
新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

皆様に本校の「一斉メール配信システム」への登録のご案内を致します。外出先でもスピーディーかつ、

確実に学校やＰＴＡからの情報を受け取ることができます。子ども達の安全を守り、学校やPTA活動を

円滑に行うため、また災害時の複数の連絡手段確保のため、保護者全員のご登録をお願い致します。

下記＜ご注意＞をよくご確認の上、ご登録をお願いいたします。　　　　　（登録方法は裏面）

＜ ご注意 ＞
① メールアドレスを変更された場合は、再度空メールを送信し、再登録をお願いいたします。

② 登録された個人情報は、配信以外に使用することはありません。

③ メール受信には通常のメール受信料がかかります。

④ 協賛事業所に対して、本メールへ登録した情報が開示されることはありません。

⑤ ご登録は保護者（PTA会員・PTA非会員）及び児童生徒のご家族、学校が許可する方々に限らせて頂きます。

 地域に密着して活動を行っている事業所様で、CSR（地域貢献）に、ご賛同・
 ご協力いただける事業所様を１校につき４社募集（１業種１社限定）しております。

『真喜屋小安心メール』登録のお願い

残り ４ 社募集中

一斉メール配信システム

４月28日までに登録をお願いします！

令和 4 年 4月吉日
保護者の皆様へ

保 存 版
名護市立真喜屋小学校

校長 　屋宜　健
PTA会長 　宮里　巧
　

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う「休校」に対応できるよう、必ず登録をお願いします。このメール配信システム
では担任からクラスごとの連絡（小さなお知らせや学級通信等）もできるようになります。そのためには、保護者の方々全
員の登録が必要となります。

真喜屋小安心メール

「真喜屋小安心メール」協賛事業所

学校・PTA

新着メ ール
１ 件

明日の運動会は雨のため延期になり

ました。明日は通常授業となります。

明後日が振替休日となります。

学校からの緊急連絡

インフルエンザによる学級閉鎖のご
連絡です。本日、○年×組のインフ
ルエンザの罹患者が○名になりまし
たので、学級閉鎖となりました。

インフルエンザ情報

明日は、○学年行事です。○時に体
育館に集合してください。体育館用
シューズとＰＴＡの腕章をお持ちく
ださい。多くの皆様の参加をお待ち
しています。

学年行事などの案内

○○付近で不審者が目撃されました。
本日は集団下校となります。○時頃
下校となりますので、可能な方は近
所までお迎えをお願します。不審者
の特徴は黒っぽい服装にマスク着用
で、白の車に乗って…

不審者情報

PTAからのお知らせ

○月○日は校内美化作業です。
子供たちが安全で快適な学校生活が
送れるように、ご協力をお願いしま
す。
７：００に学校校庭に集合して下さ
い。



① 「あんしんメールアプリ」をインストール（無料）
② 「あんしんメールアプリ」を起動し、「新規登録」をクリック
③ グループ画面の「追加（画面右上）」をクリック
④ 下記の登録用メールアドレスのQRコードの読み取りまたは

メールアドレスを直接入力し、「グループに登録」をクリック
⑤ 必要事項入力後「登録」をクリックし、グループ画面に登録した学校名が表示されると登録完了

※ アプリインストールによる個人情報の収集等は一切ありません

右上記のQRコードでアプリが
インストールできない場合
【 iPhone版 】

… 「App Store」
【 Android版】

… 「Playストア」
から「あんしんメール」を
検索ください

① 下記の登録用メールアドレス (QRコードまたは直接入力）へ空メールを送信

※ スマートフォンで空メールを送信する際は、件名に任意の一文字(「あ」等)を入れて送信して下さい

② 返信メール本文に記載のＵＲＬをクリック
③ 「本登録画面へ」をクリック
④ 表示された登録画面の項目を入力
⑤ 「入力内容確認」をクリック
⑥ 登録内容を確認し、「登録」をクリック
⑦ 「登録完了」画面が表示されると登録完了

 地域に密着して活動を行っている事業所様で、CSR（地域貢献）に、ご賛同・
 ご協力いただける事業所様を１校につき４社募集（１業種１社限定）しております。

←　直接入力の場合
必ず半角英数字入力

QRコード

真喜屋小安心メール 登録のしかた

「真喜屋小安心メール」協賛事業所
残り ４ 社募集中

募集中 募集中 募集中 募集中

←　直接入力の場合
必ず半角英数字入力

「真喜屋小安心メール」登録用メールアドレス

◆「あんしんメール」ご登録方法は、アプリまたはメールアドレスのどちらでも登録できます◆

makiy@ansin-anzen.jp

「真喜屋小安心メール」登録用メールアドレスQRコード

makiy@ansin-anzen.jp

○○○@gw.ansin-anzen.jp

2 3 4
■登録者名（本人氏名）
※必須

■登録者所属
※必須
⦿保護者
〇教職員

5

テクノ太郎

【iPhone版】 【 Android版】1

1

【ドメイン指定受信設定】 【ご注意】空メールを送っても返信が来ない場合
ドメイン（ anzen.jp ）指定受信の設定をお願いします
※メールアドレス指定ではありません
※設定ができない場合、この用紙をお持ちになり
各携帯電話ショップにて設定をお願いして下さい

