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From ***@****.***

件名 情報メール受信登録 変

更・解除

メール送信画面が起動したら、
そのままメールを送信してく
ださい。
※本文は変更しないで下さい。

インターネット接続できる
携帯電話やパソコンで、次のＵＲ
Ｌを入力

http://bosai.net/

または

右のQRコードから

①hy@bosai.net に空メールを送信。

②しばらくするとメールが届きます。

③ 届いたメールにある

http://bosai.net/ をクリック。

※info@bosai.netのメールが受信で
きるように設定して下さい。

メール登録方法-その１ ＜ＵＲＬ入力＞メール解除方法-その１ ＜ＵＲＬ入力＞

メール登録方法-その２ ＜空メール＞メール解除方法-その２ ＜空メール＞

To ***@bosai.net

ご利用ありがとうございます。
下記URLより変更・解除の手続きを

お願いします。
※このURLの有効期限は7日間で

す。７日以内に手続きを完了してく
ださい。

http://bosai.net/＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この確認メールにお心当たりのない
方は、誠にお手数ですが、
info@bosai.netまでご連絡ください。

From info@bosai.net

To ***@****.***

件名 変更解除受付メール

変更・解除する を押してくだ
さい。

ひょうご防災ネット 解除方法

2
みなと安心ネット
インフォメーション

緊急情報

●みなと安心ネットからのお知らせ
【20**/**/**/09：30：00】
＞＞これまでの緊急情報

兵庫県災害対策課センター

●兵庫県からのお知らせ
【20**/**/**/9：30：00】
＞＞これまでの緊急情報

お知らせ

●新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに対する心得
【2009/11/01/09：30：00】
●「災害時の食の備え」について
【2009/11/01/09：30：00】
●自主防災組織をつくろう！
【2009/11/01/09：30：00】
＞＞これまでのお知らせ

情報メール受信登録

◎メール受信希望の方はこちら！
⇒登録
⇒変更・解除

ひょうご防災ネットトップページへ

変更または解除したい市町
（もしくは団体）のホームペー
ジ内に記載の【情報メール受
信登録】から、⇒変更・解除
を押してください。

登録している市町（もしくは団体）のある地域を選
択してください。
市町がどの地域に含まれるかわからない場合は、
自分の市町はどの地域？ を押してください。

次に登録している市町（もしくは団体）を押してくだ
さい。

みなと安心ネット

情報メール変更・解除

■メールを送ると変更･解除用URLを記載
したメールが返送されます。
「変更・解除する」を押して開いたメールを
そのまま送信してください。
しばらくすると、情報メール変更用URLを
記載したメールが届きます。メールに記載
されたURLにアクセスして変更・解除の手
続きを行ってください。

戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

以下の空欄にメールアドレスを入力しても
登録できます。

※URL付きメール及び、「bosai.net」のドメ
インを受信許可に設定してください。
※メール本文の内容は修正しないでくだ
さい。
変更・解除する

送信

変更・解除する を押してくだ
さい。メール送信画面が起動
します。（①）
起動しない場合は、下のボッ
クスにメールアドレスを入力
し、「送信」ボタンを押してくだ
さい。（②）

みなと安心ネット

情報メール変更・解除

情報メール変更・解除のメールを受け付
けました。
情報メール変更・解除用URLを記載した
メールを返送しておりますので、 メールに
記載されたURLにアクセスして情報メール
受信登録を変更・解除してください。

登録団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

①、② いずれの場合も、しば
らくすると折り返しメールが届
きます。

折り返し届いたメールを開き、
本文中のURLにアクセスして
ください。
※このままでは、メール登録
は解除されません。必ず文中
のURLを押して以降の手続き
を完了してください。

みなと安心ネット

◆登録内容の確認◆

現在の登録内容は以下のとおりです。

変更・解除する

◆地震情報◆
：

◆津波注意報・警報◆
：

◆気象警報・土砂災害警戒情報◆
：

◆河川洪水予報◆
：

■緊急情報メール

・みなと安心ネット

■お知らせメール

ひょうご防災ネット

①兵庫県全体

兵庫県災害対策センター
兵庫県立聴覚障害者情報センター

③Foreign Languages

Hyogo Emergency net (multilingual
websites)

②県民局と市町

○ 神戸地域
○ 阪神南地域
○ 阪神北地域
○ 東播磨地域
○ 北播磨地域
○ 中播磨地域
○ 西播磨地域
○ 但馬地域
○ 丹波地域
○ 淡路地域
○ みなと地域

自分の市町はどの地域？

・みなと安心ネット

■気象情報メール

ひょうご防災ネット

県民局

1.みなと県民局

市町

1.みなと市
2.うみべ市

戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

※

① 「登録する」の場合

①

②

② メールアドレス入力の場合

◆竜巻注意情報◆
：

登録団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ



③気象情報個別解除①緊急情報個別解除7
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すべて解除する方法

