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資-1

抜粋 立川市地域防災計画 －防災・減災計画 イメージ図

災害に強い都市（まちづくり）

１ 市街地の安全対策

２ 道路・橋りょうの整備

３ オープンスペースの確保

４ ライフラインの整備

５ 河川の氾濫、雨水対策

６ 公共建築物の耐震性の向上

７ 民間建築物の耐震性の向上

８ 建築物内部の安全性の向上

９ 屋外空間の安全対策

市民・地域の防災力の向上（人づくり）

１ 市民等の意識啓発と防災教育の推進

２ 市民防災組織等の充実

３ 防災訓練の充実

４ 地域と事業所・商店街が連携した防災体制の整備

５ 災害ボランティアの受け入れ体制の整備

市民・地域、事業所等との連携・協働（しくみづくり）

１ 避難行動要支援者等支援対策←---本マニュアルはここに

２ 避難所の開設・運営      位置付けられます。

３ 避難誘導体制の整備

４ 食料・日用品・飲料水等の確保

５ 帰宅困難者の安全確保

危機管理体制の整備

１ 初動体制の整備と情報提供のしくみづくり

２ 消防力の強化

３ 消防水利の確保

４ 医療・救護体制の整備

５ 災害廃棄物の処理

６ 遺体の収容・安置・埋火葬

７ 消防・警察等との連携

８ 応援協力体制の整備

９ 大規模な事件・事故等や異常気象への対策

防
災
・
減
災
計
画
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第１号様式（第６条関係）

資-2

避難行動要支援者（新規・変更・更新）登録申請書

＊は必須項目                                       年    月    日

フリガナ

＊氏  名

    
性 別 男・女

＊生年月日

年  齢

明治・大正・昭和・平成

  年  月  日   歳 ＊連絡可能

な電話番号

－ －

＊住  所

（アパート名・室番号）

  町  丁目  番   号

         番地

            号室

－ －

自治会名（加入者のみ）

担当民生委員 氏名      

＊該当項目等 ○をつけてください。

１ 人工呼吸器利用者

２ 要介護認定者 （認定区分 要介護     ）

３ 心身等に障害がある（      手帳   級・度）

  障害の部位（                  ）

４ その他（理由                  ）

緊急時連絡先

氏  名 関係 住所・電話番号（携帯電話でも可）

       

