部署情報
エラー内容

読み込み対象部署をただ1つだけ指定する必要があります。

原因
・読み込み対象部署が最上位部署のとき、最上位部署を入力していない
・最上位部署の現部署コードが誤っている
第1階層を読み込み対象部署に指定したとき、ファイルに指定した第1階層の部署コードを入力し
ていない

入力値から正しい部署構造を構築できません。部署の親子関係が正しいか確
認してください。

・1行目が項目名になっている
・存在しない部署コードを入力している

・1行目が項目名になっている場合は、読み込む際「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてください。
・部署コードが正しいか確認してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360046541573

削除しようとした部署と紐付く掲示版が存在します

削除しようとした部署が対象になっている掲示板が存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が掲示対象となっている掲示板を削除してください。

削除しようとした部署と紐付く設問フォームが存在します

削除しようとした部署が対象になっている設問フォームが存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が対象となっている設問フォームを削除してください。

削除しようとした部署と紐付くメールテンプレートが存在します

削除しようとした部署が対象になっているメールテンプレートが存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が対象となっているメールテンプレートを削除してください。

削除しようとした部署が地震発生時の設定対象部署に指定されています

削除しようとした部署が対象になっている地震発生時の設定が存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が対象となっている地震発生時の設定を削除してください。

削除しようとした部署が津波発生時の設定対象部署に指定されています

削除しようとした部署が対象になっている津波発生時の設定が存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が対象となっている津波発生時の設定を削除してください。

削除しようとした部署が特別警報発生時の設定対象部署に指定されています

削除しようとした部署が対象になっている特別警報発生時の設定が存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が対象となっている特別警報発生時の設定を削除してください。

削除しようとした部署が予約送信の設定対象部署に指定されています

削除しようとした部署が対象になっている予約送信の設定が存在する

部署を削除する前に、削除しようとした部署が対象となっている予約送信の設定を削除してください。

n行目:部署コードが空白です。

新部署コードが空欄になっている

新部署コードを入力してください。

n行目:『---』は使用できない部署コードです。

部署コードに『---』を使用している

部署コードに『---』というコードを入力していないか確認してください。

n行目:部署コードにスラッシュ(/)を含めることはできません。

部署コードに『スラッシュ(/)』が含まれている

部署コードに『スラッシュ(/)』が含まれていないか確認してください。

n行目:部署コードは1文字以上256文字以下で入力してください。

部署コードに257文字以上入力している

部署コードに257文字以上入力していないか確認してください。

n行目:部署名が空白です。

部署名が空欄になっている

部署名を入力してください。

n行目:『未所属ユーザー』は使用できない部署名です。

部署名が『未所属ユーザー』になっている

部署名が『未所属ユーザー』になっていないか確認してください。

n行目:部署名は1文字以上256文字以下で入力してください。

部署名に257文字以上入力している

部署名に257文字以上入力していないか確認してください。

n行目:『---』は親部署として指定できません。

親部署に『---』を指定している

親部署に『---』を指定していないか確認してください。

n行目:最上位部署以外で、親部署コードを空白とすることはできません。

最上位部署以外の親部署コードが空欄になっている

最上位部署以外は親部署コードを入力してください。

n行目:親部署コードが指定されていません。

第1階層が読み込み対象部署のとき、親部署コードに空欄がある

親部署コードを入力してください。

n行目:部署コードと親部署コードを同一にすることはできません。
n行目:読み込み対象外の部署を親部署とすることはできません。

新部署コードと親部署コードに同じものを入力している
新部署コードと親部署コードに同じものを入力していないか確認してください。
第1階層のA部が読み込み対象部署のとき、親部署コードに他の第1階層のB部配下にある部署
親部署コードにB部配下の部署コードを入力していないか確認してください。
を入力している