手続きが完了すると、解除完
了のメールが届きます。

解除するメールの内容を確
認のうえ、「登録を解除する」
ボタンを押してください。

ご利用ありがとうございます。
情報メールの登録を解除しました。

■解除したメール
◆みなと安心ネットからの
・緊急情報メール
・お知らせメール

◆気象情報メール

この確認メールにお心当たりのない
方は、誠にお手数ですが、
info@bosai.netまでご連絡ください

From info@bosai.net

To ***@****.***

件名 情報メール登録解除メール

ひょうご防災ネット 解除方法

みなと安心ネット

情報メール変更・解除

変更をご希望の情報種別を選択して下さ
い。

■緊急情報メール

※登録された市町もしくは県民局、災害
対策センターからの緊急情報が届きます
→緊急情報の登録・変更

■お知らせメール

■気象情報メール

※上記緊急情報以外のお知らせ情報が
届きます
→お知らせ情報の登録・変更

※地震・津波・気象警報・土砂災害警戒
情報・河川洪水予報・竜巻注意情報を
メールでお知らせします
→地域の登録・変更

▼登録をすべて解除

※登録をすべて解除すると本サービスか
らのメール通知が来なくなりますので、ご
注意ください
登録をすべて解除

登録団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

みなと安心ネット

■登録の解除■（1/3）

ご希望の情報種別を選択して次へ進んで
ください。

設定メニューへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

□ 緊急情報メール
※登録された市町もしくは県民局、災害
対策センターからの緊急情報が届きます

□ お知らせメール
※上記緊急情報以外のお知らせ情報が
届きます

□ 気象情報メール
※地震・津波・気象警報・土砂災害警戒
情報・河川洪水予報・竜巻注意情報を
メールでお知らせします

次へ

みなと安心ネット

◆登録の解除◆（2/3）

■解除するメール

設定メニューに戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

◆みなと安心ネットからの
・緊急情報メール
・お知らせメール

◆気象情報メール

登録の解除をすると設定情報が消去さ
れます。
よろしいですか？

※登録をすべて解除すると本サービス
からのメール通知が来なくなりますので、
ご注意ください

登録を解除する

戻る

みなと安心ネット

◆登録の解除◆（3/3）

登録の解除が完了しました。
ありがとうございました。

登録団体のトップページへ
ひょうご防災ネットトップページへ

みなと安心ネット

情報メール変更・解除

変更をご希望の情報種別を選択して下さ
い。

■緊急情報メール

※登録された市町もしくは県民局、災害
対策センターからの緊急情報が届きます
→緊急情報の登録・変更

■お知らせメール

■気象情報メール

※上記緊急情報以外のお知らせ情報が
届きます
→お知らせ情報の登録・変更

※地震・津波・気象警報・土砂災害警戒
情報・河川洪水予報・竜巻注意情報を
メールでお知らせします
→地域の登録・変更

▼登録をすべて解除

※登録をすべて解除すると本サービスか
らのメール通知が来なくなりますので、ご
注意ください
登録をすべて解除

登録団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

①

個別に解除する方法
※登録内容変更もこちらから

みなと安心ネット

◆緊急情報◆（1/3）

希望地域を選択してください。

兵庫県

□ 兵庫県災害対策センター

団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

※のついている市町は、独自の情報配信を行っ
ておりません。県および県民局へのご登録をお
願いいたします。

神戸地域

□ 神戸県民局

□ 神戸市

□ KOBE西 安全・あんしんネットワーク
：
：みなと地域

□ みなと市

確認

戻る

緊急情報の登録・変更 を押す
と、情報配信している団体の
ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを個別に選択して登
録解除することができます。
「確認」→「登録」と進んでくださ
い。手続きが完了すると、手続
き完了のメールが届きます。

②お知らせ個別解除
みなと安心ネット

◆お知らせ◆（1/3）

希望地域を選択してください。

兵庫県

□ 兵庫県災害対策センター

団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

※のついている市町は、独自の情報配信を行っ
ておりません。県および県民局へのご登録をお
願いいたします。

神戸地域

□ 神戸県民局

□ 神戸市

□ KOBE西 安全・あんしんネットワーク
：
：みなと地域

□ みなと市

確認

戻る

お知らせ情報の登録・変更 を
押すと、情報配信している団体
のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを個別に選択して
登録解除することができます。
「確認」→「登録」と進んでくださ
い。手続きが完了すると、手続
き完了のメールが届きます。

みなと安心ネット

◆地震情報◆（1/7）

希望地域を選択してください。

団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページへ

□ 兵庫県全域

地域区分について

地震情報の内容について

◆津波注意報・警報◆（2/6）

□ 兵庫県北部
□ 兵庫県瀬戸内海沿岸
□ 淡路島南部

津波注意報・警報の内容について

次へ

戻る

みなと安心ネット

◆気象警報・土砂災害警戒情報◆

希望地域を選択してください。

団体のトップへ戻る
ひょうご防災ネットトップページ
へ

【阪神】
□ 神戸市
□ 尼崎市
□ 西宮市
□ 芦屋市
□ 伊丹市
□ 宝塚市
□ 川西市

・
・

気象警報の内容について
土砂災害警戒情報の内容に
ついて

次へ

戻る

地域の登録・変更 を押すと、
気象情報メールの登録地域の
ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを個別に選択して登
録解除することができます。
「確認」→「登録」と進んでくださ
い。手続きが完了すると、手続
き完了のメールが届きます。

登録をすべて解除したい場
合は、 登録をすべて解除 を

押してください。

登録をすべて解除したい場
合は、 すべてのチェックを入

れて「次へ」ボタンを押してく
ださい。

ﾚ

ﾚ

ﾚ

②

③