（     ）

＊同居家族構

成の状況

１ 家族構成 ：   単身 ・  人家族（本人を含む。）

２ 同居の状況：   本人からみて（配偶者・親・子・その他）

特記事項

（健康のことなどで知っておいて欲しいことがあったら記入してください。）

災害発生時に安否確認などの支援を受けたいので、上記のとおり避難行動要支援者名

簿への登録を申請します。裏面の注意事項については、確認しました。

災害対応の目的で、上記個人情報を立川市の福祉担当部署、防災担当部署及び避難支

援等関係者（立川市民生委員・児童委員協議会、自治会、市民防災組織、立川市社会福

祉協議会、立川消防署、立川警察署、立川市消防団等）に提供することを同意します。

立川市長 殿

本人署名欄                    

本人が署名できない場合は、代筆者が代筆者氏名及び本人との関係を記入してください。

代筆者氏名        （本人との関係    ）

※ 住所、電話番号など上記登録内容に変更があった場合又は登録の必要がなくなった場合は、

市役所（523-2111）へ必ずご連絡ください。

資料２
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【 注 意 事 項 】

１ 登録申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その都度、「避難行動要支援

者（新規・変更・更新）登録申請書」を提出してください。

【提出先】

・市役所（福祉総務課、高齢福祉課、障害福祉課又は介護保険課）

・地域包括支援センター（６ヵ所）

・福祉相談センター（３ヵ所）

２ 申請する住所又は氏名が、住民基本台帳に記録されているものと異なる場合は、

その旨申し出てください。また、今後変更が生じた場合も同様とします。

３ 別表に掲げる施設等に入所している方は、登録申請ができません。また、今後、

これらの施設に入所した場合は、名簿から取り消されます。

４ 『立川市避難行動要支援者避難支援マニュアル』を参照し、日ごろの備えをし

っかりとしていただくとともに、災害発生時の対応についてよく確認してくださ

い。

５ 災害時に、より早く確実に安否確認・避難を行うには、普段から地域の支援者

とのコミュニケーションを取っておくことが大切です。そのため、平常時であ

っても、名簿を提供した地域の支援者が申請者のお宅に電話をしたり、訪問し

たりする場合があります。（ただし、災害対応以外の目的で、連絡することはあ

りません。）

６ 平常時より、防災訓練に参加し、地域において積極的なコミュニケーションに

努めてください。
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「避難行動要支援者名簿」登録・変更・取消申請窓口

○ 立川市役所（福祉保健部 4課）

（窓口受付時間 月～金曜日 8時 30分～17時）

№ 受 付 場 所 所   在 ＴＥＬ

1

市役所本庁舎１階

・福祉総務課

・高齢福祉課

・障害福祉課

・介護保険課

泉町１１５６－９ ０４２（５２３）２１１１

○ 地域包括支援センター（６か所）

（窓口受付時間 月～金曜日 9時～19時／土曜日 9時～17時）

№ 名  称 担 当 圏 域 所    在 ＴＥＬ

1
立川市南部西ふじみ

地域包括支援センター

富士見町、

柴崎町

富士見町２丁目３６番４７号

立川市社会福祉協議会内

０４２

（５４０）０３１１

2
立川市南部東はごろも

地域包括支援センター

錦町、

羽衣町

羽衣町１丁目１２番１８号

羽衣地域福祉サービスセンター内

０４２

（５２３）５６１２

3
立川市中部たかまつ

地域包括支援センター

曙町、高松町、

緑町

高松町２丁目２７番２７号

ＴＢＫ高松第１ビル

０４２

（５４０）２０３１

4
立川市北部東わかば

地域包括支援センター

栄町

若葉町

若葉町３丁目４５番地の２

介護老人保健施設わかば内

０４２

（５３８）１２２１

5
立川市北部中さいわい

地域包括支援センター

幸町、柏町、

砂川町、泉町

幸町４丁目１４番地の１

至誠キートスホーム内

０４２

（５３８）２３３９

6
立川市北部西かみすな

地域包括支援センター

上砂町、一番町、

西砂町

上砂町５丁目７６番地の４

砂川園内

０４２

（５３６）９９１０

○ 各福祉相談センター（３か所）

（窓口受付時間 月～金曜日 9時～19時／土曜日 9時～17時）

№ 名  称 担 当 圏 域 所    在 ＴＥＬ

1
にしき

福祉相談センター

災害時は

錦町を担当

錦町６丁目２８番１５号

至誠ホーム内

０４２

（５２７）０３２１

2
かみすな

福祉相談センター

災害時は

上砂町を担当

上砂町１丁目１３番地の１

上砂地域福祉サービスセンター内

０４２

（５３７）７７９９

3
にしすな

福祉相談センター

災害時は

西砂町を担当

西砂町５丁目５番地の５

西砂ホーム内

０４２

（５３１）５５５０

資料３
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要支援者の特徴と災害時に必要とされる支援（例）

区  分 特徴 災害時に必要とされる支援

高
齢
者

一人暮ら
し高齢者

等

○基本的には自力で行動できるが、地域
とのつながりが薄く、緊急事態等の認識
が遅れる場合がある。

○災害時には、迅速な情報伝達と避難誘導、
安否確認および状況把握等が必要となる。

(寝たきり)
要介護
高齢者

○食事、排泄、着替え、入浴などの日常
生活をするうえで他人の介助が必要で
あり、自力で移動できない。

○災害時には、安否確認、生活状況の確認が
必要となる。
○避難する際は、車椅子、担架、ストレッチ
ャー等の補助器具が必要なことがある。

認知症
高齢者

○記憶力の低下がみられ、緊急事態等の
認識が乏しい事から、とっさに自分の状
況を伝えたり、自分で判断し、行動する
ことが困難なことがある。重篤な場合に
は幻覚が現れたり、徘徊するなどの症状
がみられる。