m行目:新部署コードが、n,k行目と重複しています。

m行目の新部署コードが、n,k行目の新部署コードと重複している

m行目の新部署コードと、n,k行目の新部署コードが同じものを入力していないか、確認してください。

m,n,k行目:新部署コードが既存の部署コードと重複しています。

第1階層のA部が読み込み対象部署のとき、入力した新部署コードが第1階層のB部に存在する
部署コードと重複している

m,n,k行目の新部署コードが他の部署ですでに使われていないか確認してください。

n行目:第1階層の部署を最上位部署に変更することはできません。

第1階層の部署の親部署コードが空欄になっている

第1階層の部署の親部署コードを入力してください。

n行目:第1階層の部署を最上位部署以外に変更することはできません。

第1階層の親部署コードに、最上位部署以外の部署コードを入力している

第1階層の親部署コードに最上位部署以外の部署コードを入力していないか確認してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360022903733

n行目:xxx(＝第1階層の部署名)を設定対象部署とする自動送信の宛先もしく
は閲覧者の案内先として設定されている部署を、xxxの管理外に移動すること
はできません。

xxx(＝第1階層の部署名)を設定対象部署とする自動送信の閲覧者向け通知の案内先に指定さ
れている部署を、xxxの管轄外に移動しようとしている

移動しようとしている部署が、xxx(＝第1階層の部署名)を設定対象部署にした自動一斉送信の閲覧者向け通知の案内先に指定
されていないか確認してください。

n行目:削除する権限がないか、存在しないユーザーです。

原因
・現ログイン名を指定せずに削除しようとしている
・存在しない現ログイン名のユーザーを削除しようとしている
・削除しようとしているユーザーが読み込み対象部署以下に存在しない時

対応策
・現ログイン名が入力されているか確認してください。
・現ログイン名に誤りがないか確認してください。
・削除しようとしているユーザーが読み込み対象部署以下に存在するか確認してください。

n行目:システム管理者は削除できません。

削除しようとしたユーザーがシステム管理者の役割を持っている

システム管理者は削除できません。システム管理者の権限を外してから削除してください。

n行目:部門システム管理者は削除できません。

削除しようとしたユーザーが部門システム管理者の役割を持っている

部門システム管理者は削除できません。部門システム管理者の権限を外してから削除してください。

n行目:地震発生時の設定の責任者であるため削除できません。

削除しようとしたユーザーが地震発生時の設定の責任者になっている

地震発生時の設定の責任者は削除できません、地震発生時の設定の責任者を変更してから削除してください。

n行目:津波発生時の設定の責任者であるため削除できません。

削除しようとしたユーザーが津波発生時の設定の責任者になっている

津波発生時の設定の責任者は削除できません。津波発生時の設定の責任者を変更してから削除してください。

n行目:特別警報発生時の設定の責任者であるため削除できません。

削除しようとしたユーザーが特別警報発生時の設定の責任者になっている

特別警報発生時の設定の責任者は削除できません。特別警報発生時の設定の責任者を変更してから削除してください。

n行目:予約送信の設定の責任者であるため削除できません。

削除しようとしたユーザーが予約送信の設定の責任者になっている

予約送信の設定の責任者は削除できません。予約送信の設定の責任者を変更してから削除してください。

n行目:名前が空白です。変更しない場合は*を、変更する場合は256文字以下
で入力してください。

(更新時)名前が空欄になっている

n行目:名前は256文字以下で入力してください。

(追加時)名前が空欄、もしくは257文字以上入力している

名前が空欄になっていないか確認してください。
名前が空欄になっていないか確認してください。
名前は256文字以内で入力してください。

n行目:よみは256文字以下で入力してください。

よみに257文字以上入力している

よみは256文字以内で入力してください。

最上位部署をただ1つだけ指定する必要があります。

対応策
・最上位部署を入力してください。
・最上位部署の現部署コードが正しいか確認してください。
読み込み対象の第1階層の部署コードを入力してください。

ユーザー情報
エラー内容

n行目:メールアドレスが有効な形式ではありません。

・"@"が全角になっている
・"(スペース)"が入っている
・異なる列に異なる情報を入力している。

・@は半角で入力してください。
・不要なスペースが入っていないか確認してください
・正しい列に情報が入力されているかご確認ください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360025619154

n行目:メールアドレスは既に使用されています。

メールアドレスがすでに使用されている。

既に(システム設定内に)登録されているメールアドレスがあります。使われていないメールアドレスをメールアドレスの欄に入力し
て下さい。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360026064813

