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欠席連絡 や 遅刻連絡 する場合や

朝 北野田バスに乗車せず送迎に変更する 場合、

下校変更 する場合も 電話連絡 は

不要（一部の手続きを除く） となります。

通学方法届 や 定期変更届 も

全ての児童の登下校の申請は
ＷＥＢ申請 になります 。
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P1

「アクセス ログイン」方法

ログインID
(学籍番号）

パスワード
（当初設定
:生年月日
8桁）

＜アクセスする＞
URL:「 https://htsbbus.net/schoolbus_mgt/auth 」
にアクセスする

＜ログインする＞
ログインID、パスワードを入力する。
（当初設定）
ログインID:学籍番号
パスワード:生年月日の8桁

例えば2000年5月1日生まれなら 「20000501」

こちらから読み込みもできます



P2

「マイメニュ―画面」
＜当日の登録状況の確認＞
こちらの画面で当日（ログイン日時）の以下の登録状況を確認することができる。
「出欠状況」「登校方法」「下校方法」「単独下校可否」「課外教室」「ロング情報」

＜ページの移動方法＞
メニューボタン（三）から以下の各種ページへ遷移できる。
「欠席連絡」「登校情報変更」「下校情報変更」「定期変更届」「パスワード変更」

メニューボタンから各種ページへ
遷移できる



P3

「欠席連絡」

【入力手順】 必須のセルへは入力必須。
＜欠席登録する＞
必須項目の「対象日」「保護者氏名」「理由」「連絡事項」を入力して
「欠席連絡を保存する」 ボタンを押せば、欠席登録される。
※当日、朝8時までには登録すること。

＜欠席連絡を変更する＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した欠席連絡が参照可能になるので、「変更」を
押下すると登録情報が入力フォームに反映されるので任意で変更し「下校方法を保存
する」ボタンを押下する
＜欠席連絡を取消する＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した欠席連絡が参照可能になるので、「取消」を
押下すると確認のポップアップが表示されるので、OKを押下する。

欠席連絡を変更もしくは
取り消しする場合

空白を押下すると、カレンダーが表示
される。

「欠席連絡を取消する」ボタンは、
入力値を取り消す場合押下する



P4

「登校情報変更」

【入力手順】 必須のセルへは入力必須。
＜バスコースを変更して登校する＞
必須項目「対象日」「登校方法」「バスで登校」「理由」を入力もしくはチェックし、
「登校方法を保存する」ボタンを押せば登録される。
※「登校方法」では、「バス」を選択し、「バスで登校」において、コースを選ぶ。
※翌週の登校バスコース変更手続きは、当週の金曜日12時までに登録すること。
（金曜日が休日の場合、その前の学校運営日12時までに登録すること）

＜遅刻もしくはスクールバスを利用せず送迎に変更して登校する＞
必須項目「対象日」「登校方法」「バス以外で登校」「理由」を入力もしくはチェックする。
※「登校方法」では、「バス以外」を選択し、 「登校予定時刻」を入力し、「登校方法
保存する」ボタンを押せば登録される。

※入力は、当日の朝8時までにすること。
※その他コースのバス利用者は、バス携帯にも必ず電話すること。

バスコースを変更する場合

”遅刻”もしくは”送迎に変更”して
登校する場合

「登校方法を取消する」ボタンは、
入力値を取り消す場合押下する



P5

＜変更した登校情報を変更する＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した登校情報が参照可能になるので、「変更」を
押下すると登録情報が入力フォームに反映されるので任意で変更し「登校方法を保存
する」ボタンを押下する。

＜変更した登校情報を取消する＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した登校情報が参照可能になるので、「取消」を
押下すると確認のポップアップが表示されるので、OKを押下する。



P6

「下校情報変更」

【入力手順】 必須のセルへは入力必須。
＜バスコースや送迎に変更、もしくは下校時間（定刻便）を変更して下校する＞

必須項目「対象日」「本日の課外教室1」「本日の課外教室2」「本日の預かり」
「本日のロング」「下校方法」を入力もしくはチェックする。
※「下校方法」では、「バス・送迎・徒歩」を選択し、「コース」「下校時間」を変更する。
※入力は平日13時30分、土曜日10時までにすること。
※「課外、ロング、預かり」を受講していない場合は、必ず「対象外」にチェックを入れる。
※「課外、ロング」を休む、また休校となった場合も下校変更手続きを取る。
※「課外」を休む場合、必ず課外教室にも電話すること。

＜早退もしくは定刻時間以外（放課後）にお迎えに変更して下校する＞
必須項目を入力、チェックする。
※「下校方法」では、「定刻以外」 を選択し、 「送迎の種類」「下校予定時間」を
入力もしくはチェックする。

※入力は平日13時30分、土曜日10時までにすること。
※早退時のお迎え場所は、「お迎え場所」欄に”事務所前”などを入力する。
※放課後の定刻時間以外のお迎えは、原則として預かり教室に入ることとなり、
お迎え場所は、”2号館1階事務室前設置の内線電話呼び出し” となる。