○災害時には、安否確認、状況把握、避難誘
導等の援助が必要となる。その際には自尊心
に配慮した支援が必要である。

身
体
障
害
者

視  覚
障害者

○視覚による状況把握が困難または不
可能なために、瞬時に行動をとることが
困難だったり、他の人がとっている応急
対策などがわからない場合が多い。

○災害時には、音声による情報伝達や状況説
明が必要であり、介助者がいないと避難でき
ないため、避難誘導等の援助が必要となる。

聴  覚
障害者

○音声による避難・誘導の指示が認識で
きない。補聴器を使用する人もいるが、
コミュニケーション手段としては、手
話、筆記等である。

○補聴器の使用や、手話、文字、絵図等を活
用した情報伝達および状況説明が必要とな
る。

言  語
障害者

○自分の状況等を伝える際の音声によ
る会話が困難である。

○災害時には、手話、筆談等によって状況を
把握することが必要となる。

肢  体
不自由者

○頚椎、胸椎、腹部及び腰部の機能障害
や足が不自由な場合、自力歩行や素早い
避難行動が困難なことが多い。

○災害時には、歩行の補助や、車椅子等の補
助器具が必要となる。

内  部
障害者

○ほとんどの人が自力歩行でき、一般の
人と変わりなく見えることが多いが、補
助器具や薬の投与、通院による治療（透
析等）が必要である。

○避難所に酸素ボンベが持ち込めないなど
の問題がある。
○継続治療できなくなる傾向がある。
○透析治療のために集団移動措置をとる際
は、ヘリ、車、船などの移動手段の手配が必
要となる。

知的障害者

○緊急事態等の認識が不十分な場合や、
環境の変化による精神的な動揺が見ら
れる場合があり、自分の状況を説明でき
ない人もいる。
○施設・作業所等に通所している割合
が、他の障害者より高い。

○気持ちを落ち着かせながら安全な場所へ
誘導したり、生活行動を支援するなどが必要
となる。
○通所していた施設・作業所等の復旧を早
め、被災前の生活に一刻も早く戻す。

精神障害者
○多くの人は自分で判断し、行動でき
る。適切な治療と服薬により、症状をコ
ントロールできる。

○精神的動揺が激しくなる場合があるので、
気持ちを落ち書かせ、適切な治療と服薬を継
続することで症状をコントロールする必要
がある。
○自ら薬の種類を把握しておくとともに、医
療機関による支援が必要となる。

上表は、日本赤十字社ホームページ 災害救護活動・各種報告書 災害時要援護者対策ガイドラ

インを参考にしています。
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一次避難所（震度５強以上）、安否確認連絡所（震度４以上） 詳細一覧