n行目:新ログイン名が空白です。変更しない場合は*を、変更する場合は256
文字以下で入力してください。

(更新時)新ログイン名に257文字以上入力している

新ログイン名は256文字以内で入力してください。

n行目:新ログイン名は256文字以下で入力してください。

(追加時)新ログイン名に257文字以上入力している

新ログイン名は256文字以内で入力してください。

n行目:ログイン名が、m行目と重複しています。

n行目とm行目の新ログイン名が重複している

新ログイン名が重複していないか確認してください。

n行目:新ログイン名は既に使用されています。

新ログイン名がすでに使用されている

新ログイン名が重複していないか確認してください。

n行目:電話番号は256文字以下で入力してください。

電話番号に257文字以上入力している

電話番号は256文字以内で入力してください。

n行目:パスワードが空白です。変更しない場合は*を、変更する場合は6文字以
上64文字以下で入力してください。
(更新時)パスワードが空欄になっている

パスワードが空欄になっていないか確認してください。

n行目:パスワードは6文字以上64文字以下で入力してください。

(追加時)パスワードが空欄、もしくは64文字以上入力している
(更新時)パスワードに64文字以上入力している

パスワードが空欄になっていないか確認してください。
パスワードは64文字以内で入力してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360025928254

n行目:並び順が有効な形式ではありません。変更しない場合は*を、変更する
場合は整数で入力してください。

(更新時)並び順に整数以外の数字を入力している

並び順は整数で入力してください。

n行目並び順は整数で入力してください。

(追加時)並び順に整数以外の数字を入力している

並び順は整数で入力してください。

n行目:メモは2000文字以下で入力してください。

メモに2001文字以上入力している

メモは2000文字以内で入力してください。

n行目:新規追加の際はアスタリスク(*)を利用出来ません。

(追加時)いずれかの項目にアスタリスク(*)が入力されている

追加の場合はアスタリスク(*)は入力できません。正しい情報を入力してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360026098893

n行目:メールアドレスが、m,k行目と重複しています。

n行目のメールアドレスに、m,k行目と同じものを入力している

使われていないメールアドレスをメールアドレスの欄に入力して下さい。

n行目: 新規追加の際はアスタリスク(*)を利用出来ません。
n行目: メールアドレスは既に使用されています。
n行目: パスワードは6文字以上64文字以下で入力してください。

ログイン名の先頭の0が落ちてしまっている

ログイン名の先頭の0が落ちていないか確認してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360026098893

1行目: メールアドレスが有効な形式ではありません。
1行目: パスワードは6文字以上64文字以下で入力してください。
1行目: 並び順は整数で入力してください。

1行目が項目名になっている

1行目が項目名になっている場合は、読み込む際「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてください。

原因

対応策

1行目が項目名になっている

・1行目が項目名になっている場合は、読み込む際「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてください。

n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。

ログイン名が誤っている
(エンタープライズプラン)読み込み対象部署に該当ユーザーが存在しない

ログイン名が正しいか確認してください。
(エンタープライズプラン)読み込み対象部署が正しいか確認してください。

n行目: 部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。

部署コードが誤っている
(エンタープライズプラン)読み込み対象の第1階層の部署以下に該当の部署が存在しない

部署コードが正しいか確認してください。
(エンタープライズプラン)読み込み対象部署が正しいか確認してください。

n行目: ログイン名が、m,k行目と重複しています。

n行目のログイン名に、m,k行目と同じものを入力している

ログイン名が重複していないか確認してください。複数の部署に所属させたい場合は、列で登録してください。

n行目: 部署コードが重複しています。

n行目に同じ部署コードを複数入力している

同一の行に同じ部署コードを複数入力していないか確認してください。

n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。

原因
・1行目が項目名になっている
・ログイン名の欄に誤ったログイン名を入力している
・ログイン名の欄が空欄になっている

n行目:地域コードが正しくありません。

・1行目が項目名になっている
・地域コードの欄に誤った地域コードを入力している

対応策
・項目名になっている場合は「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてから読み込んでください。
・正しいログイン名を入力して下さい。
・存在するログイン名を入力して下さい。
・項目名になっている場合は「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてから読み込んでください。
・正しい地域コードを入力して下さい。
・地域コードの先頭の0が落ちていないか確認してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360023114494

