
　子どもをねらった卑劣な犯罪が後を絶ち

ません。日頃から、子どもに身の危険を感

じたときの対処法などを繰り返し教え、練

習をさせておきましょう。子どもの居場所

がわかる携帯電話などの防犯グッズを携帯

させることも防犯対策の一つです。

■ 子どもの犯罪被害防止

■ 4月6日（金）から15日（日）は 春の全国交通安全運動

安芸高田警察署　☎ 47-0110
安芸高田市 危機管理課　☎ ・お太助フォン 42-5625

安芸高田警察署メルマガ
身近な犯罪情報などをタイムリーに配信して
います（右のＱＲコードから登録できます）

〈 子どもに教える４つの約束 〉
知らない人には
絶対について行かない

外で一人では遊ばない
定められた通学路を集団で通る
塾や習い事等への行き来は人通
りの多い明るい道を選び、友だ
ちと一緒に往復する

遊びに行くときは、ど
こで誰と遊び、何時に
帰るか家の人に言って
から出かける

連れて行かれそうになったら、
大声で叫んだり、防犯ブザーや
ホイッスルを鳴らす

地域全体での子どもの見守りと、
子ども自身の危険回避能力を向
上させましょう。

現行

➡

変更後
 船佐駅 7:22 7:15
 高宮支所
船佐小学校 7:37 7:30

 浅塚 7:55 7:48
 甲田小学校 8:00 7:53
 吉田出張所 8:24 8:17

現行

➡

変更後
 船佐駅 14:40 8:45 14:45
 乙木橋 14:42 8:47 14:47
 水谷 14:46 8:51 14:51
 今田橋 14:48 8:53 14:53
 高宮支所 14:54 8:59 14:59

増便

現行

➡

変更後
 式敷駅 14:50 8:35 14:55
 野部 14:57 8:42 15:02
 佐々部 15:02 8:47 15:07
 船佐小学校 15:03 8:48 15:08
 高宮支所 15:03 8:48 15:08

増便

現行

➡

変更後
 高宮支所 6:56 6:46
 今田橋 7:02 6:52
 水谷 7:04 6:54
 乙木橋 7:08 6:58
 船佐駅 7:10 7:00

現行

➡

変更後
 高宮支所 8:40 8:20
 今田橋 8:46 8:26
 水谷 8:48 8:28
 乙木橋 8:52 8:32
 船佐駅 8:54 8:34

現行

➡

変更後
 高宮支所 8:30 8:10
 船佐小学校 8:30 8:10
 佐々部 8:31 8:11
 野部 8:36 8:16
 式敷駅 8:43 8:23

■船佐線 平日運行便 ■バス停名の変更

■バス停の廃止

■船佐駅線 火・金曜運行便 ■式敷駅線 月・水曜運行便

船佐駅～吉田出張所（往路）

船佐駅～高宮支所（往路） 式敷駅～高宮支所（往路）

高宮支所～船佐駅（復路） 高宮支所～式敷駅（復路）

高宮支所～船佐駅（復路）

□問政策企画課　企画調整係
☎・お太助フォン42-5612
42-4376

運
動
の
重
点

・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶

「危ないよ　スマホじゃなくて　周り見て」平成30年広島県交通安全年間スローガン

※船佐駅19時40分発高宮支所行きは廃止になります。

4月1日
から

路線バス

4月1日
から

路線バス

施設の移転や名称の変更等に対応します。

バスの運行ルートの変更に対応します。

現行

➡

変更後

吉田消防署前 消防署前

資料館前 博物館前

多治比農協 シルバー人材センター

根野小学校入口 八千代小学校前

刈田学校 水無

横田診療所前 東光広場

高宮福祉センター たかみや湯の森前

来女木農協 来女木公民館

甲立小学校 甲田小学校

現行
➡

変更後

宮の下 廃止

　林野火災を防ぐために

①火災の起こりやすい場所では火を使用しない。
②たき火などをしている時はその場を離れず、離れる時には完全に消火する。
③風の強い日や乾燥時は、たき火や枯草焼きをしない。
④喫煙は指定された場所で行い、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てはしない。 
⑤火遊びをしない。
⑥焚火や枯葉焼きなど火を使用する際は、水バケツや消火器などの消火器具を
　準備する。

　消防本部では、毎月第１・第３月曜日の午前９時からお太助フォンのテスト放送を実施しています。みなさんは、

このテスト放送が急に大音量で流れることに驚かれたこともあると思います。これは火災発生時に、消防団出動指

令を行う機器が正常に機能するかを確認するため、火災時と同様の音量でテスト放送を実施しています。いざとい

う時の不具合を未然に防いでいることへのご理解とご協力をお願いします。

全国的に多くの火災が発生するこの時季、安芸高田市消防本部では、3月20日から４月20日までを
「林野火災防火月間」とし、林野での火災予防に関する意識の高揚を行っています。

■ 3月20日（火）から４月20日（金）は「林野火災防止月間」

■ お太助フォンの「テスト放送」を実施しています

火災は小さな不注意から発生します。自分の家や地域から火災を起こさない
よう、今一度火の取り扱いに十分注意してください。

平成5年4月に吉田町で発生した林野火
災は、5日間にわたり燃え続け、約250ヘク
タールを焼失しました

「広報あきたかた」についてご意見をお寄せください

政策企画課　広報・ICT係　　　jouhouka@city.akitakata.jp

広報安芸高田では「懸賞付きアンケート」掲載に向け、市
内外問わず、懸賞協賛企業を広く募集いたしております。申
し込み、お問い合わせは政策企画課までご連絡ください。

懸賞付き
アンケート
協賛企業募集

今月号でよかった内容や写真が
あれば教えてください。
取り上げてほしい内容や企画が
あれば教えてください。
広報に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

Q1.

Q2.

Q3.

アンケート
受付

メールもしくは、裏面の
用紙にご記入いただき、
本庁・支所へ設置してあ
ります広報ご意見ポスト
へ投函してください。

開催日時

講習内容
場所

申込み

4月15日（日）［ 毎月第３日曜日 ］
　午前 ２時間（短縮コース：ウェブ講習受講済の方対象です）
　午後 ３時間（普通コース）
　※なお、受講時間は変更できる場合がありますので、ご相談ください。

普通救命講習（３時間）［心肺蘇生法、ＡＥＤ使用方法、異物除去方法、止血法など］
安芸高田消防署
毎月第２日曜日まで　　　　　　　　　　    警防課救急係　☎42-3952お問い合わせ

安芸高田市消防本部・安芸高田消防署
http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/119/

☎ 42-0931　　47-1191

〈 寄附件数 〉60件
〈 寄附額 〉1,560,000円（2月分合計）
［ 平成29年度合計 ］1,241件／31,210,010円

【安芸高田市ふるさと納税寄附金額】

アソートセット・
　　苔テラリウム

園芸王国パスタイム

※写真は
一例です。

幅広い種類からセレクトし
た多肉植物の「アソートセット」や、19×26cm
のビンに複数の苔を植え込んだ「テラリウム」
など、初心者から楽しめるこだわりの商品を
お届けしています。

□地方創生推進課定住促進係
　　　　　　　　   ☎・お太助フォン42-2124
問
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