤りがないかを確認し、ダウンロードボタンを押して取り組み結果集計
表をダウンロードしてください。ファイルは圧縮されていますので、圧縮/解凍ソフトで解凍
してご確認ください。

図

取り組み結果集計表ダウンロード画面

③取り組み終了後には、事務局から案内を配信します
取り組み終了後には、取り組み結果の受け取り方法に関する案内を E-Mail で担当者様に配
信します。
案内では、アクセスすべき URL、及び発行済みの団体 ID と集計表ダウンロード用団体パ
スワード（P10 における団体パスワード２）、そしてダウンロード期間をお知らせします。
また、担当者様宛に本プログラムに対する簡単なアンケートをさせていただきますので、
是非ご協力ください。

④取り組み結果のダウンロード期間
取り組み結果のダウンロード期間はプログラム実施期間終了後の 1 カ月です。期間中のダ

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

ウンロードをお願いいたします。
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４.困ったときには

■障害発生時など、困ったときは下記にお問合せください．
【問合せ先】
団体用「阪高 SAFETY ナビ」事務局
E メールアドレス：safetynavi-group@hanshin-exp.co.jp
※上記の問合せ先では、団体用「阪高 SAFETY ナビ」に関する内容以外の問合せには

団体用「阪高 SAFETY ナビ」

運用マニュアル

対応しておりませんので、予めご了承ください。
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