●株式会社テクノミックス(http://tmix.co.jp/) ●
登録方法のお問い合わせは、
①学校名 ②お名前 ③電話番号
④お問い合わせ内容 をご記入の上、
株式会社テクノミックス qa@tmix.co.jp まで
メールにてお問い合わせください。

…からの緊急連絡・お知ら

せ事項・不審者情報などを

配信いたします。

仮会員登録が完了しました。

下記のURLを開き登録画面

へお進みください。

http://gw.ansin-

≪②登録フォーム≫

＊は必須項目です。

登録メールアドレス

xxx@docomo.ne.jp

■登録者名 ＊

入力内容確認 キャンセル

≪④登録画面表示≫



保護者の皆様へ

さて、保護者の皆様には欠席・遅刻の連絡において、留守電や話し中などご不便をおかけしたことが

 あったと存じます。つきましては、欠席・遅刻届の届け出方法にメールによる連絡を加えますので、次の

 いずれかの方法で、欠席・遅刻の連絡をしていただきますようお願いします。

※ メールによる欠席・遅刻届の入手・提出方法の詳細は本通知をご覧ください。

※ 確認などが必要な場合は、学校より連絡することがございます。

※ 兄弟姉妹が一緒に欠席等の場合は、再度届け出専用メールアドレスへ空メールを送信するか、

届け出完了画面の「新規届け出追加」より届け出をお願いします。

（２）電話による連絡（当日７：４５以降、できるだけ８：１５までにお願いします。）

（３）連絡帳による連絡（登校後すぐに、担任に提出するようにお願いします。）

メールによる欠席・遅刻届の提出は、以下の手順でお願いします。

スマートフォン・パソコンから、欠席・遅刻届け出システムURLに接続
▼欠席・遅刻届け出システムURL
https://www.tmix.co.jp/mailsys/sys-05187/

※欠席・遅刻届け出システムのQRコードが読み取れない場合は、

新規メール作成画面より欠席・遅刻届け専用メールアドレス

（abs-makiy@ansin-anzen.jp）へ空メールを送信してください。

※ガラケーでは、欠席・遅刻届け出システムのURLを開くことができません。

ガラケーからの欠席・遅刻の届け出は、新規メール作成画面の宛先に

欠席・遅刻届け出専用メールアドレス（abs-makiy@ansin-anzen.jp）

を入力しまたは下記QRコードを読み取り、空メールを送信してください。

※空メールとは、件名や本文を入れずに送信するメールのことです。

■欠席・遅刻届け出専用メールアドレス →

「欠席・遅刻届け」をタップ
メール起動後、空メールを送信

 返信メール本文中のURLをタップ
 「新規届け追加」をタップ

 必要事項を入力後、
 画面下部「入力内容確認」をタップ

 入力内容に誤りがないか確認後、
 画面下部「登録」をタップ

以上で「欠席・遅刻届け出システム」への登録完了です。

空メールを送っても返信が届かない方へ

ドメイン（anzen.jp）指定受信の設定をお願いします。

※メールアドレス指定ではありません。

■ドメイン指定受信設定方法 →

欠席・遅刻届け出に関するお問い合わせ

① 学校名 ② 本人氏名 ③ 電話番号 ④ お問い合わせ内容
をご記入のうえ、
qa@tmix.co.jp（受付時間：平日9時～16時）へ
メールにてお問い合わせください。