一次避難所は、震度５強以上の地震が発生した場合、市立小中学校(30 校)※１に開

設されます。指定避難所のうち最初に開設する避難所であり、避難行動要支援者の方

も最初はここに避難します。その後、必要な方は福祉避難所等へ移動します。

安否確認連絡所は、震度 4 以上の地震が発生した場合、市立小中学校(30 校)※１に

開設されます。(つまり、市立小中学校（30 校※１)は、震度５強以上の場合、学校と

しての機能の他、一次避難所と安否確認連絡所の機能も併せ持つことになります。）

番号 名称 所在地 電話 FAX
避難対象

地域※2

1 第四小学校 富士見町 4-4-1
042-523-5228

042-523-5229
042-529-0852

富 士 見 、

曙

2 旧多摩川小学校 富士見町 6-46-1 042-595-6347 042-595-6348 富士見

3 新生小学校 富士見町 6-69-1 042-524-3148 042-522-0993 富士見

4 第八中学校 富士見町 7-24-1
042-526-2007

～042-526-2009
042-529-1180 富士見

5 第一中学校 柴崎町 1-3-4
042-523-4328

042-523-4329
042-529-1005 柴崎

6 第一小学校 柴崎町 2-20-3
042-523-4428

042-523-4429
042-529-0840 柴崎

7 第三小学校 錦町 3-4-1
042-523-4448

042-523-4449
042-529-0850 錦

8 第七小学校 錦町 5-6-43
042-523-5348

042-523-5349
042-529-0860 錦

9 第六小学校 羽衣町 2-29-22
042-523-5248

042-523-5249
042-529-0859 羽衣

10 第三中学校 羽衣町 3-25-6
042-523-4348

042-523-4349
042-529-1015 羽衣

11 第二小学校 曙町 3-23-1
042-523-4438

042-523-4439
042-529-0843 曙、高松

12 第二中学校 曙町 3-29-46
042-523-4338

042-523-4339
042-529-1008

曙、高松、

栄

13 第五小学校 高松町 1-12-25
042-523-5238

042-523-5239
042-529-0854

高松、緑、

栄

14 南砂小学校 栄町 2-2-1 042-525-1474 042-529-0940 栄

資料６
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番号 名称 所在地 電話 FAX
避難対象

地域※2

15
旧けやき台小

学校
若葉町 1-13-1 - - -

16 第九中学校 若葉町 3-19-5 042-535-1415
042-534-695

8
若葉

17 若葉台小学校 若葉町 4-24-1
042-536-3971

042-536-3972

042-534-694

3
若葉

18 第八小学校 幸町 2-1-1
042-536-0031

042-536-0032

042-534-649

2
幸、栄

19 幸小学校 幸町 5-68-1
042-536-3961

042-536-3962

042-534-694

4
幸

20 第四中学校 幸町 5-49-1
042-536-2411

042-536-2412

042-534-694

9
幸

21 第十小学校 柏町 1-31-1
042-536-2711

042-536-2712

042-534-693

4

柏、泉、緑、

砂川

22 柏小学校 柏町 4-8-4
042-537-1962

042-537-1963

042-534-694

6
柏、砂川

23 第六中学校 泉町 786-16
042-537-3195

042-537-3196

042-534-695

4

泉、緑、栄、

幸、柏

24 大山小学校 上砂町 1-5-33
042-535-2850

042-535-2851

042-534-694

5
上砂、砂川

25 第九小学校 上砂町 2-18-1
042-536-2231

042-536-2232

042-534-692

9
上砂、砂川

26 第五中学校 上砂町 3-27-1
042-536-2511

042-536-2512

042-534-695

3
上砂、一番

27 上砂川小学校 上砂町 5-12-2 042-537-1801
042-534-694

8
上砂、砂川

28 松中小学校 一番町 5-8-5
042-531-3821

042-531-3822

042-531-608

5
一番、西砂

29 西砂小学校 西砂町 2-34-2 042-531-2621
042-531-526

9
西砂

30 第七中学校 西砂町 6-28-3
042-531-0511

～042-531-0513

042-531-610

3
西砂、一番

※１ 旧けやき台小学校は、若葉台小学校新築工事のため使用中止(平成30年4月～)

※２ 避難対象地域は目安であり、避難先を限定するものではありません。
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「一次避難所、二次避難所、福祉避難所」町別一覧

