
百道浜校区自治連合会 平成 18 年度 2 月定例総会 議事録 

 

■開催日  平成 19 年 2 月 3 日（土曜日） 19:07～20:04 

■場 所  百道浜公民館講堂 

■出席者   

11 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 欠席 

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 代理 

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 出席 

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 代理 
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 

冒頭に福岡市より、3 月 11 日（日曜日）に開催される「第 9 回シティウォーク in ふくおか」

の「5km コース」が百道浜地区を会場として行われることについて説明があった。 

 

 



１．男女共同参画事業 

 定例総会に先立ち 18 時より講堂にて、「男女共同参画社会の実現を目指して」の

テーマで講演会が開催された 

 講師は福岡市男女共同参画課長の井上京子さん 

 

２．各団体の決算について《大屋会長》 

 4 月から新年度が始まる。各団体は 3 月末に決算報告が速やかに提出できるよう、

準備をして欲しい。仮決算で過不足を各団体間で調整する 

 また新年度事業計画と予算案も早めに提出できるよう準備して欲しい 

 

３．新春賀詞交歓会報告《大屋会長》 

 1 月 13 日に新春賀詞交歓会を開催し、約 40 名の参加があった 

 地元企業関係者のほか、百道中学校 PTA 役員や百道浜小学校長も参加し、地域の

関係作りに成果があった 

 

４．各自治会長の交代について《大屋会長》 

 各自治会長が任期満了で交代する場合には、後任を早めに連絡して欲しい 

 

５．各委員会等より 

 《公民館》「図書館西口」交差点～「百道浜小学校前」交差点の区間の街路樹（低

木）が枯れており、子どもが車道を横断するなど危険な状態であったが、2 月下旬

から植替工事が行われる。工事に関して何かあれば福岡市に連絡して欲しい（都

市整備局公園管理課 711-4407） 

 《公民館》2 月 20 日（火曜日）に、ふれあい教室政治学級講演会「半年を迎える

安倍さんの通信簿」が開催される 

 《PTA》1 月 9 日から 3 学期が始まった。冬休み中に事件や事故は無く、子ども達

は皆元気で登校している 

 《PTA》高木学園の建設工事開始に伴い、通学路として従来と反対側（郵便局側）

の歩道を利用しても構わないことにしている 

 《PTA》3 月 16 日（金曜日）に卒業式が行われ、自治会関係者は招待される予定

である。終了式は 23 日（金曜日） 

 《交通安全》12 月 26 日に「車椅子による地域安全点検」を開催した。報告書は

百道浜ウェブ（ブログ）に掲載している 

 

 



 《交通安全》行政に危険箇所の改善を要望していたが、改善工事が実施されつつ

ある 

①百道タワー北側の緩やかなカーブにカーブミラーが設置された 

②図書館と博物館の間の石畳道路に横断歩道の標識が設置されることになり

現在工事中、今年度中に完成予定 

③「百道浜小学校前」交差点の信号が短く車椅子などの横断が危険であった

が、約 3 秒延長され横断に余裕ができた 

 《交通安全》このほか、高木学園工事現場の横断幕の警察署名を訂正、高木学園

のゼネコンである大林組に通学時の安全対策を要請、3 学期開始時の通学指導、等

を行った 

 《青少協》2 月 24 日（土曜日）10:30 から公民館で、子どもを犯罪から守るため

の講習会（キャップ）を開催する。インストラクターが寸劇を交えて、子どもを

守るための防衛術を指導する（大人対象） 

 《民生委員》2 月 13 日（火曜日）、26 日（月曜日）にふれあいサロンを開催する 

 《民生委員》現在の民生委員は今年 11 月一杯で任期（3 年）が切れる。後任につ

いて、各自治体から候補者を推薦するための準備をしておいて欲しい 

 《老人クラブ》三社参りを行い 28 名が参加した 

 《老人クラブ》1 月 29 日、メンバー（17 名）が百道浜小学校 1 年生に昔の遊びを

伝承し、交流した 

 《防災協議会》3 月 10 日（土曜日）11 時～13 時、公民館で、防災対策の中間報

告会を行う。3 月定例会で参加人数をまとめたい。今後は対策会議や防災訓練を定

期的に実施し、組織と予算を確保して、残された課題を継続して検討していく予

定（資料参照） 

 《ゴミ減》2 月 17 日（土曜日）に公民館で「エコクッキング」教室を開催する 

 次回定例会は 3 月 3 日（土曜日）19 時から 

 

６．その他 

 《大屋会長》ソフトリサーチパーク周辺の違法駐輪自転車について、福岡市の指

導員と朝の巡回を始めた。百道浜の住民が、バス停近くまで自転車で来てバスに

乗り換えている例が見られる。福岡タワーの周辺はきれいになった 

 《大屋会長》ソフトバンク球団からオープン戦チケットを提供したいとの申し出

があった。交通渋滞等で迷惑をかけていること等への心遣い。後日、自治会ごと

に希望枚数を集約する予定、3 月 20 日頃各自治会宛配布予定 

 《交通安全》1 月 13 日に無灯火自転車対策の打合せを行い、今後は自治連合会で



取り組んでいくこと、交通安全が幹事を務めること、2 月定例会で了承を得ること

を決めた。本日の議題に入っていないのはなぜか？ 

《執行部》国会で教育基本法の改正論議もあり、子ども達に対する指導の有り方

（家庭、学校、地域の役割）も議論がある。予算等は 3 月定例会の承認でも間に

合う。3 月定例会で取り上げることとしたい 

 

以 上 