3

欠席・遅刻の学校への連絡について

4

5

（１）メールによる連絡（前日１７：３０以降、できるだけ当日８：１５までにお願いします。）

1

2

●●の候、保護者の皆様には、日頃より本校教育活動へのご理解・ご協力ありがとうございます。

■ メールによる欠席・遅刻届の入手・提出方法 ■

令和４年４月15日

名護市立真喜屋小学校　校長　屋宜　健

画面サンプル

4

欠席・遅刻届け出
システムURL

※ 裏面もご覧ください ※

２

１

欠席・遅刻届け出システムの

ホーム画面へのショートカットの

作成方法は、裏面をご覧ください。



■iPhone：Safari

■Android：Chrome

① 学校名 ② 本人氏名 ③ 電話番号 ④ お問い合わせ内容　をご記入のうえ、

qa@tmix.co.jp（受付時間：平日9時～16時）へメールにてお問い合わせください。

欠席・遅刻届け出に関するお問い合わせ

ホーム画面に「欠席・遅刻届け出システム」のショートカットを作成する

1

3 追加

ホーム画面に
ショートカットが
表示される

ホーム画面に追加2

4

追加3

4 作成する

1

ホーム画面に追加2

ホーム画面に
ショートカットが
表示される

欠席・遅刻届け出システムのショートカット作成が難しい場合は、

欠席・遅刻届け出専用メールアドレスを携帯電話の電話帳に登録してください。

5



保護者のみなさまへ

令和４年 ４月吉日

名護市立真喜屋小学校
校長 　屋宜　健　　　　　　
PTA会長 　宮里　巧　　

春寒の候、皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申しあげます。平素は本校の教育活動に対し、

多大なるご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、外出先でもスピーディーかつ確実に、学校やPTAからの情報を受け取れるよう一斉連絡メールシステ

ムを導入いたします。本メールシステムの運営は、CSR（地域貢献）の考えに基づき、これから募集する地域の

協賛事業所のご協力のもと、学校・PTA(保護者の方)は費用の負担なく全国で４，０００近くの利用校を抱える

株式会社テクノミックスの提供により運営を開始いたします。

病院・医院などの医療関係、不動産業、住宅メーカー、リフォーム会社、自動車・自転車販売、整骨院、スー

パーなどなど、地域に密着して活動を行っている事業所様で、CSRにご賛同・ご協力いただける事業所様を４

社（１業種１社限定）募集いたします。学校安心メールへの協賛は地域貢献に加えPR効果も見込めるとの事

です。

学校安心メール協賛は保護者の皆様からのお申し込みが多いそうです。保護者の皆様や地域の皆様におい

て、ご協力いただける事業所様などございましたら、学校もしくはシステム提供会社の株式会社テクノミックスま

でご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。なお、学校安心メール協賛についての詳しい情報は、以

下のQRコードを読み取りご覧ください。または、インターネットより「学校安心メール 協賛」と検索し、「学校安心

メール®協賛携帯サイト」をご覧ください。

「無料で使える学校安心メール」の
協賛事業所募集について

または、YouTubeで

「学校安心メール」を検索

【学校安心メール協賛事業所ご紹介(動画)】【学校安心メール®協賛携帯サイト】

http://www.tmix.co.jp/kyousan

資料１



学校安心メールⓇで"地域貢献"

学校安心メールへ協賛協力いただくと

★協賛ステッカー★登録用プリント
保護者・職員向けの学校安心メールⓇ登録用配布プリントに、

★登録時の返信メール
学校安心メールⓇの登録を行う画面にて、協力いただいて

★協賛メールの配信
協賛事業所決定時のメール・協賛事業所挨拶メール、

「学校安心メールⓇ」協賛中を

お知らせするステッカーを

★学校新聞やPTA新聞
学校新聞やPTA新聞または学校が発行する広報などで、

協賛事業所のお知らせを行っていただいております。

■協賛費用(1校あたり)

◉初期登録費在校生数1～100名：１万円(税別)
初回のみ

◉初期登録費在校生数101名以上：２万円(税別)

※在校生数により月額協賛費は異なります(すべて税別)

または、YouTubeで

学校安心メール協賛企業ご紹介（動画）

↓↓↓

学校安心メールⓇとは学校と保護者・地域の方を結び、

情報を共有するための一斉メール配信システムです。

弊社ではCSR（企業の社会貢献）の考えを取り入れ、

地域の信頼できる事業所様より協賛協力をいただくことで、

地域に密着して、経済活動を行っている事業所様は、

学校安心メールに協賛協力することにより、

子どもたちの安心・安全を守り、心の通いあう学校づくりに

貢献するとともに、事業所様のピンポイントでの販売促進・

1～50名まで1千円／51～100名まで2千円

101～200名まで3千円／201～400名まで4

千円

以降1～100名増えるごとに千円増

学校貢献＋協賛事業所様を５つの方法でPR！

詳しくはこちらをご覧ください

↓↓↓

【学校安心メール®協賛携帯サイト】

http://www.tmix.co.jp/kyousan

資料２



株式会社 テクノミックス
〒861-2202 上益城郡益城町田原 2081-28
テクノリサーチパーク 政府出資法人 熊本ソフトウェア内

フリーコール（平日：9時～ 17時）

0800-600-1230
info@tmix.co.jp

©TECHNOMIX

文部科学省提示の「学校のデジタル化」とは

2020年10月に文部科学省が、学校と保護者間の連絡事項を迅速に行う為、可能な限りメール
システム等の効率的な伝達手段を進めるように教育委員会に提示したもの。

テクノミックスの「学校安心メールシステム®」は

文部科学省の「学校のデジタル化」の方針に沿った機能で構成されています、すでにご利用
提供中です。全国5,000を超える小・中・高等学校及び保育園・幼稚園で採用されています。

