
百道浜校区自治会連合会 平成 19 年度 11 月 定例総会 

開催日：平成 19 年 １１月 ３日（土曜日） 19：00～20：20 

場所：百道浜公民館 

出席者：下記出欠表参照 

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) 副島 公男 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) 永田 成樹 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) 松永 祐介 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) 
田嶋 浩仁 自治会長 欠席 

１丁目８区(百道タワー) 中村 一範 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 足立 慶子 自治会長 出席 

３丁目２区（アクアコート） 圓山 紘一 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) 副島 嘉代子 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） 中村 和之 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） 江口 壽彦 自治会長 出席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 馬場 正英 同会長  代理 

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 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 同事務局長 出席 

広報事務 大森 光洋  出席 

 

柴崎副会長の進行により以下の通り行った。 

 



■ 始めに 

１．海浜公園駐車区画の増設について           マリゾン 麻生代表 

●説明： 

 イベント時等の駐車場不足に対応するために、福岡市海浜公園駐車場の利用時間変更と、駐車区

画の増設について検討中。現状の変更案では、海浜公園駐車場の利用時間を 7:00-23:00（現行

8:00-23:30）へ変更し、百道浜西地区：現在 136 台より 90 台増設して 226 台に、地行浜地区：現

在 89 台より 70 台増設して 159 台とする予定である。百道浜西地区では、野鳥公園の一部を、駐

車場するが、それにあわせて、現在閉鎖型施設の野鳥公園を、開放型施設へ変更する。実施は平

成２０年５月の予定。 

●質疑事項： 

Q.野鳥公園は、さらに積極的に活用したほうがいいのではないか？野鳥の会の了解は？  

A.野鳥公園の今後については、検討していきたい。野鳥の会の了解は取っている。 

 

２．百道中学校区青少年育成協議会主催講演会の案内     PTA  國武副会長 

●説明： 

 １２月１６日（日）10:00-11:30 に、百道中学校体育館において、車いすマラソンの国内第一人

者である副島正純氏を講師にお招きして、百道中学校青少年育成協議会主催の講演会を実施する。

各自治会へ案内ポスターの掲示をお願いすると共に、是非、地域の皆さんの多数参加を期待する。 

 

議題： 

１．もちつき大会                       会計 尾形 洋之 

●実行委員長の選任について： 

・実行委員長として、大森氏を推薦したい。 

 ⇒ 一同賛成。 

●実施計画案についての説明： 

・１２月９日（日）10:00-15:00、百道浜小学校グランドで実施 

・同日に、綱引き、献血、大鍋、老人会の伝承遊び、自転車無灯火ゼロキャンペーンを実施。  

・9:00 より準備開始。11:30 からもちつきスタート。 

・使用するもち米の量は、60Kg とする。（昨年は 90Kg であったが、かなり余ったため） 

・臼１回でもち米約３Kg、これをつくのに１０分程度かかる。 

・今回、石臼を２セット、軽量テントを２セットを購入予定。 

・各自治会より、もちつき大会へ２名（男女問わず）のご協力をいただきたい。 

・１２月１日(土）18:00 より、各分担責任者による事前打ち合わせを実施予定。 

・全体で３５万円の予算。予算詳細については、１２月の定例会で資料を配布する。 

・昨年までの反省点を生かし、なるべくスムーズにいくように運営する。 

●質疑事項： 

Q.各自治会からの協力者２名は、各団体委員と重複していいのか？ 

A.無灯火ゼロキャンペーン（交通安全）と、大鍋担当（体育振興）は、別枠で出してほしい。 



Q.名簿提出の期限は？ 

A.１１月３０日までに、公民館へ FAX してほしい。 

Q.雨天決行か？ 

A.小学校内の雨を避けられる場所へ移動して実施の予定。 

 

２．献血                          会長 大屋 喜昭 

●説明： 

・もちつき大会の日(12/9）に、午前（10:00-11:30）,午後（12:30-15:30）で実施。 

・400cc 献血で、採血できるのは、男女とも体重 50Kg 以上、年齢は 18 歳から 69 歳まで。 

・各自治会よりできれば１０名くらい参加をお願いしたい。 

・自治会毎に参加者名簿を作成し、公民館へ 11 月 30 日までに FAX で提出。 

 

３．公民館文化祭                      館長 梶山 美知子 

●連絡： 

・１１月１７日、１８日に、百道浜公民館第８回文化祭を実施。 

・各自治会でプログラムを掲示してほしい。 

・１１月１６日 13:00～17:00 に準備作業、18 日 15:30～ 後片付けの予定。協力できる方は参加

してほしい。 

 

４．荒瀬区長講演会                   副会長 柴戸 陸史 

●連絡： 

 12 月１日（土）１０時より人尊協設立記念の荒瀬早良区長講演会を公民館で実施予定。 

   後日 ポスター配布、掲示等お願いしたい。 

 