※「課外、ロング、預かり」を受講していない場合は、必ず「対象外」にチェックを入れる。

バスコースや送迎に変更、
また下校時間（定刻
便）を変更する場合

早退もしくは定刻時間以
外（放課後）でお迎えに

変更する場合



P7

＜変更した下校情報を変更する＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した下校情報が参照可能になるので、「変更」を
押下すると登録情報が入力フォームに反映されるので任意で変更し「下校方法を保存
する」ボタンを押下する。
※「バス・送迎・徒歩」⇔「定刻以外」に変更したい際は、入力していた値を初期値に
戻してから行うこと。

※誤って「変更」ボタンを押下した場合必ず「下校方法を取り消す」ボタンで値をクリアする。

＜変更した下校情報を取消する＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した下校情報が参照可能になるので、「取消」を
押下すると確認のポップアップが表示されるので、OKを押下する。

「下校変更を取消する」ボタンは、
入力値を取り消す場合押下する



P8

＜ 年度途中の通学方法変更や定期変更を申請する ＞
必須項目を入力、もしくはチェックする。
変更手続きについての詳細は次ページ以降を参照のこと。

「定期変更届を取消する」ボタンは、
入力値を取り消す場合、押下する

「定期変更届」



P9

バスコース変更する場合

定期的な変更する場合

※「変更の種類」では、「バスコース変更」
を選択する。
（コース種類）
徒歩、送迎、北野田、和泉中央、竹城台
泉ヶ丘、狭山NTC、金剛、津々山、富田林

※変更適用開始日は、学校側が確認し、
決定するので、後日画面上で確認すること。

定期変更する場合 （基本の利用コースは変更しない）
必須項目 「変更適用希望日」 「通学方法届出提出」 「変更の種類」 「保護者氏名
1～」 「保護者責任欄」 「定期変更届を保存」を入力、もしくはチェックする。

利用コースのみ変更をする場合
必須項目 「変更適用希望日」 「通学方法届出提出」 「変更の種類」 「利用コース、
乗降場」 「単独下校可否（1～3年まで表記される）」 「保護者氏名1、～」 「保護
者責任欄」 「定期変更届を保存」を入力、もしくはチェックする。

※「変更の種類」では、 「定期的な変更」を
選択する。

※「変更の種類」で 「定期的な変更」を選択した
場合、すべてのチェックリストを入力もしくは
チェックしないと登録できないので、注意。
※変更適用開始日は、学校側が確認し、決定
するので、後日画面上で確認すること。



P10

バスコース変更と定期的な変更す
る場合

利用コースの変更と定期変更をする場合
必須項目 「変更適用希望日」「通学方法届出提出」「変更の種類」「保護者氏名1、
～」「保護者責任欄」「定期変更届を保存」を入力、もしくはチェックする。

※「変更の種類」では、 「バスコース変更と定期的な変更」を選択する。
（コース種類）

徒歩、送迎、北野田、和泉中央、竹城台
泉ヶ丘、狭山NTC、金剛、津々山、富田林

※「変更の種類」で 「バスコース変更と定期的な変更」 を選択した場合、すべてのチェック
リストを入力もしくはチェックしないと登録できないので、注意。

※変更適用開始日は、学校側が確認し、決定するので、後日画面上で確認すること。



P11

【入力手順】 必須のセルへは入力必須。
＜ 新年度のコース登録するため、通学方法を申請する場合 ＞
必須項目 「変更適用希望日」「通学方法届出提出」 「変更の種類」 「利用コース、
乗降場」「単独下校可否」 「保護者氏名1～」「新年度コース希望」 「保護者責任欄」
「定期変更届を保存」を入力、もしくはチェックする。

※入力依頼については、年度末までに学校より案内します。
※P8～10の定期変更届の手続きに「新年度コース希望」 をチェックし登録すると新年度
コース扱いとなり、次年度4月からの適用となる。

※入力詳細は＜P8～10年度途中の通学方法変更や定期変更を申請する＞を参照。

・ 通学方法のみを申請する場合
P8の＜利用コースのみ変更をする場合＞を参照し、申請する。

・ 通学方法と定期変更を申請する場合
P10の＜利用コースの変更と定期変更をする場合＞を参照し、申請する。



P12

【入力手順】 必須のセルへは入力必須。
＜ 登録した定期変更を変更する場合＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した定期変更が参照可能になるので、「変更」を
押下すると登録情報が入力フォームに反映されるので任意で変更し「定期変更を保存
する」ボタンを押下する。

＜変更した定期変更を取消する場合＞
「届出済一覧を表示」を押すと、登録した定期変更が参照可能になるので、「取消」を
押下すると確認のポップアップが表示されるので、OKを押下する。



P13

「パスワード変更」

【入力手順】 必須のセルへは入力必須。
＜ パスワードを変更する ＞
「現在のパスワード」 「新しいパスワード」を入力し、「パスワードを保存する」ボタンをクリックす
る。


