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百道浜校区自治協議会 平成２０年度 ７月 定例総会 議事録 

開催日：平成２０年 ７月 ５日（土曜目） １９：００～２０：４５ 

場所：百道浜公民館 

７月定例総会出欠表 

自治会・委員会名 氏  名 地域役職 出欠 

一丁目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 

一丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 欠席 

一丁目３区(ネクサスシーサイド) 藤吉 健一 自治会長 出席 

一丁目４区(サンパティーク) 上山 卓朗 自治会長 出席 

一丁目５区・６区(センターステージ) 松永 祐介 自治会長 欠席 

一丁目７区(ﾊﾟｰｸﾊｳｽ・ｼｬﾄﾚｼｰｻｲﾄﾞ・ｽﾘｰ M ﾊｲﾂ) 池田 直継 自治会長 出席 

一丁目８区(百道タワー) 湯川 清美 自治会長 出席 

三丁目１区(ヴェルデコート) 原口 裕司 自治会長 出席 

三丁目２区（アクアコート） 圓山 紘一 自治会長 出席 

三丁目２区（アクアコート） 井出 慶吾 自治副会長 出席 

三丁目３区(プライムメゾンももち) 周藤 和利 地区代表 欠席 

三丁目 （アンペレーナ百道） 井上 健一 館  長 欠席 

四丁目１区(ネクサス百道・アルティコ－ﾄ) 柴崎 正廣 自治会長 出席 

四丁目２区(クリスタージュ) 伊藤 玲子 自治会長 出席 

四丁目３区(サウスステージ・警察官舎) 野口 国広 自治会長 出席 

四丁目４区(戸建) 久永 明 自治会長 出席 

四丁目５区（アトモスももち） 田中 清二 自治会長 出席 

四丁目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 欠席 

民生委員 村井 良子 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 江口 壽彦 同会長 出席 

青少年育成協議会 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 出席 

寄り集う友ときずなの百道浜の会 柴戸 陸史 同会長 出席 

社会福祉協議会 金高 慈子 同会長 欠席 

監事 宮山 洋 志  出席 
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柴崎副会長の進行で以下の議事次第に従って行われた。 

 

■ 開会 

■ はじめに      

・ 早良区役所地域振興課山下係長から7月19－21日のももちシーサイドフェスタ（早

良区夏まつり）に関する案内 

・ 積水ハウス㈱福岡マンション営業部 荒井営業企画課長、清水建設㈱九州支店建築

部 松田氏から、グランメゾン百道浜一丁目（一丁目 7区）の建設工事予定の説明 

・ 高木学園 渡邊常務理事、原田事務課長らケアマネージャを含む 5名により、学園

際（7月 21 日、谷川真理氏の講演などあり）や居宅介護支援サービス開始（総合ケ

アセンターももち）の案内と説明 

・ 福祉プラザ末安氏より、ももち福祉まつり（7月 26 日）の案内と掲示物配布のお願

いと共に、地域との相互交流を強化したいとの説明（地引網への参加、子供神輿へ

の応援など） 

・ TNC より開局 50 周年記念行事（ももちシーサイドフェスタ 2008）の案内（ビアガ

ーデン開催など）やパンフレットの配布願い。柴崎副会長より、TNC からは百道浜

夏祭りに大いに協力してもらっており、広報を宜しくとの事の申し添えあり。 

・  

■ 本題 

１．夏祭り準備経過報告         柴戸実行委員長、大森、伊東両副実行委員長    

なおこれより夏祭り準備経過に関しては、伊東副実行委員長による議事進行。 

① 柴崎副会長から夏祭りの協賛金や景品へのスポンサー集めに対して企業からは好     

感触を持って対処して頂いているとの現状説明。 

② 伊東副実行委員長より、スポンサー集めに関連して、抽選券を「公民館便り」を通して

各世帯に 2枚配布している。これが無いと抽選に参加できない。当日の抽選及び景品交

換時間（1７－19 時）厳守を含めて確実に通知して頂きたいとの要請。 

③ 伊東副実行委員長より、出店 10 件（昨年 11 件）、発表 5 件（昨年 5 件）の参加応募が

あった。また神輿参加者に関しては、現時点で百道浜小学校生 169 名の参加がある。（昨

年 146 名）。なお警察・消防署への通知は済んでいる。無信号横断歩道での指導など、

安全面については交通安全部会及びシーサイドクラブが詳細な計画を立てて対応して

いる。なお、はっぴは小学校から借り受けるが、174 枚あり参加者全員に配布を予定し

ている。 

④ 役割分担については、45 名の協力者から表明を頂いている。今回、中央公園での開催と

いうことで「設営」部門に男性を重点的に配置した（18 名）。また警備に 15 名、神輿関

連に 12 名配置している。13 日の第 3 回実行委員会で協力者に対して詳細の説明を予定
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している。必ず出席して頂く様お願いしたい（協力者は 11 時から）。 

