
百道浜校区自治連合会２月定例総会議事録 

                                   
◆日時    平成１７年２月５日（土） １９：００～２１：３５ 

◆場所    百道浜公民館講堂 

◆出席者   会員１６名＋代理人１名＋委任０名  欠席５名 

２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) 熊壊 弘毅 自治会長 欠席 

１丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 欠席 

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 欠席 

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 出席 

公民館 青柳 和敏 館長 出席 

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 委任 

体育振興会 尾形 洋之 同会長 代理人 
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、山下会長より各自治会長に配布済みの「平成 17 年国勢調査員の推薦について」説

明があり、推薦書類は３月初めに提出してほしいとの市からの要請がある｡ 

○「感染症予防対策としての蚊駆除剤（ボウフラ対象）の無料配布について」説明があり必要があれ

ば各自治会単位で担当部署に３月 11 日までに申し込むよう説明があった｡ 

○渕上氏が挨拶に来られ経営していたＡＩビル１階のウォターリリーを３月 15 日をもって閉店され

ることが報告された｡ 

■議事（敬称略） 

１．予算案の修正と事業報告（谷口事務,山下会長から説明）・・・資料１ 

体育振興にはベース等の見積を交通安全には横断幕の見積提出を要請した｡また 16 年度予算残

額約 16 万の執行については、百道浜小学校校庭に自治連合用倉庫設置に充当すること等役員会

へ一任が了承された｡ 
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２.夏まつり検討委員会報告（堤実行委員長から説明）・・・資料２ 

1 月 17 日（月）委員 10 名が出席し開催された。夏まつり意義は「相互扶助の精神」「郷土を

愛する人間形成」を培い、こどもたちに地域の思い出作りが出来るような夏まつりとする。住民

参加による手作りで一体感を高め、小規模でも息の長いものとし歴史の浅い百道浜地区の現住民

が歴史を作り将来的に成長、発展させる｡ 

   2 月 19 日(土)第二回検討委員会を開催し、予算内容等を詰める。 
 
３．防災訓練（大村実行委員長から説明）・・・資料 3 
   防災訓練は 2 月 19 日（土）16 時より（集合は 15 時 50 分）防災センターにて受講｡各自治会より 
  1 名参加のこと｡また百道浜校区の災害時の避難場所は百道浜公民館（防災無線設置済み）､百道浜 
  小学校が指定されている｡ 
 
４．献血活動（熊壊実行委員長欠席の為 3 月総会で報告） 
  実行予定日は 3 月 30 日 
 
５．町内対抗ソフトボール大会（尾形実行委員長の代理人から説明） 
  実施日：3 月 20 日 9 時～13 時 70～80 名の参加を見込んでいる｡後日資料提出。 
 
６．規約改正（山下会長から説明） 
   連合組合費改定（100 円／年→200 円／年）について説明。餅つき大会、新春のつどい等地域のコ

ミュニケーションを広げ安全・安心のまちづくりをすすめている。来年度はさらに夏祭りを行うとす

ると自主経費が不足する。夏祭りを開催している他校区並に会費の値上げを行いたい。 
   一挙に倍というのは現時点で住民の理解が得られるか疑問視する意見がでた｡自主財源が少ないこ

とは自治連合活動をより活発化させるには支障があるが住民の理解が不可欠である。必要性の根拠を

明確にして 3 月の総会に提出する。 
   解任条項の追加について説明がありその必要性は認知され原案提示の要望があった｡ 
 
７．中学校予定地（山下会長から説明）・・・資料４ 
   教育委員会は、16 年 12 月 2 日付決済で港湾局に「昭和 63 年より依頼していた中学校用地の確保

を今後の百道中学校の生徒数の動向等を検討した結果、百道中学の過大規模港化が見込まれないため、

当該用地の確保依頼を取り下げを」通知した。以後の用途は処分も含め港湾局サイドで検討すること

になるが、現段階ではまだ検討にいたっていない。用途地域は第一種中高層住居専用地域（約２､１

ｈａ）及び商業地域（東側一部約 0、2ｈａ）となっているが用途制限は面積の広いほうが適用され

るとの説明があった｡ 
   中学校予定地にマンションが建設されて百道中学校は過大規模校にならないのか。行政の判断であ

るので具体的数値は手元にないが検討していると思われる。百道浜の場合、小学生より公立中学生へ

の進学率が落ちる。 
   百道浜自治連合会として、地域の重要な課題として検討していくことが必要との意見が何人かの会

員からだされた。 
   地域の課題として行政と話すためには、個人の意見ではなく各自治会を中心に広く住民の意見を集

約し地域の意見とすることが大切である。クリスタージュ・百道タワーなどのアンケート集約の報告。 
 
８．3 月の定例総会について 

・ 日程：3 月 5 日（土）18 時より（18 時～19 時人権学習） 
・ 場所：百道浜公民館 
・ 議題：16 年度決算、17 年度予算案等について 
 

■報告･連絡、その他 
  ･各自治会、校区委員会等早期新体制確立の要請（山下会長より） 
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   4 月より新年度になるが各自治会の新体制を 4 月中までに（去年はそれを受けた連合会の執行部の

成立が 6～7 月になった。）確立して欲しい｡ 
  
  ･もちつき大会会計報告（江口実行委員長から説明） 
   大会開催費用の（¥416579）の報告があった｡ 
 
  ･新春のつどい（平田実行委員長より） 
    1 月 8 日（土）100 余名の参加があった。問題点１）企業協賛品が多かった。年間行事を通して

考えては ２）当日参加が目立つ｡出来るだけ締切日までに出欠の連絡をしてほしい。 
 
   

･百道タワー地下駐車場排気口（国武自治会長より） 
  排気口は地上 1m、地下４ｍあり網があるが劣化破損すれば５ｍ落下する。そんな所に子供が入

っているのを見かけ管理会社に善処要望するも無回答。自治連合で後押ししてもらえないか。他の

出席者から校区内で他にもマンション、施設等に危険個所が存在するのでＰＴＡを通じてまず危険

個所に立ち入らないよう小学校に生徒指導を依頼する｡ 
 
･公民館行事予定（青柳館長より） 
１. 会館 10 周年記念行事を 10 月 16 日に開催する｡ 
２. 公民館を定期的に利用している団体は 3 月 12 日 10 時より「公民館利用者清掃」をおこなう。 

各団体、サークルより 1 名以上の参加を願いたい｡ 
   ３.地域指導者の人権学習会を 3 月 5 日（土）18：00～19：0 開催する。 

 
･地域活動記事携帯閲覧可能（谷口事務より） 
  ｈｔｔ：//www.momochiblog.com/cgi/mt/mt4i.cgi 
・ 交通安全推進委員会（川口委員長） 

危険箇所（西部ガス付近、石畳付近）や横断歩道について西警察署に要望する。 
高齢者向けの交通指導をしたい旨、冊子の提供とともに報告された。 

 
■閉会 

 


