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平成30年度坂本町市政協力員及び自治会長の皆さんです！

地区名 市政協力員名 自治会名 自治会長名 地区名 市政協力員名 自治会名 自治会長名

坂本西部第１

予定時間 場所

4月24日
(火)

 9:00～ 9:05 古田公民館前

4月26日
(木)

坂本深水第２ 鶴田 光明
平　野 鶴田 光明

坊ノ木場 水本 龍清

小　川 木下 雄二 上片岩 早水口孝男木下 雄二

古　田 満山 知利

坂本藤本第１ 川口　堯
（坊ノ木場）

袈裟堂 宮川 信也 下片岩 入口 昌文

坂本西部第２ 亀山 正文
下今泉 木村 喜一

坂本藤本第２
湯本 親之
（油 谷）

油　谷 江崎 民代

上今泉 亀山 正文 坂　本 谷口 博孝

坂本西部第３ 中津 龍彦

渋　利

川　口 橋本 末敏 荒　瀬

段 中津 龍彦 松　崎 松田 仁人

横　石 中野　 健

坂本藤本第３
平野 和臣
（荒 瀬）

合志野 米　 正美

宮田 　繁

喜多岡信一

坂本深水第１ 山口 龍秋
下深水 山口 龍秋

坂本藤本第４

坂本西部第４ 松本眞佐彦
原女木 松本眞佐彦

髙木 一成

嶽 福島 只好 下葉木 平山 直喜

道田 誠二

蓑田 孝幸
藤　本 蓑田 孝幸

板ノ平 松嶋シゲノ 大　門 有田美代子

松坂　 豊

坂本中谷第１ 村上　正
衣　領 松岡 美克 上鎌瀬 中尾 穂積

木々子 村上 　正 三　坂 園川 民平

坂本深水第３ 松田 三男
上深水 松田 三男 上葉木

九　折 吉川　 論

坂本中津道第１ 中尾 穂積

下鎌瀬

坂本藤本第５
上村 　明
（佐瀬野）

佐瀬野

坂本中谷第３ 山方 信介

生名子 三浦　 明

坂本中津道第３

中川 秀徳
中津道 中川 秀徳

小　崎 谷﨑 　進 枳之俣 松永 末廣
坂本中谷第２ 谷﨑　進

馬　廻 小笠原憲一
坂本中津道第２

福山 善喜

横　様 山﨑 由光

瀬　高 遠山 正光 市ノ俣 中川ミツ子

下代瀬 山方 信介 瀬戸石 福山 善喜

中谷川口 冨永 建紀 西鎌瀬 村上 　守

坂本中谷第４ 松本 良弘
小崎辻 橋本 貞子

坂本田上第１

坂本鮎帰第１ 右田 貫治
早　水 日隈 惠子

坂本田上第２

田中 光一

破　木 羽木 信夫

大　林 松本 良弘 与奈久 宮坂 隆行

古屋敷 右田 貫治 女　原 田中 光一

小川 壽蔵

下　鶴 小川 壽蔵

日田地 生嶋 弘生 中　鶴 谷口 春雄

日　光 坂口 隆雄 上　鶴 宮坂 次男

石　丸 坂口 謙二

登　俣 橋本 純一 中　畑 久保田信美
坂本鮎帰第２ 大塚 松美

稲　入 中田 博美

坂本田上第３

辻 藤田 裕二

坂本百済来第１

期日 予定時間 場所 期日

坂本百済来第２
橋口 尚登
（馬 場）

馬　場 松寺 雄一
※市政協力員氏名下の（　　　）

山　口 田中 洋祐
  内は、自治会長を兼務されない

板　練 田中 良一
  市政協力員の所属自治会名です。

小川内 小川 一富

水本 正一
（板 持）

板　持 鶴本壽次郎

坂本鮎帰第３ 瀧本 博明
責

平成30年度坂本支所管内狂犬病集合注射のお知らせ

　　※※注意事項※※

　●　開始直後は大変込合いますので、周りの犬にご注意下さい。

　●　犬と一緒に持参するもの　　・申請書 (同封の用紙　問診票を事前に記入すること)

