
百道浜校区自治連合会 平成 19 年度 4 月定例総会 議事録 

 

開催日  平成 19 年 4 月 7 日（土曜日） 19:05～20:55 

場 所  百道浜公民館 

出席者  下記出欠表参照 

4 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 出席 

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 出席 

ＰＴＡ 中山 聡 同会長  欠席 

民生委員 常松 まゆみ 民生委員 欠席 

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 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 

出席 

広報事務 大森 光洋  出席 

※ 新年度、自治会会長が一部変更となっていますが、まだ全体が改選されていないため 

今月は、旧の会長名となっています。５月に一括変更致しますのでご了承下さい。 

 

 

 



議 事  大屋会長の進行により以下の通り行った 

■ 議  事 

 

議事に先立ち積水ハウス株式会社より、グランドメゾン百道浜タワーⅡ期計画（2 棟）につ

いて説明があった。 

建物概要 

建築地  福岡市早良区百道浜 3 丁目（マリゾン入口交差点角、プライムメゾン北側） 

規 模  地下 1 階・地上 29 階（約 99m）、地上 26 階・棟屋 1 階（約 90m） 

住戸数  分譲 211 戸 

工 期  平成 19 年 9 月～平成 21 年 11 月ごろ（予定） 

 

Ｑ．1 階にテナントが計画されているが、どのような業種を想定しているのか？コンビニエ

ンスストアなどであれば、路上駐車の発生が必至であるが？ 

Ａ．現時点では具体的な業種の想定はないが、路上駐車が起きないよう、店舗用駐車場を

整備したい。 

Ｑ．ビル風の計算結果は？ 

Ａ．まだ計算していない。計算結果が出たら報告する。 

 

１．平成 19 年度自治会新役員紹介 

 新年度に入って自治会長が交代した自治会（1 丁目 3 区、同 5 区・6 区、3 丁目 1 区）

の自治会長の自己紹介があった 

 他の自治会も交代があれば速やかに連絡して欲しい 

 

２．蚊駆除剤の配布について 

 福岡市より蚊駆除剤が無償で配布される 

 希望する自治会は今月末までに公民館に申し込むこと（昨年は 4 自治会に配布） 

 

３．民生委員制度と改選について 

 百道浜校区は現在、民生委員 5 名と主任児童委員 1 名で活動しているが、今年度か

ら民生委員を 2 名増員する 

 活動内容概要は説明の通り 

 今年 11 月末で全員の退職が決まっており、後任を含め 8 名を選出する必要がある 

 任期は 3 年間 



 就任時に 25～68 歳の方であれば男女を問わない 

 活動費用として民生委員には年間 102,000 円、主任児童委員には年間 122,000 円が

支給される 

 選出にあたっては、自治連合会に選考委員会を設置して候補者（推薦者）を選考し

たい。委員会は連合会 3 役、公民館、老人クラブ、現役民生委員、PTA、青少年育

成協議会、交通安全推進協議会で構成する 

 

４．防災訓練の実施について 

 5 月 25 日に百道浜海岸（マリゾン一帯）において福岡市の防災訓練が実施される 

 百道浜校区としても、何らかの形での参加を検討している 

 

５．1 丁目建設予定地について 

 先月の定例会でも報告があったが、1 丁目の港湾局用地（防災センター臨時駐車場）

に分譲マンションが計画されている 

 具体的なスケジュールが決まったとの連絡が福岡市住宅供給公社からあった 

 公募の手続  平成 19 年 4～6 月（市政だより 4/15 号にて案内） 

 事業者決定  平成 19 年 7 月（予定） 

 工 事 着 工       平成 20 年 1 月（予定） 

 

６．平成 18 年度の締めくくり（大屋会長による振り返り） 

 今後の高齢化社会に備えて、民生委員を 2 名増員することができた 

 福岡県西方沖地震の反省を踏まえて、夏まつりに 64 社の協力を得る等、住民と企業

（シーサイドももち施設連絡協議会）との相互協力関係を築くことができた 

 今後もさらに磨きをかけて、「美しい街百道浜」を作っていきたい 

 

