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百道浜校区自治連合会６月定例総会議事録 

                                   
◆日時    平成１７年６月４日（土） １９：００～２１：００ 
◆場所    百道浜公民館 地域団体室 

◆出席者   会員１８名＋代理人２名＋委任１名  欠席３名 

６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) 添島 隆則  自治会長 出席 

１丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 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) 川述 正幸 自治会長 代理人 

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) 徳永 千加子 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 吉村 孔作 自治会長 代理人 

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) 梶山 美知子 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） 花田 康行 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 委任 

４丁目２区（クリスタージュ） 山下 謙二 連合会長 欠席 

公民館 青柳 和敏   館長 出席 

ＰＴＡ 久原 博樹 同会長      欠席 

民生委員 常松 まゆみ 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 出席 

体育振興会 尾形 洋之 同会長 出席 
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 同会長 出席 

 

■開会   

○ 議事に先立ち、｢西部ガスミュージアム跡地計画｣について西部ガスＫＫ､積水ハウスＫＫが計画
概略の説明に見えた。 
・西部ガスは介護付有料老人ホーム（居室数：約１50室、地下 1階/24 階+ＰＨ階、地上約 90ｍ、

工期：平成 18年 1月～平成 19年末頃を予定）。 
・積水ハウスは分譲集合住宅（住戸数：約 90戸、地下 1階／地上 25階+ＰＨ階、地上約 97ｍ、
工期：平成 18年 1月～平成 20年 1月頃を予定）との説明があった。 

・質疑｢有料老人ホームの所有形態は？｣ 回答、｢所有ではなく終身利用権です｣ 
・その他の質問、要望は自治連合会で取りまとめ提出し回答をもらうこととする。 
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■議事（敬称略） 

１． 決算報告（伊藤事務長から説明）・・・資料１ 
5 月定例総会で 16 年度の収支報告がされ決算内容については問題無かったが、監査報告書が添付さ

れていなかった為改めて添付の上承認された。 

 

２.夏まつり実行委員会報告（堤委員、江口委員長から説明）・・・資料２ 
・ 5 月 21 日（土）委員８名が出席し夏まつりを７月 23 日（土）17:30～20:30（雨天決行）に決定。 

 ・ 雨天の場合、体育館及び其の渡り廊下、多目的ホールで行う（理由はリース料等を予算内に収める

ため）。りース器材については１丁目在住の太田さんの協力により借用する。 
・ 用具については、各所から借用する。 

百道浜公民館より紅白幕、小学校より音響器材、テント、大太鼓（保険をかける必要あり）法被 
  （子ども用）、百道サッカー愛好会より照明装置×2 基。 
・ リースする縁日セットについては事前に自前で何が用意できるかを検討し極力自前で行う。 
・ 盆踊りの練習については 4 丁目在住のプロ日本舞踏家に協力をお願いする。 
・ 各団体への呼びかけは自治連合会各種団体、公民館各サークル、PTA 関係、子供会、老人会、シー

サイドクラブ、インターナショナルスクール、養護学校、福祉プラザ等々へおこなう。 
・ 夏まつりの予算案・事業計画は７月定例総会へ立案・提示し承認を得る。 
・ ポスター作成は小学校に協力を依頼する。 
・ 出演依頼は小学校器楽部、ジョイフル・ロイヤルホスト、むつみ会等々へ。 
・ 出店の収支については、仕入れ・売上げ全て出店元とする。 
・ 場所代はとらず、各団体より 1～２名程度の人的協力を募る食品､酒類販売に。ついては保健所等に

確認する。 
・ 次回 6 月 18 日（土）19 時より公民館での、夏まつり実行委員会に出演団体、出店団体の代表にも

出席のこと。 
３.新年度役員自己紹介  
 ・ １丁目１区添島自治会長、１丁目 5・６区川延自治会長（代理人）、1 丁目 8 区徳永自治会長、 
   3 丁目 1 区吉村自治会長（代理人）､4 丁目 2 区梶山自治会長、4 丁目５区花田自治副会長、 
   前伊藤監事、前福原書記にはそれぞれ、事務局長、幹事をお願いする。また、大森氏に事務局サポ

ートお願いする。 
 
４.17年度予算案について（伊藤事務長から説明）・・・資料３ 

１）予算査定 予算要求額―約 350 万円 
       査定額―295 万円（補助金 270 万、会費 22 万、繰越金活用 3 万防犯・防災関係） 
 〈査定方針〉 
・ 今年度要求項目と前年度執行額の比較検討（夏まつり中止による追加補正額は考慮外） 
・ 福岡市の別途予算対象事業は、原則として補助対象にならないので厳格に査定。（公民館事業等） 
・ 必須事業は、出来るだけ既存事業とリンクして実施。 
・ 延べ６時間以上執行部会議と面談、電話でのヒヤリングと役員間の電話、メール等で総合的に 

判断して決定。 
・ 新春のつどいは、予算縮減と場所の確保の点から中止、子育てサロンは、バスハイク（６万円）

が査定で落ちたので全体（８万円）を取り下げ、別途｢はじめの一歩事業｣へ予算申請する事とし
た。 

 
２〉予算の執行手続き 
・ 各事業団体は項目・内容を修正し６/17 までに配布した様式で「○○事業計画書」を伊藤事務長ま

で提出のこと。事務量削減のため出来るだけメール提出をお願いする。（メールの場合は連合会、
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山下会長、伊藤事務長の３ヶ所あて、） 
・ 他の 2 様式「事業収支計画書（予算書）」、「委員会員名簿」も 6/17 までの提出期限を厳守。 
・ 17 年度実行の事業報告は、其の日のうちにデジカメ写真と参加人数、コメントを添付の上送付く

ださい。百道浜ＷＥＢ上で住民の皆様に周知し行政が確認する事により年度末の書類での提出は
免除されます。 

・ 補助金は内容確認の上 7 月中旬上期分入金後振り込み予定。但し、下期は期末決算,来期予算を速
やかに提出することの担保として四半期分の支払を保留する。 

  注 今のところ 1 月に来期予算提出、2 月に期末仮決算を計画。 
 

５. 7月定例総会について 
・ 日程：7 月 2 日（土）午後 7 時より（役員午後 6 時 20 分、会員午後 6 時 50 分集合） 
・ 場所：百道浜公民館 
・ 議題：夏まつり等について 
  

 

■報告･連絡、その他 

  ・ クリーンアップ百道浜（ゴミ連 柴崎会長から説明） 
    １.日   時 6 月 12 日（日）午前 9 時（受付開始）～ 
    ２.集合 場所 マリゾン入り口 
    ３.持参する物 軍手 
     *各自治会参加願いたい。 
 

・ 広報物配布費用（公民館だより等）の後期分配布された。 
 
   
    
 

■閉会 