二次避難所と福祉避難所は、必要に応じて順次開設するものです。最初に避難する

のは、一次避難所です。

町 一次避難所 二次避難所 福祉避難所

富士見

第四小学校
総合福祉センター

富士見町 2-36-47 富士見福祉作業所
富士見町 1-2-24

旧多摩川小学校
滝ノ上会館

富士見町 4-16-10

新生小学校
多摩川学童保育所（多摩川図書館）

富士見町 6-51-1 西立川保育園
富士見町 1-18-16

第八中学校
富士見児童館・南富士見学童保育所

富士見町 7-7-12

柴崎

第一中学校

柴崎学習館  
柴崎町 2-15-8 柴崎保育園

柴崎町 1-16-23柴崎会館  

柴崎町 1-16-3

第一小学校
柴崎福祉会館

柴崎町 5-11-26

ドリーム学園
柴崎町 5-11-26

錦

第三小学校
たましんＲＩＳＵＲＵホール（市民会館）

錦町 3-3-20

錦児童館・錦学童保育所
錦町 3-12-1

第七小学校 錦学習館
錦町 3-12-25

羽衣

第六小学校
羽衣中央会館

羽衣町 2-26-7 羽衣保育園
羽衣町 2-51-7

第三中学校
羽衣児童館・羽衣学童保育所

羽衣町 2-44-16

曙

第二小学校
曙学童保育所

曙町 3-24-28

第二中学校
曙福祉会館

曙町 3-44-17

高松 第五小学校

高松会館
高松町 2-25-26

高松保育園
高松町 1-18-7

高松学童保育所
高松町 3-6-9

高松学習館（健康会館）
高松町 3-22-5

栄 南砂小学校
さかえ会館

栄町 4-6-2

栄保育園
栄町 3-33-3

江の島保育園
栄町 5-20-3

中砂保育園
栄町 5-38-1

栄福祉作業所
栄町 5-38-4
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町 一次避難所 二次避難所 福祉避難所

若葉

旧けやき台小学校
(使用中止
平成 30 年 4 月～）

若葉会館（若葉図書館）
若葉町 3-34-1

第九中学校
若葉台学童保育所

若葉町 4-24-1

若葉台小学校
若葉児童館・若葉学童保育所

若葉町 4-25-114

幸

第八小学校

中砂第２学童保育所
幸町 2-1-2

幸学習館
幸町 2-1-3

幸小学校

幸児童館
幸町 2-19-1

幸学童保育所
幸町 4-52-3

第四中学校

幸福祉会館
幸町 5-57-14

こぶし会館
幸町 5-83-1

柏

第十小学校
柏学童保育所

柏町 1-31-5

柏保育園
柏町 3-52-9

柏小学校

泉 第六中学校

砂川

砂川学習館
砂川町 1-52-7 見影橋保育園

砂川町 3-23-2こんぴら橋会館
砂川町 3-26-1

上砂

大山小学校 大山学童保育所
上砂町 1-6-3

上砂保育園
上砂町 1-13-1

第九小学校  

第五中学校
上砂会館 上砂児童館・上砂第 3 学童保育所    

上砂町 1-13-1上砂川小学校

一番 松中小学校

天王橋会館
一番町 3-6-1

一番福祉作業所
一番町 3-6-1

西砂児童館・松中学童保育所
一番町 6-8-37

一番福祉会館
一番町 6-17-87

西砂

西砂小学校
西砂学童保育所

西砂町 2-34-2

西砂保育園
西砂町 2-63-2

西砂会館
西砂町 5-11-13

第七中学校 西砂学習館
西砂町 6-12-10

合計 30 ヶ所 38 ヶ所 15 ヶ所
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平常時から提供する避難行動要支援者登録名簿等の取り扱い

  

① 避難行動要支援者名簿の提供先

➢ 立川消防署       ➢ 立川警察署

➢ 立川市消防団       ➢ 立川市社会福祉協議会

➢ 地域包括支援センター   ➢ 福祉相談センター

➢ 民生委員・児童委員

➢ 自治会、市民防災組織等

② 提供範囲

➢ 立川消防署、立川警察署、消防団、立川市社会福祉協議会

市内全域の名簿等（消防団は平常時、防災課で保管します。）

➢ 地域包括支援センター、福祉相談センター

担当地域内の名簿等

➢ 自治会・市民防災組織

対象地域内の名簿等

➢ 民生委員・児童委員

各委員の担当区域内の名簿等

➢ 避難誘導支援者

担当する避難行動要支援者の名簿等及び避難支援プラン（個別計画）

③ 提供部数

各団体及び機関へ紙ベースで１部ずつ配布します。複製及び  

パソコン等への取り込みは不可とします。

④ 名簿の管理

代表者又は管理責任者が責任を持って施錠可能な場所に保管する

こととします。また、第三者への漏えいを防止するため、名簿等を
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不特定多数の人が触れることのできるような場所へ保管しないこと