n行目:地域コードが重複しています。

同じ行の地域コードの欄に同じ地域コードを入力している

1つだけ入力してください。

n行目: ログイン名が、m行目と重複しています。

n行目のログイン名が、m行目と同じものを入力している

n,m行目のログイン名を異なるものに変える。

エラー内容

原因

n行目：ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。

・先頭行の項目名を無視していない
・誤ったログイン名を入力している

対応策
・項目名になっている場合は「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてから読み込んでください。
・誤ったログイン名を入力しています。正しいログイン名を入力して下さい。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360025510953

ユーザーの所属部署
エラー内容
1行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。
1行目: 部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。

ユーザーの所属地域
エラー内容

役割

・先頭行の項目名を無視していない
n行目：役割の指定が正しくありません。役割は半角数字の1から5の間で入力 ・1/2/3/4/5以外の数字を入力している、または空欄になっている(エンタープライズプランを利用の ・項目名になっている場合は「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてから読み込んでください。
場合)
・1/2/3/4/5以外の数字を入力しています。いずれかの数字を入力して下さい。
してください。
・先頭行の項目名を無視していない
n行目：役割の指定が正しくありません。役割は半角数字の1から3の間で入力 ・1/2/3以外の数字を入力している、または空欄になっている(ライト・プレミア・ファミリープランを利 ・項目名になっている場合は「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてから読み込んでください。
用の場合)
・1/2/3以外の数字を入力しています。いずれかの数字を入力して下さい。
してください。
・先頭行の項目名を無視していない
・項目名になっている場合は「先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れてから読み込んでください。
n行目：部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。
・誤った部署コードを入力している
・正しい部署コードを入力して下さい。
・危機管理責任者もしくはマネージャーを設定するとき。部署コードの欄に誤った部署コードを入れています正しい部署コードを入
危機管理責任者とマネージャーは最上位部署にのみ設定可能です。空白とす ・危機管理責任者もしくはマネージャーを設定するとき、部署コードの欄に誤った部署コードを入 力して下さい。
るか、最上位部署の部署コードを入力してください。
れている
・部門マネージャーを設定するとき、部署コードの欄が空欄になっている
・部門マネージャーを設定するとき、部署コードの欄が「空欄」になっています。部署コードを入力して下さい。
部門マネージャーは最上位部署以外にのみ設定可能です。
・部門マネージャーを設定するとき、部署コードの欄に最上位部署のコードを入れている
・部門マネージャーは最上位部署には設定できない。最上位部署以外の部署コードを入力してください。
・部門危機管理責任者もしくは部門システム管理者を設定するとき、部署コードの欄が空欄に
・部署コードを入力して下さい。
なっている
部門危機管理責任者と部門システム管理者は第1階層の部署にのみ設定可 ・部門危機管理責任者もしくは部門システム管理者を設定するとき、部署コードの欄に第1階層以 ・第1階層の部署の部署コードを入力して下さい。
能です。第1階層の部署コードを設定してください。
外の部署の部署コードを入れている
n行目を削除してください。
または、危機管理責任者権限を与えたい場合、1度部門危機管理者権限の行を削除して読み込み、その後にCSVファイルを書き
出して危機管理責任者権限を追加してください。
n行目：すでに部門危機管理責任者であるユーザーを危機管理責任者にする
部門危機管理責任者権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「1」を入力している
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833
ことはできません。

n行目：すでにマネージャーであるユーザーを危機管理責任者にすることはでき
マネージャー権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「1」を入力している
ません。

n行目を削除してください。
または、危機管理責任者権限を与えたい場合、1度マネージャー権限の行を削除して読み込み、その後にCSVファイルを書き出し
て危機管理責任者権限を追加してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833

n行目：すでに部門マネージャーであるユーザーをマネージャーにすることはで
部門マネージャー権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「2」を入力している
きません。

n行目を削除してください。
または、マネージャー権限を与えたい場合、1度部門マネージャー権限の行を削除して読み込み、その後にCSVファイルを書き出
してマネージャー権限を追加してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833

