
百道浜校区自治会連合会 平成 20 年度 3 月定例総会 議事録 
開催日：平成２０年 ３月 １日（土曜日） １９：００～２０：３５ 
場所：百道浜公民館 
 

３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 欠席 

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  代理 

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 出席 

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 欠席 

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・警察官舎) 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  出席 

民生委員 元山 洋子 民生委員 代理 

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 

監事 宮山 洋志  出席 

広報事務 大森 光洋  出席 



 
■はじめに 
１、高木学園 挨拶・報告 

3 月 29 日学校施設見学会 4 月 8 日入学式   
夜間部（理学療法士・作業療法士）⇒廃止 
看護学科 ４０名⇒新設 
コンビニ・レストラン（学生食堂）⇒一般使用可能  
体育館・地域交流プラザ・IT 会議室（３００席 4 カ国語対応）⇒一般利用を検討中 

質問：学生総数は？⇒新入生６９５名 教員４７名 職員２７名 計７６９名 
自転車通学 交通ルート・時間帯は？⇒主に藤崎駅からの通学を想定  
８：３０～９：００に集中 300 台程度の駐輪スペース確保  
バイク：78 台（原付・大型含む）車：地下駐車場に 50 台駐車可 

２、マリゾンビーチスポーツクラブ   遠藤さん 
NPO 法人化報告 福岡県より認証 
7 月 19 日～21 日：ビーチライフ福岡イン海っぴビーチ（仮称）としてイベントを開催 
ビーチを利用した色々な団体が登録。事務局⇒管理事務所の中  

質問：一般への告知は？⇒基本的にはホームページで告知 
NPO 法人で営利団体ではないので企業協賛による運営 

３、グリーンプロジェクト       二宮さん  
校庭芝生化セミナー：3 月８日（土）１０：３０ 百道浜総合図書館 ３F 第一会議室で開催 
各団体においても セミナーに参加戴きたい。 
子供たちにとっていかに外遊びが重要か？等 

■議題 
１、本年度の決算と新年度の事業計画  会長 大屋 
  ＊自治連合会規約の改正 第五章 第十二条 二項 実態に合わせ変更   

各諸団体の決算が出ないと全体が締められない。 
必然的に結果報告は 6 月第一週の定例会議になる。 
＊百道浜小学校創立 15 周年記念 
百道浜 20 周年 自治会連合会 10 周年  
校庭中庭で桜の木 自治連合会から 3 本（予算 3 万円）寄付できないか？ 

 ⇒承認 
＊西部ガス アンペレーナ百道 5 月 23 日 オープン 153 室  
自治連合会へ加入 地元と連絡密 
＊ 各代表者は次年度の代表者が決まるまで責任もって実務を行って戴きたい。 
交通安全推進委員、青少年育成委員、環境推進委員等、任期切れの自治会は、後任を早く決めて 
戴き、後任が決まるまで、現役員が各委員会等に出席するようご配慮願いたい。 



 
２、新年度の助成金交付金と予算配布  会計 尾形 

新年度助成金 ２７０万⇒３１０万へ増額となる 
増額分は、防犯強化 老人クラブの更なる充実、環境整備、自治連合会長手当て、書記の手当て、

夏祭り（３５万（予算）⇒４５万かかっている）花作り、男女共同参画等、今後検討  
質問：１９年度の決算 ６月の総会で承認 事業計画は？⇒５月の総会 

３、各委員会より 
＊公民館  

公民館便り配布責任者 現会長から次期会長任命のお願い  
配布方法の確認：取りに来る・配布 配布する場合、費用が発生するので、各団体は配布枚数の

一覧表で確認の上、次期会長に必ず伝える。3 月 22 日一斉掃除 倉庫手分けして片付ける  
＊PTA  
校庭に桜の記念植樹の御礼。インフルエンザによる欠席者 ２０名。風邪を含め５０名 
先日、巨人の選手訪問があった。  

＊民生委員  
ふれあいサロン 実施報告 ３月６日福祉懇話会。  

＊体育振興会  
３月８日 体育館清掃 協力依頼  
４月２７日 校区対抗ソフトボール大会 場所：中央公園 各町内 １チーム参加お願い。 

＊交通安全  
３月２９日（土）２１：００～ 夜間パトロール 公民館スタート 
早良区代表者会議があり、飲酒運転対策、高齢者運転、自転車危険運転防止、携帯運転防止 

＊青少協 
本日最後の定例会（オープンスタイル）実施 
３月２９日 生命の教室第４回（西南学院）各自治会へパンフレット掲示依頼 

＊老人クラブ 
１月２４日 １年生との交流（昔の伝承遊び） ３月２日 百道浜音楽祭 
３月１１日 ３年生と中央公園清掃⇒公園３箇所清掃  

＊防災 
３月２３日１３：００～１５：００ 百道浜校区防災セミナー 消防現場経験者 
準備の関係で１５日までに参加人数連絡を連絡戴きたい。 
要援助者の届出 防災サポーターの募集 ３月定例会なし 

＊会計   
会計次年度事業計画３月末で提出 
事業計画に上げられた事業を実施したかどうかを区が百道浜ＷＥＢにて確認している。 
事業計画実施後は報告書・写真等を百道浜ＷＥＢへ掲載してほしい。 



 
＊人尊協 
２月５日 人権学習 それぞれの体験談発表 
２月２２日 早良区人権尊重推進交流会で小学校の授業の中に入った事を発表。 

小学校の授業での説明は初めてとの評価あり。  
３月８日 １４：００～ 早良区人権を考える委員会 市民センター 

４、本年度任期満了の各委員会等の後任者選出 会長 大屋 
PTA⇒田中さん 体育振興会⇒再任 交通安全⇒江口さん 青少協⇒大森さん     
老人クラブ⇒再任 防災⇒会長と相談して決定 

 
■ ４月定例総会  

４月５日（土）１９：００～ 
 
     

 以 上 
  


