
百道浜校区自治連合会 平成 18 年度 10 月定例総会 議事録 

 

■開催日  平成 18 年 10 月 7 日（土曜日） 19:00～20:40 

■場 所  百道浜公民館 1 階講堂 

■出席者   

10 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) 古閑 博 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) 古賀 之士 自治会長 代理 

１丁目４区(サンパティーク) 上山 卓朗 自治会長 出席 

１丁目５区・６区(センターステージ) 古海 美保 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) 田口 茂夫 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 佐久間みな子 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 織井 由美子 自治会長 出席 

３丁目２区（アクアコート） 井手 慶吾 自治副会長 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) 柴崎 正廣 自治会長 出席 

４丁目２区(クリスタージュ) 伊藤 芳美 自治会長 出席 

４丁目３区(サウスステージ) 北山 英夫 自治会長 出席 

４丁目４区(戸建） 久永 明 自治会長 出席 

４丁目５区（アトモスももち） 衛藤 良範 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 梶山 美知子 館 長 代理 

ＰＴＡ 中山 聡 同会長      出席 

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 田中 豊太郎 同会長 出席 
青少年育成協議会 中川  正次 同会長 出席 

老人クラブ 堤  信雄 同会長 出席 

防災対策 
 

大村 繁雄 
宮山 洋志 

同事務局長 出席 
欠席 

広報事務 大森 光洋  出席 

 

議 事  柴崎副会長の進行により以下の通り行った 

■ 福岡市港湾局より説明 

福岡市港湾局の方より、RKB 北側（福岡タワー西側）遊休地の処分方針が決まったこ

とについて、別紙―①の通り説明があった。公募はプレスリリースを行うほか、10 月

15 日付の市政だよりに掲載する。 



■ 旧中学校用地（高木学園）計画について説明 

高木学園から 4 名が出席し、これまでの進捗状況および今後の予定について、資料に

基づき説明があった。 

?? これまでの地元との協議に基づき、建物高さを低くしたり建物形状を変更したり

という、設計変更を行った 

?? アクアコート自治会とは 9 月 22 日に合意に達した 

?? 総合設計の審査承認を終えており、今後は基本設計の変更は出来ない 

?? 今後は、空調室外機置場の問題や病室からの見下ろし対策、敷地緑化についての

検討を行う 

?? 早ければ今年 12 月に着工、学校を平成 20 年春に開校し、病院は平成 21 年春に開

院したい 

?? 全室個室（約 20m2）であるが、一般的な医療保険で利用可能な金額（1 万～1 万

5 千円／日程度）水準とする 

?? 一般外来も設け、対象を特定した施設とはしない 

?? 最新鋭の検査診断装置を導入し、地元の医療機関との共同利用を考えている 

?? 体育館、図書館、レストランなど施設を開放する 

《質疑応答》 

Ｑ．ゼネコンはこれから決定するとのことだが、現場の仮囲いをする業者はどこか？ 

Ａ．ＥＳ三菱である。 

Ｑ．現在、敷地フェンスに交通安全の横断幕を張っているが、仮囲い後はどうするか？ 

Ａ．そのまま仮囲いに移設したい。 

 

■ 議  事 

 

１．百道浜小学校校庭全面芝生化 

?? 校庭の芝生化について自治連合会として取り組むことについて了承された 

《質疑応答》 

Ｑ．芝生の維持管理について、全住民に強制しないで欲しいとの意見がある。 

Ａ．関係する（小学校を利用する）団体で維持管理を行う考えである。小学校と縁が

無い住民にまで強制することはない。 

Ｑ．芝生化の範囲は？ 水遣りの水道使用は？ 

Ａ．範囲は、市との協議の中で検討していく。水道は、校庭に敷設されている中水道

を利用できればと考えている。渇水時には、芝生の生育に影響が及ぶ（枯れてし

まう）ことも仕方が無いと考えている。 



 

２．百道浜公民館文化祭助成金 

?? 11 月 18、19 日に開催される文化祭に対し、自治連合会より 2 万円を助成するこ

とが了承された 

 

３．平成 18 年度上期決算 

?? 各団体からの報告を受領した。未提出の団体は速やかに提出を 

 