n行目：すでに危機管理責任者であるユーザーをマネージャーにすることはでき
危機管理責任者権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「2」を入力している
ません。

n行目を削除してください。
または、マネージャー権限を与えたい場合、1度危機管理責任者権限の行を削除して読み込み、その後にCSVファイルを書き出し
てマネージャー権限を追加してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833

n行目：すでにマネージャーであるユーザーを部門マネージャーにすることはで
マネージャー権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「3」を入力している
きません。

n行目を削除してください。
または、部門マネージャー権限を与えたい場合、1度マネージャー権限の行を削除して読み込み、その後にCSVファイルを書き出
して部門マネージャー権限を追加してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833

n行目：すでに危機管理責任者であるユーザーを部門危機管理責任者にする
ことはできません。

危機管理責任者権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「4」を入力している

n行目を削除してください。
または部門危機管理責任者権限を与えたい場合、1度危機管理責任者権限の行を削除して読み込み、その後にCSVファイルを
書き出して部門危機管理責任者権限を追加してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833

システム管理者権限のあるユーザーに対して、役割の欄に「5」を入力している

n行目を削除してください。
または、部門システム管理者権限を与えたい場合、「システム設定」の「システム管理者の設定」にてシステム管理者権限を削除
し、その後にCSVファイルを書き出して部門システム管理者権限を追加してください。
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360057455833

同じ部署に対して、部門マネージャーと部門危機管理責任者の兼任はできない

同じ部署に対して、部門マネージャーと部門危機管理責任者の兼任はできません。

同じ部署に対して、部門危機管理責任者と部門マネージャーの兼任はできない

同じ部署に対して、部門危機管理責任者と部門マネージャーの兼任はできません。

n行目：すでにシステム管理者であるユーザーを部門システム管理者にするこ
とはできません。
n行目：すでに指定した部署の部門マネージャーであるユーザーを同じ部署の
部門危機管理責任者にすることはできません。
n行目：すでに指定した部署の部門危機管理責任者であるユーザーを同じ部署
の部門マネージャーにすることはできません。
n行目：危機管理責任者と部門危機管理責任者を同じユーザーに対して同時
に指定することはできません。m行目を確認してください。

危機管理責任者と部門危機管理責任者は兼任できない
n行目：マネージャーと部門マネージャーを同じユーザーに対して同時に指定す
ることはできません。m行目を確認してください。
マネージャーと部門マネージャーは兼任できない
n行目：危機管理責任者とマネージャーを同じユーザーに対して同時に指定す
ることはできません。m行目を確認してください。
危機管理責任者とマネージャーは兼任できない
n行目：同じ部署の部門危機管理責任者と部門マネージャーに同時に指定する
ことはできません。m行目を確認してください。
同じ部署に対して、部門危機管理責任者と部門マネージャーの兼任はできない
役割のCSV読み込みを実行したユーザー本人の部門システム管理者の役割
は削除できません。
操作している部門システム管理者のシステム管理者権限は削除できない

ユーザー名『xyz』さんは地震発生時の設定の責任者であるため、危機管理責
任者の役割を削除できません。

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・地震発生時の設定の責任者を危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

危機管理責任者と部門危機管理責任者は兼任できません。
マネージャーと部門マネージャーは兼任できません。
危機管理責任者とマネージャーは兼任できません。
同じ部署に対して、部門危機管理責任者と部門マネージャーの兼任はできません。
別のシステム管理者、または部門システム管理者で削除してください。
・部署コードの欄を空白にして再読み込み操作を行ってください。
（「n行目:危機管理責任者とマネージャーは最上位部署にのみ設定可能です。空白とするか、最上位部署の部署コードを入力して
ください。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「地震発生時の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・地震発生時の設定の責任者を部門危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・正しい部署コードを入力してください。
（「n行目: 部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「地震発生時の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

ユーザー名『xyz』さんは津波発生時の設定の責任者であるため、危機管理責
任者の役割を削除できません。

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・津波発生時の設定の責任者を危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・部署コードの欄を空白にして再読み込み操作を行ってください。
（「n行目:危機管理責任者とマネージャーは最上位部署にのみ設定可能です。空白とするか、最上位部署の部署コードを入力して
ください。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「津波発生時の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