とします。

名簿の使用については、避難行動要支援者の支援活動の目的  

のみに使用するものとします。

⑤ 名簿の更新

名簿の更新は年１回とし、提供済の名簿と交換に、最新の名簿を

提供します。

⑥ その他

名簿等の紛失、盗難等の事故が発生した場合は、速やかに市に報

告することとします。

⑦ 活用の範囲

災害対応の目的で発災時の安否確認・避難誘導・情報提供等のた

めに利用することとします。

また、平常時は積極的にコミュニケーションをとっていただきま

す。具体的には災害に備えるため、避難訓練などの地域の防災に関

する行事への声掛けや見守り、情報提供のために利用していただき

ます。その他の必要が生じた場合は市と協議することとします。



「「「「立川見守立川見守立川見守立川見守りりりりメールメールメールメール」」」」配信配信配信配信    
    

防犯情報防犯情報防犯情報防犯情報・・・・防災情報防災情報防災情報防災情報・・・・学校情報学校情報学校情報学校情報・・・・子子子子どもどもどもども関連施設情報関連施設情報関連施設情報関連施設情報をををを配信配信配信配信しますしますしますします    

～～～～    詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは以下以下以下以下をごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい    ～～～～    
 

【見守りメールとは】 
安全で安心なまちづくりの一環として、あらかじめご登録いただいた携帯電話やパソコ

ンに電子メールで不審者出没や災害発生等の情報を配信するサービスです。また、お子

様の通う小中学校・学童保育所・保育施設からの情報を受け取ることもできます。 
 

【メール配信登録対象者】 
≪≪≪≪防犯防犯防犯防犯((((不審者不審者不審者不審者))))・・・・防災情報防災情報防災情報防災情報のののの対象者対象者対象者対象者≫≫≫≫    

○ 立川市内に在住、在勤または在学する方 

○ 立川市内の公的機関・団体及び防犯防災活動団体等及びこれに属する方 

≪≪≪≪学校学校学校学校・・・・学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所・・・・保育施設情報保育施設情報保育施設情報保育施設情報のののの対象者対象者対象者対象者≫≫≫≫    

○ 立川市内に在園または在学する幼児、児童・生徒の保護者及びこれに準ずる方 
 

【配信情報】 
※学校情報、学童保育所情報、保育施設情報を受信登録する際は、あわせて防犯防犯防犯防犯((((不審者不審者不審者不審者))))情報情報情報情報、、、、

防災情報防災情報防災情報防災情報ののののいずれかいずれかいずれかいずれか、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは両方両方両方両方をををを登録登録登録登録するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。 
 

〔〔〔〔防犯防犯防犯防犯((((不審者不審者不審者不審者))))情報情報情報情報〕〕〕〕                                            

・子どもが遭遇した不審者に関する情報 

・防犯情報 

担当：市民生活部/生活安全課 

内線2546・2547 
  

  

〔〔〔〔学校情報学校情報学校情報学校情報((((小小小小中学校中学校中学校中学校))))〕〕〕〕    

・災害発生時の緊急連絡 

・学校生活に関する安全安心情報 

担当：教育部/学務課 

内線 2515・2516 
  

〔〔〔〔保育施設情報保育施設情報保育施設情報保育施設情報〕〕〕〕    

・災害発生時の緊急連絡    

・保育施設等の生活に関する安全安心情報 

担当：子ども家庭部/保育課 

                        内線 1320・1321 
 

【登録方法】 
裏面の｢登録手順｣をご覧下さい。 
    

【利用条件・注意事項】 
●配信時間は、原則、月曜日から金曜日までの平日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間です。（土曜・日曜日、祝