４．早良区長との懇談会 

?? 区長との懇談会が 10 月 14 日 18 時から開催されるので、参加して多くの意見を出

して欲しい。自治会代表者に限らず、希望者は誰でも参加可 

?? 3 年に 1 回のペースで開催されており、前回は平成 14 年に開催されている 

?? 今回は「美しい街、百道浜」をテーマに考えている 

《質疑応答》 

Ｑ．住民から意見を集約する時間が無いが、懇談会の開催はいつ決まったのか？ 

Ａ．9 月 28 日に決まった。 区長には既に企画課を通じて、地元の問題を 10 項目ほ

ど伝えている。 

Ｑ．どのような項目を伝えているのか？（重複しないために教えて欲しい） 

Ａ．後日、定例会の参加者に配布する。 

 

 

５．餅つき大会（献血事業） 

?? 12 月 10 日（日曜日）に恒例の餅つき大会を行う 

?? 献血は自治連合会活動の必須事業であり、また献血バスには休日の出動をお願い

しており、100 名以上の献血をお願いしたい 

?? 各自治会から、搗き手として 2～3 名、献血には 10 名の協力をお願いしたい 

?? 600 食の大鍋を提供するが、野菜等の下拵えにも協力をお願いしたい 

 

６．定例会開催時間の繰上げ 

?? 従来通り 19 時から開催することを確認した 

 

７．各委員会等より 

?? 「福岡市西部副都心地区まちづくり調査」について、これまでは連合会長が手弁

当で参加してきたが、実費を連合会予算で負担する 



?? （公民館）11 月 18、19 日に公民館文化祭を開催する。福岡県公民館連合会から

表彰されたことを記念して、11 月 18 日午前中に表彰式とサークル・団体代表者の

参加による懇親会を催す。11 月 19 日にはガレージセールも計画している。17 日

の準備には男性のお手伝いもお願いしたい 

?? （PTA）10 月 5 日に 2、4、6 年生の音楽発表会を開催した。19 日には 1、3、5

年生の発表会を開催するので地域住民にご参加をお願いしたい 

?? （PTA）11 月 11 日には午前中に授業参観、午後にははまっぴフェスタが開催され

るので、地域住民はどなたでも参加して欲しい 

?? （民生委員）9 月 18 日には敬老会を実施した。10 月中に要援護者台帳を作成する

予定 

?? （交通安全）9 月の車椅子パトロールは延期した。1 丁目のハイアット横変電所の

違法駐輪対策は、プランターを置くことで解決した 

?? （交通安全）10 月 7 日に自転車交通安全教室を開催した 

?? （青少年協議会）9 月 30 日に小学校でお月見会を開催し、大盛況であった 

?? （青少年育成協議会）今後、地域パトロールを実施するので参加をお願いしたい

（別紙―②参照） 

?? （体育振興会）10 月 22 日にシティマラソンが開催される。交通規制にご注意を 

?? （体育振興会）10 月 29 日に、三世代グラウンドゴルフ大会を、老人クラブと共

同で開催する 

?? （老人クラブ）9 月 18 日に、自治連合会として初めての敬老会を開催し、約 60

名が参加した 

?? （老人クラブ）10 月 31 日には小学校で、「おじいちゃん・おばあちゃんの知恵に

学ぼう」と名打ち、伝承遊びの行事を行う。12 月 10 日の餅つきでも、子どもた

ちに遊びを伝承するイベントを計画している 

?? （防災）大枠の承認を得て、現在は各論の協議を行っている。先月の台風のとき

の行政の対応、自治会の対応についても考えるところがある。来年 2 月には報告

を取りまとめたい。次回会議は 11 月 4 日 17:30 からを予定 

?? （ゴミ減）10 月 25 日（水曜日）10 時から、「ポイ捨て防止清掃キャンペーン」（約

1 時間）を実施する。多くの方の参加をお願いしたい（別紙―③参照） 

?? 堤さん（老人クラブ会長）が、永年の献身的な地域清掃活動に対して、福岡市か

ら感謝状が送られることになり、10 月 29 日に授与式が行われる 

?? 台風後の後始末について、行政の窓口を紹介して欲しいとの意見があった 

?? 9 月 21 日夕方に、校区内で強盗未遂事件があった。緊急時の連絡体制についての



検討会を設置する意見があり、連合会長の責任で今後検討することにした 

?? 次回の定例会は 11 月 4 日 19 時からを予定 

 

以 上 