　　　　　　　　　　　　　　　　・注射料金　3,100円 (新規登録の場合　別途3,000円)

　●　注射会場での犬の行動は、連れてきた方の責任となります。

　 　 また、注射をする際は、犬を抑えていただきますので、必ず犬を制御できる方でお願いします。

　●　犬の体調が悪かったり、都合が合わなかったりした場合、 無理をせず、動物病院での注射をお勧めし

　　　ます。

　下記の日程で、狂犬病の集合注射を行ないます。

 9:00～ 9:10 下片岩公民館横空地

 9:10～ 9:20 西部地区多目的集会施設  9:20～ 9:30 日田地（日田地橋付近）

《問い合わせ》

地域振興課　総務振興係　　☎ ４５－２２１１

毎月１１日は『人権を確かめ合う日』です。

立本 勝久 大門瀬 淵上 次男

川原谷 瀧本 博明 鬼　丸 中村 和人

（敬称略） 陣之内 谷口 秀人

久保田信美

寺前瀬 大浪 和久

大　平 大塚 松美

10:10～10:20 平野（二俣橋付近） 10:20～10:30 合志野（和嶋横駐車場）

10:40～10:50 青少年センター（プール横広場） 10:35～10:40 渋利公民館前

 9:25～ 9:40 今泉（松泉閣下広場）  9:35～ 9:45 大平（三叉路付近）

 9:50～10:00 原女木公民館前  9:55～10:00 旧責分校前

10:20～10:30 寺前瀬（ＪＡ坂本支所前） 　　☑簡易水道使用料４月分〈３月使用分〉

11:00～11:05 木々子公民館前 10:50～11:10 坂本支所前

11:20～11:40 坂本支所前

11:20～11:30 鶴喰生活改善センター 　さい。

《問い合わせ》 ※納期限が土曜日、日曜日にあたる場合は、次

10:40～10:50 久多良木地区多目的集会施設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

10:55～11:05 小川内公民館前（山口地区） ※納付にお困りの場合は、お早めにご相談くだ

4月25日
(水)

 9:00～ 9:10 藤本公民館前 ★☆★市税等の納期について★☆★

 9:20～ 9:30 佐瀬野公民館前 ５月１日（火）納期限のものは

 9:40～ 9:50 下鎌瀬（宇曽越橋付近） 　　☑国民健康保険税　　　　１期

 9:55～10:05 三坂公民館前 　　☑介護保険料　　　　　　１期

　　地域振興課　市民サービス係　☎ ４５－２２１２ 　の月曜日になります。

≪平成３０年度　行政相談所開設のお知らせ≫
《問い合わせ》

　行政相談は、国の委嘱を受けた行政相談委員が国、県な
　地域振興課　市民サービス係

どの施策について相談や苦情をお聞きして、解決のお手伝
　　　　☎ ４５－２２１２

いをするものです。

　●行政相談委員　　　森上 幸久 氏（上葉木）

※電話による相談　・行政苦情１１０番　　☎０５７０‐０９０１１０

《問い合わせ》

地域振興課　市民サービス係

　☎ ４５－２２１２

　今年度も、毎月第４週の火曜日（祝日の場合は翌開庁日）

の午前１０時から午後３時まで開設します。

　平成３０年度の開設予定は、右記のとおりです。

　なお、電話での相談もできますので、お気軽にご利用下さい。

　●場　　　　所　　　坂本支所　２階会議室

市税等の納付には、便利で確実な

口座振替をおすすめします。

【平成３０年度開設予定日】

４月２４日（火）

５月２２日（火）

６月１９日（火）

７月２４日（火）

８月２１日（火）

９月１８日（火）

１０月２３日（火）

１１月２０日（火）

１２月１８日（火）

１月２２日（火）

２月１９日（火）

３月１９日（火）

～次回の行政相談のお知らせ～
と き ： 平成３０年４月２４日（火）

時 間 ： 午前１０時～午後３時

場 所 ： 坂本支所 ２階会議室

行政相談委員 ： 森上 幸久 氏