「欠席・遅刻届け出システム」「添付ファイル機能」「アンケート機能」「進級処理・卒業処理機能」
「携帯・スマホからの配信機能」「あんしんメールアプリ」
上記の他に５０種類以上の機能やシステムが利用できます。

また、登録者一人ひとりに個別に伝達を行う、「個別掲示板システム」も開発中です。

●添付ファイル機能
ワードやエクセル、一太郎等で作成した資料を PDF に変換して、メール配信ができる機能。こ
れにより、学校便り等を直接保護者のスマホ・パソコン等に送ることができる。教職員は、資
料を印刷する手間が省けて、紙の削減や時間短縮に繋がる。

●進級処理・卒業処理機能
管理者側で進級や卒業の処理が一括でできる機能。これにより、正しい学年で個人情報が登録
できる。また、卒業生のデータも残らない為、正確な在校生のデータが管理できる。

●欠席・遅刻届け出システム
登録者が学校安心メールを利用して休みや遅刻の届け出ができるシステム。欠席・遅刻者の情
報は、教職員側のパソコンで確認ができる。これにより保護者から児童生徒の欠席及び遅刻届
の電話対応が減り、教職員の「働き方改革」に繋がる。

●アンケート機能
安否確認や行事の出欠確認等のアンケートを自由に作ることができる機能。回答結果は、リア
ルタイムで管理者側のパソコンで確認、集計ができる。また、収集したアンケートは、データ
化して編集や保存をすることができる。コロナ禍の中この機能を活用し毎日児童生徒の状況把
握を行った学校も多い。

●携帯・スマホからの配信機能
学校だけでなく、自宅や外出先からでもメール配信ができる機能。災害時の緊急配信や修学旅
行の写真の配信等、様々な場面で情報をスピーディーに保護者等に配信することができる。



株式会社 テクノミックス
◆学校安心メール「新システム＆新機能」についてのお申し込み・お問い合わせ◆

〒861-2202 上益城郡益城町田原 2081-28
テクノリサーチパーク 政府出資法人 熊本ソフトウェア内

フリーコール（平日：9時～ 17時）

0800-600-1230
info@tmix.co.jp

学校安心メール 新システム＆新機能のご紹介
文部科学省提示の「学校のデジタル化」の方針に沿った機能

教職員の働き方改革ツール

進級処理・卒業処理欠席・遅刻届け出システム

添付ファイル機能 アンケート機能

携帯・スマホからのメール配信機能 ひな形文章作成・保存機能

あんしんメールアプリ（安心メール登録・受信専用アプリケーション）

1. 学年の進級、卒業生の削除、卒業生（OB・OG等）
の項目を設定し管理者側でカンタンに移動
2. 管理画面で保護者名と児童生徒名の検索が可能

1. 年度末や年度始めの卒業生のデータ整理が不要
2. 受信が必要な登録者のみのリストに更新される

1.Excel、Word、一太郎等で作成した資料を PDF
ファイルに変換し、メールに添付して配信するこ
とができる

1. 保護者への配布物を減らすことにつながる
2. 情報の伝達がスピーディーになる

1. ひとつの質問に対して複数の回答を受け付ける事
ができる
例）PTA総会の出欠確認、安否確認等

1. 収集したアンケートをデータ化できる
2. 回答結果をリアルタイムに確認・集計することが
できる

1. 災害発生などの緊急時及び修学旅行先等、学校
以外の場所から配信ができる

1. 管理者は学校以外の場所（自宅等）からも正確な
情報をスピーディーに伝えることができる
2. 教職員の「働き方改革」としても有効で、保護者
にも喜ばれる

1. よく使うメール文章をひな形として保存が可能

1. ひな形としてメール文章を保存しておくことで
メールを作成する時間が短縮でき、迅速に配信
することができる

1. 学校から配信されたメールが、あんしんメールアプリに集約されるため、
メールの見落としを防ぐことができる
1. 安心メールシステムへ簡単に登録することができる
2. ドメイン指定受信等、迷惑メールの設定変更が不要

1. 保護者はメールによる欠席遅刻の届け出ができる
2. 管理者は、欠席者及び遅刻者一覧を管理画面より
確認することができる

1. 保護者からの欠席・遅刻届け出の電話応対が減り
教職員の「働き方改革」につながる
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