ユーザー名『xyz』さんは津波発生時の設定の責任者であるため、部署コード
『abc』の部門危機管理責任者の役割を削除できません。

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・津波発生時の設定の責任者を部門危機管理責任者から削除しようとしたている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・正しい部署コードを入力してください。
（「n行目: 部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「津波発生時の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・特別警報発生時の設定の責任者を危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・部署コードの欄を空白にして再読み込み操作を行ってください。
（「n行目:危機管理責任者とマネージャーは最上位部署にのみ設定可能です。空白とするか、最上位部署の部署コードを入力して
ください。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「特別警報発生時の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・特別警報発生時の設定の責任者を部門危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・正しい部署コードを入力してください。
（「n行目: 部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「特別警報発生時の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

ユーザー名『xyz』さんは予約送信の設定の責任者であるため、危機管理責任
者の役割を削除できません。

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・予約送信の設定の責任者を危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・部署コードの欄を空白にして再読み込み操作を行ってください。
（「n行目:危機管理責任者とマネージャーは最上位部署にのみ設定可能です。空白とするか、最上位部署の部署コードを入力して
ください。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「予約送信の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

ユーザー名『xyz』さんは予約送信の設定の責任者であるため、部署コード
『abc』の部門危機管理責任者の役割を削除できません。

・部署コードの欄に誤った部署を入力している
・予約送信の設定の責任者を部門危機管理責任者から削除しようとしている
・『xyz』さんのログイン名が誤っている

・正しい部署コードを入力してください。
（「n行目: 部署コードが正しくないか、設定する権限のない部署です。」のエラー文言も表示されます。）
・「運用設定」の「予約送信の設定」の責任者を変更してから、削除操作を行ってください。
・正しいログイン名を入力してください。
（「n行目: ログイン名が正しくないか、設定する権限のないユーザーです。」のエラー文言も表示されます。）

ユーザー名『xyz』さんは地震発生時の設定の責任者であるため、部署コード
『abc』の部門危機管理責任者の役割を削除できません。

ユーザー名『xyz』さんは特別警報発生時の設定の責任者であるため、危機管
理責任者の役割を削除できません。

ユーザー名『xyz』さんは特別警報発生時の設定の責任者であるため、部署
コード『abc』の部門危機管理責任者の役割を削除できません。

「地震発生時の設定」『abc』で、「連絡状況の閲覧者の設定」を「任意に指定したメンバーに限定
ログイン名『xyz』さんは地震発生時の設定『abc』の閲覧者であるため、役割を する（危機管理責任者とマネージャーにしか設定できません）」を選択し、ユーザー単位で『xyz』を
「地震発生時の設定」『abc』で、連絡状況の閲覧者から『xyz』の選択を外してください。
削除できません。
指定している。
「津波発生時の設定」『abc』で、「連絡状況の閲覧者の設定」を「任意に指定したメンバーに限定
ログイン名『xyz』さんは津波発生時の設定『abc』の閲覧者であるため、役割を する（危機管理責任者とマネージャーにしか設定できません）」を選択し、ユーザー単位で『xyz』を
「津波発生時の設定」『abc』で、連絡状況の閲覧者から『xyz』の選択を外してください。
削除できません。
指定している。
「特別警報時の設定」『abc』で、「連絡状況の閲覧者の設定」を「任意に指定したメンバーに限定
ログイン名『xyz』さんは特別警報時の設定『abc』の閲覧者であるため、役割を する（危機管理責任者とマネージャーにしか設定できません）」を選択し、ユーザー単位で『xyz』を
「特別警報時の設定」『abc』で、連絡状況の閲覧者から『xyz』の選択を外してください。
削除できません。
指定している。
「予約送信の設定」『abc』で、「連絡状況の閲覧者の設定」を「任意に指定したメンバーに限定す
ログイン名『xyz』さんは予約送信の設定『abc』の閲覧者であるため、役割を削 る（危機管理責任者とマネージャーにしか設定できません）」を選択し、ユーザー単位で『xyz』を
「予約送信の設定」『abc』で、連絡状況の閲覧者から『xyz』の選択を外してください。
除できません。
指定している。

