
百道浜校区自治連合会１２月定例総会議事録 
                                  

◆日時    平成１６年１２月４日（土） １９：００～２１：３０ 

◆場所    百道浜公民館講堂 

◆出席者   会員１６名＋代理人２名＋委任０名  欠席４名 

１２月定例総会出欠表       

自治会・委員会名 氏  名 地域役職 出欠 

１丁目１区(イーストステージ 1,2,3,7 棟) 熊懐 弘毅 自治会長 代理人 

１丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 出席 

１丁目３区(ネクサスシーサイド) 川波 時治 自治会長 出席 

１丁目４区(サンパティーク) 大田 四郎 自治会長 欠席 

１丁目５区・６区(センターステージ) 保留     

１丁目７区(パークハウス・シャトレシーサイド・スリーエム) 伊藤 隆昌 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 国武 美智代 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 平田 素子 自治会長 出席 

３丁目２区（アクアコート） 福原 正夫 自治会長 出席 

３丁目３区(ミサワホーム) 周藤 和利 地区代表 出席 

４丁目１区(ネクサス百道・アルティコート) 宮山 洋志 自治会長 出席 

４丁目２区(クリスタージュ) 山下 謙二 自治会長 出席 

４丁目３区(サウスステージ) 保留     
４丁目４区(戸建） 久恒 喜成 自治会長 出席 

４丁目５区（アトモスももち） 大村 繁雄 自治会長 出席 

４丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー） 柴戸 陸史 自治会長 欠席 

公民館 青柳 和敏 館長 欠席 

ＰＴＡ 金堀 雄二 同会長 出席 

民生委員 坂井 陽子 民生委員 出席 

ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 柴崎 正廣 同会長 代理人 

体育振興会 尾形 洋之 同会長 欠席 
交通安全推進委員会 川口 源 同会長 出席 

青少年育成協議会 江口 展章 同会長 出席 
老人クラブ 堤 信雄 会長代行 出席 

  

■開会 

議事に先立ち、以下の説明等があった。 

●百道浜地区中学校用地について・・・資料１ 

  教育委員会今林企画課長より「百道浜地区中学校用地の位置付けを廃止する」に至った経緯の

説明があり、質疑応答の概要は下記のとおりであった。 

Q１．1 クラスの定員が現状 45 名（小学校は 35 名）となっている。今後編成が変更することはないのか。 

A．中学校ではそんな話はない。 

Q2．1 小学校 1 中学校という考えも出てきているが、今後検討されることはないのか。 

Ａ．たまたま百道は 3 小学校になっているが、福岡は 2 小学校 1 中学校を基本としている。 

各自治会長は、各自治会において資料１に基づき教育委員会今林企画課長からの説明及び総会での

質疑応答の内容を説明する。教育委員会への質問等があれば各自治会で取りまとめ、各自治会はその



質問等を自治連合会ホームページに掲示して、教育委員会よりホームページ上で回答頂く、という公

開の質疑応答を行うこととした。 
 

 

●早良区緑化フェアウエルカムガーデンについて・・・資料２ 

  早良区役所の高倉総務部長、田中企画課企画係長より資料２に基づき「早良区緑化フェアウエ

ルカムガーデン」について説明があった。 

・市民参加による「花のあるまちづくり花壇」を、百道中央公園の「アラン(舟形の家)」撤去跡

の２２０㎡に設ける。 

・事業期間は平成１６～１７年の２ケ年、事業予算は都市整備局緑化推進課で予算確保しますの

で皆様のご協力をおねがいします。 

・質疑応答の概要は以下のとおりであった。 

Q1. １８年以降の予算は？ 

A. 今のところ予算の保証は無いため、森と緑のまちづくり協会の助成金等で考えて頂きたい。 

Q2. 水やり用の水道を近くに引けないか？ 

A. 近くに配管が通っているので蛇口を設備する。 

Q2. 近くのトイレにホームレスがいるが、その対策や情報を流して欲しいが？ 

A. そのようにしたい。 

●民生委員の紹介・・（ ）内は担当地域 

  松本美也子氏(百道浜１丁目１.５.６)  神宮福久江氏(百道浜 1丁目２～４.７2丁目)       

