
百道浜自治協議会 平成 20 年度６月 定例総会議事録 

開催日：平成 20 年 6 月７日（土曜日） 19：00～21：00 
場所 ：百道浜公民館  

6 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) 松尾 義人 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) 藤吉 健一 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) 
池田 直継 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 湯川 清美 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 原口 裕司 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(プライムメゾンももち) 周藤 和利 地区代表 欠席 

３丁目  （アンペレーナ百道） 

４丁目１区(ネクサス百道・アルティコート) 

井上 健一 

柴崎 正廣 

館  長 

自治会長 

欠席 

出席 

４丁目２区(クリスタージュ) 伊藤 玲子 自治会長 出席 

４丁目３区(サウスステージ・警察官舎) 野口 国広 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） 未定 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） 未定 自治会長 欠席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 田中 久昭 同会長  出席 

民生委員 村井 良子 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 江口 壽彦 同会長 出席 

青少年育成協議会・広報事務 大森 光洋 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 欠席 

寄り集う友ときずなの百道浜の会 

 

監事 

柴戸 陸史 

宮山 洋志 

同会長 

 

出席 

 

出席 

       
 



   圓山副会長の進行により以下の通り行なった。 

■始めに 

１．暴走族への取り締り強化について  
福岡県警早良警察署 緒方交通管理官（警視） 碇交通第１課長（警部）  
・最近、再び顕著になっており、苦情や通報が増加している百道浜地区の暴走族

への対策として、125ｃｃ以上のバイクに対して交通規制を行なう。  
・対象区間は 市道地行百道線 百道通り交差点～よかトピア橋西交差点 

市道百道浜 2790 号線 百道浜小前交差点～マリゾン入口交差点 

    ・５月 30 日からを指導、警告の期間として６月 10 日より違反者に対しては検挙

措置をとる。 

・住民の方で対象バイク所有の方は、対象区間の通行許可証の申請を早良署にて

してください。 

・ 暴走族、違反者に気付いたら早良署へ 110 番を。 

●質疑応答事項 

・百道浜交番は夜間不在になっている。夜間こそ駐在してほしい。 

⇒人員の関係があり、西新と合同で管轄している。夜間駐在に関しては状況を

見ながら今後、検討する。 

・対象区間、対象時間以外の通行は？ 

⇒通行許可証は不要 

２．テレビ西日本「おかげさまで開局 50 周年」の記念事業について 

    坂田社長室長 

・7 月 19～21 日、社屋、タワー前緑道、百道浜ビーチを使い記念事業「ももちシ

ーサイドフェスタ 2008」を行なう。 

・時間は午前 11 時から午後６時まで、ステージは午後７時 30 分までの予定。 

 

■議題 

１． 平成 20 年度自治会役員（５月就任者）の紹介 柴戸会長 

 

２． 書記の選出 柴戸会長 

・ 池田氏（１丁目７区）に決定 

 

３． 大屋前会長のご慰労会開催について          柴戸 会長 

・９月６日 19 時から 男性 3,500 円 女性 3,000 円 

・ 会場は高木学園食堂を予定 

 

４． 会費納入の依頼及び平成 19 年度自治協議会の会計報告  尾形 会計 

・ 平成 19 年度会計報告、平成２０年度予算案 ⇒満場一致で承認 

 

５． 夏まつりへの対応について               柴戸 会長 

   ・柴戸実行委員長挨拶 

・予算(案)報告 圓山夏祭り副実行委員長 



   今年度は場所の移動に絡み、資材運搬費、ステージの設営、撤去費用等が発生。 

   紅白幕クリーニング代を計上。 

・夏祭り実行委員役割分担説明と各自治会実行委員・協力者報告 伊東副実行委員

長 

   今年度は、小学校から中央公園へ場所を移動させており、例年以上のご協力を 

お願いしたい。 

・詳細説明 大森、伊東、夏祭り副実行委員長 

全体、当日スケジュールについて 

会場レイアウトについて 

ポスター配布 

出店、ステージ発表について 

      実行委員会を 6/14、6/29、7/13 の３回開催 

      公園使用のため当日朝の設営、当日 21 時までに撤去完了。 

      時間及び予算上の制約から櫓でなくステージを設営する。 

      飲食等はグラウンドで。 

      駐車場使用は実行委員会（出店者）関係者のみ。 

      出店参加申し込み用紙は公民館へ。 

・その他 

   ８月２日に反省会を予定。 

 

６． 各団体・委員会からの報告 

【公民館】 

 ６月 21 日開催の第３回百道浜カレッジ「山笠しっとうと？」の案内 

【ごみ減量・リサイクル推進連絡会議】 

 ６月１日開催「ラブアース・クリーンアップ」のお礼 

 ６月 2８日「第１回エコクッキング」のご案内 

【体育振興会】 

 ５月 25 日開催「大なわとび大会」の報告 

 ６月 15 日開催「町内バレーボール大会」のご案内 

【交通安全推進委員会】 

 ６月 20 日「第 1 回夜間パトロール実施およびパトロール講習会」のお知らせ 

【青少年育成協議会】 

 ６月７日開催「百道浜チルドレンズミュージアム」の報告 

 中央公園のホームレスについて 

【老人クラブ】 

 ６月 10 日小学校全校生徒参加のオリエンテーリングへの協力参加 

【防災対策連絡協議会】(大村事務局長欠席のため、柴戸会長) 

 地震、火災等の防災パンフレット配布 

【寄り集う友ときずなの百道浜の会】 

 定例役員会、平成 20 年度会計報告 

【社会福祉協議会】 



 校区社協発足の報告 

 ６月６日開催の居場所づくり（麻雀教室）の報告。７月 26 日設立記念講演会のご案

内 

 

■報告 

① シーサイドももち福岡タワー西用地の状況について ４丁目６区江口前自治会長 

５月 24 日ＳＢＩホールディングスにより説明会が開かれた。 

共同事業主のレイコフグループの民事再生法適用申請により、ホテル建設着工が遅れ

ている。現在のところ、平成 21 年 2 月着工の予定。次回説明会は 10 月頃の予定。 

② シーサイドももち野鳥公園の駐車場利用計画について 柴戸会長 

ある団体の反対等もあり計画中止。 

 

■次回 ７月定例総会について 

  ７月５日（土）午後７時より 百道浜公民館 

 

以  上 


