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インターネット接続できる 
携帯電話やパソコンで、次のＵＲＬを入力 
 
  http://bosai.net/awajitameike/ 
 
 
 
 
または 
 
 
 
 
上のQRコードから 
 
 
 
 
淡路ため池管理者防災ネットの 
ホームページにアクセスして 
ください。 

淡路ため池管理者防災ネット 解除方法 

2 

変更・解除する を押しメールを 
送信してください。 
もしくは 
直接入力欄に登録されている 
メールアドレスを入力してください。 

 
 ⇒変更・解除する を押します。 

３ 

        
 
    
 
 
 
 
7213E48ac9EA93ac271D~ 

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。 

１．メール送信の場合 

２．メールアドレス入力の場合 

To info@bosai.net 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
 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。 

いずれの場合も折り返しメールが届
きます。 

        
 
    
 
 
 
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/community/edit.do

?id=***&p=w9RZ4Tb9AeYRU8rgc

B73ULxvJgo1zv2iFknC9L5i3X8N

x8l9kN9axHG0oNbjr77z 

 

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 

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。 現在の登録内容が表示されるので、 

変更・解除する を押してください。 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
◆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◆ 
（受信しない） 

◆津波注意報・警報◆ 
（受信しない） 

◆気象警報・土砂災害警戒情報◆ 
（受信しない） 

◆河川洪水予報◆ 
（受信しない） 
◆竜巻注意情報◆ 
（受信しない） 

 
■緊急情報メール 

・淡路ため池管理者防災ネット 
 
■お知らせメール 

・淡路ため池管理者防災ネット 
 
■気象情報メール 

http://bosai.net/community/edit.do?id=***&p=w9RZ4Tb9AeYRU8rgcB73ULxvJgo1zv2iFknC9L5i3X8Nx8l9kN9axHG0oNbjr77z
http://bosai.net/community/edit.do?id=***&p=w9RZ4Tb9AeYRU8rgcB73ULxvJgo1zv2iFknC9L5i3X8Nx8l9kN9axHG0oNbjr77z
http://bosai.net/community/edit.do?id=***&p=w9RZ4Tb9AeYRU8rgcB73ULxvJgo1zv2iFknC9L5i3X8Nx8l9kN9axHG0oNbjr77z
http://bosai.net/community/edit.do?id=***&p=w9RZ4Tb9AeYRU8rgcB73ULxvJgo1zv2iFknC9L5i3X8Nx8l9kN9axHG0oNbjr77z
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③気象情報個別解除 ①緊急情報個別解除 ６ 

９ ８ ７ ６ 
まとめて解除する方法 

手続きが完了すると、解除完
了のメールが届きます。 

※ 淡路ため池管理者防災
ネット以外にもひょうご防災
ネットを登録している場合、こ
の方法では全ての登録が解
除されますので、ご注意くださ
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 

 
◆淡路ため池管理者防災ネットからの 

・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 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
 ◆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 

① 

② 

③ 

個別に解除する方法 
※登録内容変更もこちらから 

淡路ため池管理者防災ネット 

 
 ◆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 

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 

※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。 

 
淡路地域 

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 
淡路ため池管理者防災ネット 

 
 ◆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 

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 

※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。 

確認 

戻る 

お知らせの登録・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。 

 

 

淡路ため池管理者防災ネット 

 
 ◆地震情報◆（1/6） 

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 

淡路ため池管理者防災ネット 

 
◆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 
地域区分について 

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。 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
 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 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
 ◆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下さい。 

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 

※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。 
 
□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
川洪水予報をメールでお知らせします。 

次へ 

R緊急情報メール 

Rお知らせメール 

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。 

R気象情報メール 

すべてのﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを選択し、 

「次へ」ボタンを押します。 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
 ◆登録の解除◆（2/3） 

■解除するメール 
◆淡路ため池管理者防災ネットからの 
・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 

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。 

淡路ため池管理者防災ネット 
 
 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 

・ 
・ 

□ 淡路県民局 

□ 洲本市 
□ 南あわじ市 
□ 淡路市 
R淡路ため池管理者防災ネット 

□ 淡路ため池管理者防災
ネット 

 
淡路地域 

□ 淡路県民局 

□ 洲本市 
□ 南あわじ市 
□ 淡路市 
R淡路ため池管理者防災ネット 

□ 淡路ため池管理者防災
ネット 

・ 
・ 
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