日、年末年始は終日配信停止）ただし、緊急性のあるものについては曜日や時間帯に制限なく配信することがあります。 

●登録されたアドレス情報は、安全措置の採られた業者のサーバー上で管理し、メール配信以外の目的では使用しません。 

●市から配信される電子メールに返信はできません。情報内容についての問い合わせも一切応じられませんのでご了承くださ

い。 

●情報提供は無料ですが、受信により発生する通信料などの費用は自己負担となります。 

●その他、利用条件・注意事項等については、配信登録フォーム掲載の「利用規約」に同意のうえ、登録手続きをおこなって

いただきます。 

 
〔〔〔〔防災情報防災情報防災情報防災情報〕〕〕〕    

・台風、大雨洪水警報等の気象情報 

・災害情報、災害時の避難勧告や被害状況、 

避難所開設情報等 

担当：市民生活部/防災課 

内線 2531・2535 
 

〔〔〔〔学童保育所情報学童保育所情報学童保育所情報学童保育所情報〕〕〕〕    

・災害発生時の緊急連絡 

・学童保育所の生活に関する安全安心情報 

担当：子ども家庭部/子ども育成課 

                     内線 1300・1301 

 
 

 
詳しくは、 

立川市役所 042-523-2111(代表)より 

 各情報の担当課へお問い合わせください。 
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登録手順

re@kmel.jp 

登録用メールアドレス

①登録用アドレスを新規メールの宛先欄に打ち込み、

空のままメールを送信する。

②数分後に、立川市からメールが届きます。その

メールの中にあるURLをクリックします。

ピピピ ・・

選択する

登録完了！

④質問に答えたら、ページ下部

の『送信』ボタンを押してください。
次にご回答された内容の確認
ページが表示されます。間違えな
ければ『登録完了』ボタンを押して
ください。これで登録完了です。

数分後に、立川市から登録完了
メールが送られてきます。

※メールが届かない場合には、お使
いの携帯電話で「指定受信設定」がさ
れていないかご確認ください。

バーコードリーダー

付きの携帯の方は

QRコードを読み

取ってそのまま送信

メールが届く

削除手順

①削除用アドレスを新規メールの宛先欄に

打ち込み、空のままメールを送信する。

②立川市から登録削除完

了メールが送られてきます。

ピピピ ・・

空メール送信

de@kmel.jp

削除用メールアドレス

※お使いの携帯電話で「指定受信」をされている方は、空メール送信前に

@city.tachikawa.lg.jp というアドレスを受信可能に設定してください。

※登録情報の管理・メール配信は、業界最高水準の安全性を誇るトライコーン株式会社のメール配信 ASPサービ

ス「クライゼル」を採用しています。その為、空メール送信先アドレスのドメインが「 kmel.jp」となっております。

※通信状況により携帯会社のサーバーで止まっている場合がございます。

バーコードリーダー付き
の携帯の方はQRコードを
読み取ってそのまま送信

https://krs.bz/tachikawa/m/reg
*******というURLを選択してク
リック（接続）します。

登録内容更新手順

①登録用メールアドレスre@kmel.jpにアクセスします。

②返信メールを受信。本文にある更新用URLにアクセスをする。

③現在の情報を更新する。
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登録内容をご自身で変更したい方は、こちらの手順で内容を更新することが
できます。

③登録フォームが表示された

ら質問項目をお答えください。

ご自身のメールアドレスはすで
に入力されておりますので、手
を加えず下の質問項目にお答
えください。

学校情報、学童情報、保育施
設情報は、情報配信を希望す
る施設（お子様が通っている施
設）を選択してください。

■メールアドレス

■希望する情報を選択

して下さい。

□防犯(不審者)情報

メール

□防災情報メール

■該当のカテゴリ

■所在地町名

選択してください

選択してください

■学校情報

情報配信を希望する学

校（お子様が通ってい

る学校）にチェックを入

れてください。

□第一小学校

■学童情報

情報配信を希望…
□多摩川学童保育所

■保育施設情報

情報配信を希望する…
□ 羽衣保育園

送信する

③削除フォームが表示されたら削
除ボタンを押してください。

■メールアドレス

****@***.ne.jp

削除する

メールが届く

削除フォーム用のURLを
クリックします。

最後に削除完了メールが届きます。

バーコードリーダー

付きの携帯の方は

QRコードを読み

取ってそのまま送信

※この時の返信メールは、まだ立
川見守りメールに登録されていない
場合には登録用のURLになります。

登録削除完了


