
百道浜校区自治連合会７月定例総会議事録 

                                   

◆日時    平成１７年７月２日（土） １９：００～２１：００ 

◆場所    百道浜公民館 地域団体室 

◆出席者   会員１９名＋代理人１名＋オブザーバー１名  欠席６名 

７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) 川村 豊 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  出席 

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 出席 

３丁目２区（アクアコート） 福原 正夫 自治会長 代理人 

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) 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 出席 

４丁目２区（クリスタージュ） 山下 謙二 連合会長 出席 

公民館 青柳 和敏   館長 欠席 

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 欠席 

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 欠席 

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、日本赤十字社から社員募集の案内があった。 

■ 議事（敬称略） 

１．  港湾局大規模駐車場（福岡市港湾局 飯田総務部長、土地利用推進課 江口課長、            

           原田氏より説明）・・・資料１ 

  ・旧中学校用地廃止に伴って民間業者に処分したい 

・ 基本的な考え方としては、地元の意見を聞いて処分要綱を作りたい 

・ 西側と東側用地を一体化して、広い方の第一種中高層住居専用地域として処分した

い。 

・ 店舗等は建てられない。 公共施設等が建てられる。 

・ 民間開発を基本として考えている 

・ １２月中に処分相手を決定したいので、８月に公募を考えている。8 月 6 日（土）

の百道浜自治連合会総会で公募要綱の説明をする。 

質問   市政だよりにはいつ載せるか？ 

答え   市の広報には９月に載せる 

質問   最初の業者から所有権が移動した場合、当初の意向が次の業者に継続でき

るか？ 

答え   条件のなかに１０年間の転売禁止等制限を設ける 

質問   公民館の模型は我々が作ったものだが、住民が自由に出入り出来て活性化

できる施設を作って欲しい。 

答え   要望としてお聞きします  

山下会長より 

・各自治会に持ち帰って色々な意見を集約して、執行部としてまとめたい 

・ 百道浜 Web にコーナーを設けるので、住民も直接書き込める（この地域の住民で

あるかどうかチェックする） 

・ 各自治会として意見をまとめ、Web に書き込むか公民館へＦａｘして欲しい 

                            Ｆａｘ番号 847-9756 

  ・ 住民のコミュニケーションの活発な夏まつりの時期の前後（7 月下旬）までに各自治会

の意見を踏まえて執行部でとりまとめる。 

・ 住民の意見としてまとまれば、公募要綱、処分選考の過程にどう盛り込んでもらえるか

行政に伝える。 

質問   ある程度のイメージを提示してもらわないと自治会として意見が集めにくい        

       例えば教育福祉施設とか、高齢者の福祉施設とか景観とか・・ 

  答え   住宅も可能であるが、中学校建設を廃止した経緯があるので一般の分譲マ

ンションはないと思う。 

  意見   特別養護老人ホームとか幼稚園もある 



  質問   景観の問題や電波障害が起きないか 

  答え   都市景観条例でしばられている 

２．夏まつり（江口青少協会長より説明）・・・資料２ 

  １）盆おどり 

     事前準備として各自治会から２名出して欲しい 

     １週間前までに名前を江口会長へメールして欲しい 

     仕事内容・・会場の設営、後片付け、警備、案内等  腕章を付けてもらう 

     時間  ・・１３時からのみこしから 

     集合  ・・１２時４５分百道浜小校庭 

   みこし・・・１２：４５～１５：００ 

   設営 ・・・１５：００～１６：００ 

   警備 ・・・ 17:00～20:30(交代で警備をしてもらいます) 

   後片付け・・２０：３０～２１：３０ 

  ・盆踊りの練習の案内・・・資料参照 

  ２）子供みこし   １３時から１５時まで各地区を回る 

   雨天の場合は中止の可能性あり 

・自治会からコースの希望があれば教えて欲しい（全てのマンションは回る） 

・各自治会がコースで出迎える（コースの時間が分かった方が警備しやすい） 

・コースを入れた地図を 10 日までに公民館へ出す。各自治会の掲示板に掲示して欲し    

 い 

・ みこしの規模としては、延べ２００人を予定している 

３）出店 

・各自治会で出店を予定しているところは、参加申し込みを出して欲しい 

・ 食べ物関係を出すところは、早めにお願いしたい 

・ 尾形氏へ提出 

４）協賛品の配布 

・ ソフトバンクホークスの選手のサイン入りバットとボールやお食事券など多数の

協賛をいただいている。 

５）その他 

・ 浴衣姿で参加すると盛り上がって良い。 

・ 雨天の場合の集合時間・・・１４：４５  小学校体育館 

・ できればフィナーレに安全な範囲で花火を検討している。 

○地域ふれあい親子ラジオ体操のご案内 

  ７月２３日（土） ８：００～ 

  ７月２４日（日） ８：００～ ラジオ体操終了後百道浜小学校周辺草取り・清

掃活動の協力依頼 



   

３．１７年度予算（伊藤会計事務より説明）・・・資料３ 

   予算及び事業計画の説明を資料をもとに 

  ・ 10 月  中間決算 

  ・ 1 月  来期予算計画 

  ・ 2 月  期末決算、仮締めをやる 

  久恒副会長より・・環境美化（花づくりの会）として 30 万円予算があるが、1 丁目、3

丁目として要望があれば 7 月中旬までに申し出て欲しい。 

・ 防犯・防災の活動計画がまだ決まってない 

  ・ 7 月上旬に補助金の交付があれば、必要資料、報告等の連絡体制の整っている団体

から前期分を振り込む。（中間決算、活動報告担保 3 万円控除） 

４．８月定例総会について 

  8 月６日（土）１９：００～百道浜公民館 

  議題「港湾局大規模駐車場跡地利用について」 

■ その他 

・ 公民館資料配布棚に各自治体の世帯数を明示してはどうか 

■ 閉会 

 

 

 

 

 