７．平成 18 年度決算、平成 19 年度予算について《会計：尾形》 

 18 年度決算の報告書は出揃った 

 各団体は 19 年度計画を速やかに提出して欲しい。計画は予算の前提となるものであ

り、計画提出がなければ市の助成金申請はできない 

 校区の予算総額は決まっており、どこかが増額すれば、どこかでその分を減額する

調整が必要となる 

 

 



８．夏まつりについて 

 7 月 22 日または 29 日に恒例の夏まつりを開催したい（選挙日程で決定） 

 実行委員会メンバーを選出する必要があるが、これまでの経験者となると候補者が

限定され負担が大きいため、未経験者にも対象を広げる必要がある 

 5 月 12 日迄に、各自治会（1 人）や団体から候補者を推薦して欲しい 

 

９．人権尊重協議会設立について 

 福岡市内で人権協議会がないのは、百道浜を含めて 3 校区だけである 

 校区内で人権侵害やいじめが発生している報告はないが、だからこそ今のうちに協

議（提起）できる課題もあるのではないか 

 高齢者、子ども、障害者を対象とした人権侵害や、男女機会均等などの問題は、ど

こででも起こりうる人権問題である 

 人権尊重協議会の初代会長として柴戸副会長が推薦され、全会一致で承認された 

 今後、選考委員会を設置し協議会メンバーを決めたい 

 

１０．各委員より 

 《体育振興》4 月 15 日（日曜日）に小学校グラウンドで、地区対抗ソフトボール大

会を開催する。1 丁目、3 丁目、4 丁目の 3 チームが総当たり戦を行うが、選手が不

足気味なので、参加・応援をお願いしたい。8:30 集合、9:00 試合開始 

 《老人クラブ》3 月 27 日に早良老人クラブとの交流を実施した 

 《老人クラブ》小学校入学式以降、4 月 11～13 日の 3 日間、街頭に立って交通指導

を行う 

 《防災協議会》3 月 10 日に、昨年度の取りまとめ報告会を開催した。次回は 5 月 13

日（日曜日）10:30～12:00 に防災実行会議を開催するので参加を（日時変更の可能

性あり） 

 《交通安全》昨年度の交通安全マップを作成したので掲示をお願いしたい 

 《交通安全》4 月 18 日（水曜日）19:00 より、自転車無灯火ゼロキャンペーンを実

施する。各自治会 2 名の参加と、ポスター・チラシの掲示をお願いしたい。印刷代

等として約 7 万円の予算を見込んでいる 

 《公民館》4 月 1 日から民間警備会社の機械警備システムに移行している。最終者退

出時にはこれまで通り施錠のうえ、カードキーで警備をセットしキーをポストに投

函（返却）して帰る。詳細はカードキーを渡す際に説明するほか、キーケースにも

説明文を付けている 



 鍵なので 

 《公民館》会議等で集会室を利用した際に、子どもが和室で飲食をして食べかすを

放置して帰る例が見られる。大人が責任を持って後片付けして欲しい 

 《公民館》公民館の印刷機を利用するとき代金算定が煩雑であるため、算定方法を

改定し簡素化する。用紙を持ち込まずに 200 枚以上の印刷をする場合は 3 日前まで

に事前連絡を 

 《公民館》今年度より新講座「百道浜カレッジ」がスタートする。会員制で定期的

に、健康、政治、環境、人権、教育、パソコン、家庭教育等の講座を開催する。5

月の公民館だより配布時に年間スケジュールを一緒に配布するので掲示をお願いし

たい。ふるって参加して欲しい 

 

１１．「ワイワイガヤガヤ塾」開催について《会計：尾形》 

 4 月 28 日（土曜日）17:00 から、「ワイワイガヤガヤ塾」を開催する。ここ数年で定

年を迎える団塊の世代（60 歳前後）を対象に、地域の人たちがざっくばらんに飲食

しながら交流できる場を設け地域の活性化を図りたい。ぜひ参加を 

 各自治会にポスター掲示をお願いしたい 

 

１２．5 月の定例会 

 5 月定例会は 5 月 12 日（土曜日）19 時から 

 

１３．その他 

 緑道の排水改善工事を行ったようだが、工事後も依然として水溜まりが見られる。

緑道中心線から両脇に向かって勾配がなければ水溜まりは解消しない。福岡市にも

確認をして欲しい 

 

以 上 