⑤ 「設営」担当大森副実行委員長より説明。テント 12 張の当日 8 時から設営と、祭り終

了後の撤収作業がある。詳細は次回の実行委員会（13 日）にて説明。 

⑥ 「警備」担当圓山副実行委員長より説明。従来の計画を基に警備計画案を策定。駐車場

など従来と異なる場所の警備などへの配慮も行っている。 

⑦ 「みこし」担当伊東副実行委員長より説明。5 箇所の休憩ポイントと 1 箇所のトイレポ

イントを設けた。ねりあるき後、参加賞として TNC 提供のキャラクターミニバッグとお

菓子と金券 50 円分を配布する。柴崎副会長から補足：百道浜小学校長より神輿につい

て子供たちへの説明を柴戸会長に要請するなど、子供たちの関心は高い模様。 

なお今回、夏祭り会場への下駄履きも許可している。 

⑧ 伊東副実行委員長より、当日の夏祭りプログラム全体の確認。雨天の場合、全プログラ

ムは中止。中止の通知は前日 18：00 に行う。なお夏祭りプログラムは各自治会に掲示

し、早急に配布予定。洗い場は公民館を用いる。神輿ねりあるきの通過予定時間はセキ

ュリティ上、ウェブ上への掲示は敢えて行わないが、小学生のみこしねりあるき参加者

に配布する注意書きには時間も掲載。 

 

以後、柴崎副会長による進行に移行 

 

２．防災、暴走族               会長 柴戸 陸史 

・ メディアで紹介された防災対策を紹介 

・ 津波発生時の避難場所に関して特に戸建住民は、近隣のクリスタージュ等のマンシ

ョンや大型建築物の確保が必要と思われる。高木学園もその一つであり、候補建物

との話し合いや各戸毎の避難計画策定を提案。地域住民と高木学園等民間施設との

間に行政が仲介することは無いが、南区において似た様な協定が香蘭女学園と地域

住民との間で存在するとの紹介を受けた。 

なお、緑道と高木学園の間の通学路の障害物は行政との協議では解決しなかったが、

高木学園が撤去して頂き小学生から非常に喜ばれている。 

・ 暴走族問題について百道浜 WEB 掲示板で議論の中心的存在である、MASA 氏と話し合

いを持った。対策案としてコンビニエンスストアの夜間営業の規制が提案され、コ

ンビニオーナー、コンビニチェーン地域責任者との協議や、西日本新聞記者も同席

した協議等を行っている。夜間営業を契約上の義務としている中、コンビニ業界と

しては猛反対しているようであるが、地域住民の総意がある場合には例外もありう

る可能性が指摘された。今後更なる協議を続けて行く。柴崎副会長からの補足とし

て、現自治協議会幹部になってからも２回早良警察署幹部への陳情に行っており、

さらに区役所へも陳情に出向いている事を指摘しておく。 
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３．講演会の紹介                       柴崎副会長 

・ 百道浜カレッジ：７月１８日（金）13：00‐14:30 EU（欧州連合）に関する講演 

・ 圓山副会長（金高会長欠席の為）が代理で説明：社会福祉協議会設立講演会を７月

26 日 10:30-12;00、百道浜公民館講堂にて開催。また福岡市社会福祉協議会の林田

常務理事と柴崎副会長と共に面談、26 日の記念講演会出席を求める。なお助成金を

既に受領している。 

 

４．公民館                          館長 梶山 美知子 

・ 百道浜カレッジの再度の案内 

・ 夏祭りに関して、既に昨日から「ゆかた着付け」や「盆踊り」の練習が公民館で盛

会に催されている。両方ともボランティアの献身的な活動で成り立っており大変で

あるが子供たちの事を思えばとの思いである。 

・ 本年の夏祭り抽選会の方式は従来と異なっている、公民会便りに添付されている抽

選券を子供たちに渡して、金券の使い方と共に説明してもらう様、周知して頂きた

い。 

・ 夏祭りの日は、公民館は基本的に 19 時まで地域住民に開放している。但し使用す

る場合は必ず氏名を記入する事。また、規定時間以降の使用する場合には個別に対

応可能である。 

 

