【2022 年度港区緊急メール配信システム登録手順書 別紙】

「緊急メール配信システム」についての重要なお知らせ
本紙は、「緊急メール配信システム」の下記 Web 画面等にアクセス（表示）出
来ない方が対象です。
QR コード読込後画面

本登録画面

マイページ（変更）画面

「緊急メール配信システム」では、登録や変更等の通信の際、第三者から内
容を盗み見られないようにするため、通信内容を暗号化し、情報の安全性を高
めています。
平成 28 年 11 月に、情報の安全性を更に高める暗号化仕様に切り替わったた
め、以下の影響する機種を使用している方はメール配信の登録をすることがで
きません。個人情報等の通信の安全性確保のため、何卒ご理解をよろしくお願
いします。
■影響する機種
・フィーチャーフォン（ガラケー）の一部
・古いスマートフォン（Android4.1 以前、iOS4.3 以前）
・古いパソコン（WindowsXP 以前）
※ご自身の機種が影響する機種であるかどうかは、各携帯電話会社等のホー
ムページをご覧いただき、暗号化仕様「ＳＨＡ－２」に対応している機種
かご確認ください。暗号化仕様「ＳＨＡ－２」に対応していなければ、影
響する機種です。
■Web ページにアクセスできない場合の対応について
影響がない携帯電話やパソコン、タブレットから登録をしてください。
他に登録できる電子媒体をお持ちでない場合は、申し訳ありませんがメール
配信の登録はできません。災害時等に電話連絡できるよう、幼稚園、小・中学
校へ緊急メール配信の登録ができないことをお伝えください。
【問合せ先】
○ 緊急メール配信について
港区教育委員会事務局

学校教育部学務課学校運営支援係

電話 03-3578-2773

○ 登録等操作に関する問合せ
ヘルプデスク（バイザー株式会社）
※平日

9：00～18：00

電話 0570-055-783

年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)及び祝日は除く
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Important announcement about the Emergency Email Delivery System
This notice is for people who are unable to access/view the Emergency Email
Delivery System screens shown below.
Screen displayed after QR code is

Registration screen

My Page (change) screen

read

The Emergency Email Delivery System encrypts transmissions to improve information security
and prevent third parties from illicitly viewing registration information when it is sent or
changed.
In November 2016, the system was updated to more secure encryption for even greater
information security. However, this prevented people who use the following cell phone and
computer models from registering for Email delivery. This was done to improve the safety of
communications, including the transmission of personal information. We thank you for your
understanding.

Affected models:
- Some feature phones (non-smartphones, also called "Garakei")
- Older smartphones (earlier than Android 4.1 or iOS 4.3)
- Older computers (older than Windows XP)
* Please refer to your cell phone company's web site to determine if your own model is
affected.

If you are unable to access the web site:
Please try signing up using a cell phone, computer, or tablet that is not one of the
affected models.
If you do not own any devices that allow you to sign up, you will unfortunately not be able
to register. We apologize for the inconvenience. Please inform us that you are unable to
register for the kindergarten, elementary, and junior high school emergency email delivery so
that you can be contacted by phone in an emergency.
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◆Contact information:
○ Information on Emergency Email Delivery
Minato City Secretariat of the Board of Education, School Education Department, School Affairs Section,
School Administration Support Subsection - Tel: 03-3578-2773
○ Inquiries about how to operate the site/register etc.
Help Desk (VISOR INC) - Tel: 0570-055-783 *Support only available in Japanese
* Open Weekday, 9:00 am - 6:00 pm, excluding public holidays, and the year-end and New Year's holidays
(December 29 - January 3)