  常松まゆみ氏（百道浜 3丁目）     坂井陽子氏(百道浜 4丁目１～３) 

  金高慈子氏(百道浜 4丁目４～３１)   吉田ひとみ氏（主任児童委員） 

 

■議事(敬称略) 
１．もちつき大会（江口実行委員長から説明） …資料３ 

  日時：平成１６年１2 月１2 日（日）１２時～１４時   場所：百道浜小学校校庭 
   参加予想・目標：1,000 名   予算：400,000 円+100,000 円(福岡国際交流協会より) 
   ・当日は役割分担により決められた時間に集合。 

・今回は杵,臼共全部借用（福祉プラザ,百道小学校） 
   ・国際交流協会の助成金を受けたので、福岡インターナショナルスクール等との交流風景を撮影

し報告する。 
・もちつき中の飲み物,打ち上げ費用,杵臼借用のお礼は自主財源より支出する。 

   
２．予算案の修正と事業報告（山下自治連合会長から説明）…資料４   

   予算配分を受けている各委員会は、支出状況及び今後の執行計画を１２月中に谷口事務員に報告

すること。これを基に残執行計画を立案する。 

   
３．新春のつどい(平田自治会長から説明) …資料６ 

   日時：平成 17 年 1 月 8 日（土）18 時～20 時 
   場所：ウォーターリリー(百道浜 2 丁目ＡＩビル 1Ｆ) 
   個人負担：大人 2,000 円 子ども 1,000 円（中学生まで） 

自治連合会より補助各 1,000 円（自主財源より支出） 
   ・最終締め切りは 1 月 6 日（木）までとし、当日の役割分担が決まった。 
  
４．防災訓練（川口実行委員長から説明） 

   川口実行委員長の仕事の都合上、大村自治会長にも実行委員として協力していただくこととし、  

実施日時は再検討する。 
  
５．夏まつり検討委員会（山下連合会長から説明） 

   夏まつりの実施について、住民の意向をどの様にとらえ具体案を検討委員会を設置して検討する。

会長には堤老人クラブ会長代行にお願いし、委員は１・３・４丁目から自治会長各１名、ＰＴＡ、

青少協、体育振興、から出てもらい百道浜校長、公民館長、連合会長、にも入ってもらう。平成 17
年 3 月までにある程度の考え方を整理する。    



  
６．校区リサイクルステーションの設置 （吉村ごみ減副会長から説明） 

   マンション地区では子ども会等の活動で古紙回収が行われているため、戸建て地区に設置するこ

とで検討することとしていたが、設置場所、管理を含めた条件整備ができなかったため、百道浜校

区には設置しないこととした。 
  
７．百道松原保存運動（佐藤孝市百道校区自治協議会長から説明） 

   県有地（県研修所跡地）が民間マンション業者「ユニカ」に試算の 2 倍を超える４2 億円で売却

された。公売に際して「敷地内の樹齢 400 年の松原を極力残すように」との文言を付していたが現

段階の図面では 1 本残らず伐採することとしている。このため、少しでも松原を残すよう署名活動

を展開している。後日、用紙を届けますので協力願いたい。 
  ・各自治会で趣旨を伝え協力する。趣意書などは、できるだけ多くの人が賛同できるよう柔らかな

表現にしてもらいたい。 
  
８．２月定例総会について 

・     日程：２月５日（土）午後７時より（集合：6 時 50 分,役員は 6 時 30 分） 
・     場所：百道浜公民館 
・     議題：17 年度予算案等について 
 

■報告・連絡事項,その他 
  ・男女共同参画事業  …資料８ 
   11 月 20 日（土）10：30～12：00 百道浜公民館に松崎佳子氏（福岡市こども総合相談センター

課長）を講師に迎え実施し、男性 22 名、女性 30 名の参加があつた。アンケート調査の結果しつ

けと虐待の説明がよくわかった等々の好評であった。ただ、現役の子育て世代の参加が少ない等

呼びかけの問題点も指摘された。   

 
■閉会  