５．民生委員                         代表 元山 洋子 

6 月末から生後 3 ヶ月の赤ちゃんのいる世帯を対象に「すこやか赤ちゃん訪問事業」を

推進、各地区の担当者が訪問。各民生委員は個別の名簿を貰っているが異なる担当地区

民生委員同士の交流は無く、対象世帯数の全体数は不明。 

 

６．体育振興会               会長 尾形 洋之 

6 月に町内対抗のママさんバレー大会を開催。一丁目が優勝、一丁目を中心のチームで

7月 13 日の早良区大会に出場する。 

 

７．交通安全推進委員会                    会長 江口 壽彦 

・ 6 月 20 日警察署からの専門家を招聘してパトロール講習会及び第一回の夜間パト

ロールを行う。講習会の席上、警察との意見交流において質問があった浜勝におけ

る強盗未遂事件については、現時点で犯人は検挙されていないとの回答を受けてい

る。 

・ 第 2回目の夜間パトロールを夏祭り前日の 7月 18 日に開催の予定。 

・ 夏の交通安全運動（7月 10 日から 19 日）のパンフレット掲示の案内 

・ 早良区交通安全推進協議会のイベントとして、7月 21 日に、ももちシーサイドフェ
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スタ会場、図書館横付近で 12：00－16；00 まで開催。白バイによる PR、パネル展

示、飲酒疑似体験、交通安全クイズ、啓発グッズの配布等が予定。 

 

８．青少年育成協議会                    会長 大森 光洋 

・ 百道中学校青少協主催による夜間パトロール（7 月 16 日）に関して当日 19 時に公

民館集合 

・ 夏祭り当日 7 月 19 日 8 時にラジオ体操を開催。子供たちにはヤクルトを配布。翌

20 日も同様にラジオ体操を行う。また同時に夏祭りの後片付けも行う予定。 

 

９．老人クラブ      会長 堤 信雄 

・ 6 月 10 日百道浜小学校オリエンテーリングを開催。小学生 596 名に対してチェック

ポイント 6 箇所を設けて、老人会を中心に公民館や自治会の協力を得て行われた。 

・ 7 月 9 日（水）早良区高齢者演芸大会が開催予定。老人会としては「見上げてご覧

夜の星を」と「聖者が街にやって来る」の発表予定 

・ 7 月 11 日（金）紅葉八幡の氏子としてコーラスを奉納 

・ 7 月 19 日（土）夏祭り「涙そうそう」ではフラダンスの友情出演を受ける予定 

 

10． 防災委員会      事務局長 大村 繁雄 

次回の防災委員会は従来と異なり 13 日（土）の夏祭り実行委員会に合わせて行う。

周知を願いたい。 

 

11. 寄り集う友ときずなの百道浜の会           梶山 美知子 

・ 6 月 10 日定例会を開催。8 月 25 日の 1 周年記念を控えて設立記念講演等の計画や

本年度事業計画について協議 

・ 6 月 12,17,19,24 日に人権講座が福岡市民センターで開催。柴戸会長、今村副会長

及び宮山啓発部長が全員 4回全部に出席した。市民センターの担当から高い評価を

受けた。 

・ 7 月 12 日（土）14：00－16：00 市民センターで人権教育が開催。皆様の参加をご

案内頂きたい。 

 

12.  社会福祉協議会              広報担当 柴崎 副会長 

・ 配布物社協広報紙「百道浜社協通信」の説明 

 

■ その他 

柴崎副会長より、 

・ 6 月の議事録のウェブサイト掲載が遅れた事への陳謝 
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・ 参加役員の名簿の誤りがあった事に対する陳謝 

・ 福岡コミュニティ放送は毎年夏祭りにも大変ご協力頂いている。この主催により、

元財務官でミスター円と呼ばれた榊原英資氏による講演会が 7月３０日 

（１８:００～２０:００）に西南コミュニティーセンターで開催される（入場料

3,000 円）。パンフレットを配布する。 

堤老人クラブ会長より、 

・ ふれあいサロンで世話になっている中村えり先生（歌）による「愛する人に」（イ

タリア歌曲）の公演会が 9 月 19 日に行われる。アイレフホールにて 18：30 開場。

2,500 円 

梶山公民館長より、 

・ 早良区及びももち福祉プラザのポスターは7月6日迄に公民館ボックスに用意する。

自治会長にて回収し、各戸に配布願いたい。                     

 

■ 次回定例総会について、8月はお休み。9月 7日 17：30 に開始して 19 時には終了する。

その後、高木学園食堂に移動して、大屋前会長の慰労会を続けて行う予定。慰労会出席

については別途出欠を取る。 

 

■ 閉会 

以 上 