５．公民館館長選考委員会                 会長 大屋 喜昭 

●提案： 

・百道浜公民館館長の任期が来年３月で満了する。 

・次期館長選任のために、市からの依頼で１０名程度の選考委員会を組織する。 

・選考委員については、公正に行なうために、連合会の正副会長３名で検討し、構成したい。 

⇒ 一同異議なしで了承。 

 

６．民生委員交代に伴う引継ぎ打ち合わせ会         会長 大屋 喜昭 

●提案： 

・民生委員は、11 月 30 日で３年間の任期満了となる。 

・次期からは、６名から８名体制になる。 

・恒例となっている現委員への慰労会と新任者の歓迎会を公民館内で開催したい。 

⇒ 一同異議なしで了承。（予算は予備費自主財源を当てる） 

 



７．自治会費納入金の値上げ                副会長 柴戸 陸史 

●提案： 

・百道浜校区は、現状一戸当たり年額１００円となっているが、早良区内の他校区では、４００

円～６００円程度が一般的である。 

・来年度からの自治会費を２００円としたい。 

●質疑事項： 

Q.決算が赤字ではないのに倍額に増額する理由は？ 他の連合会の年会費に関する資料がほしい。 

A.現状では赤字にならない範囲で活動を制限して行っているのが実情。説明関連資料を作成し、

１２月１日の連合会で配布するので、各自治会で議論してほしい。 

 

８．監事１名増に伴う選任                 会長 大屋 喜昭 

●提案： 

・前回定例総会における提案にもとづき、監事１名の増員を実施する。 

・新監事として、元連合会書記の宮山洋志を選任したい。 

・さらに、増員する新監事は、定例総会の構成メンバーにしたい。 

⇒以上、一同異議なしで了承。 

 

９．新年賀詞交歓会の開催について                会長 大屋 喜昭 

●説明： 

・来年の新年会について、１月１２日（土）18:00 より、TNC ビル 1階のラ・マニーナにて開催予

定。今後案内を配布予定。 

 

１０．各委員会より 

●《PTA》 

・百道浜小学校創立記念音楽会は大成功。おやじの会をはじめ、ボランティア各位のご協力に感

謝。 

●《体育振興》 

・12 月第 1週の福岡国際マラソンでは沿道警備を担当予定。 

・11 月 23 日早良区四箇田で、ファミリーレクリエーションウォーキング実施予定。 

●《交通安全》 

・地域パトロール実施中。10 月１２日と同日夜、10 月 20 日に車椅子パトロール、11 月２日は夜

間パトロール実施。 

・11 月 10 日の 13 時より公民館にてワークショップ開催予定。安心安全マップを作成する。 

・もちつき大会時に自転車無灯火ゼロキャンペーンを実施。シールの配布等を行なう。 

・もちつき大会時に、夏祭りの残り景品でビンゴゲームを企画予定。 

●《青少協》 

・11 月２日夜間パトロールを主として塾の帰りの生徒を対象に実施 

・もちつき大会時に、綱引きを企画。 



●《老人クラブ》 

・10 月 18 日に地域清掃を実施。 

・10 月 21 日に、３世代グランドゴルフ大会実施。 

・11 月 7 日に、早良区老人会と交流芋ほりを実施予定。 

●《防災》 

・11 月 25 日(日) １１時～１２時半百道浜校区での自主防災訓練実施予定。 

 実施場所：イーストステージ 太陽の広場 

・案内ポスターを配布。各自治会、案内ポスターに防災委員（または自治会長）名を入れて、掲

示してほしい。 

 

１１．その他 

●報告事項 

・福岡市の緑化推進に長年に亘って多大なる貢献したということで、公民館のフラワーポットの

お世話で柴戸氏、戸建のフラワーポットのお世話で久永氏、志賀氏へ吉田市長から１０月２８

日表彰状が贈られた。 

・さわらエコナビ通信を配布。連合会の呼びかけで９月９日の百道浜での海岸清掃が実施された

が、同紙に大屋会長のコメントが掲載された。 

・11 月 25 日 9:00-10:00 に室見川一斉清掃実施予定。多数ご参加をお願いします。 

・大相撲九州場所（11 月 11 日～）開催の案内の配布。 

・百道浜西公園隣接地へのマンション新設に関する２回目の説明会が、11 月４日に、クリスター

ジュ内で開催。よかトピア通り側への車路設置を要請中。 

 

●質疑事項 

Q.現在、建設中の高木学園について、いろいろと情報がインターネット等に出てはいるが、学生

が数百人と聞いており、駐車場問題等心配が多い。開学前に説明会開催を申し入れられないか？ 

A. (大屋会長）通学路等については、以前に高木学園側と相談したことがある。駐車場について

は、地下に２００台規模の駐車場を建設していると聞いている。先方には、２月の定例総会で

意見交換会を開催することを依頼したい。 

 

●次回 

・１２月定例総会 １２月１日（土）19:00～ 百道浜公民館 

以 上 


