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百道浜校区自治協議会 平成２０年度 ９月 定例総会 議事録 
開催日：平成２０年 ９月 ６日（土曜目） １７：３０～１８：４５ 
場所：百道浜公民館 

9 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 代理 

一丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 出席 

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 代理 

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） 井手 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 出席 

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) 松永 佐代子 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 欠席 

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） 川島 美智子 会計 出席 

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 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 嘉彦 同会長 代理 

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 出席 

監事 宮山 洋志  出席 

オブザーバー（早良区役所地域支援課） 横山 有二 係長 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      

ネクサスレジデンシャルタワーから川島副会長が出席することになった。川島副会長より

挨拶。 
■ 議題。以下、柴戸会長より説明 

１．シーサイドももち関係施設協議会報告              会長 柴戸 
 2 丁目企業群のシーサイドももち関係施設協議会への加入が受理され、7 月 29 日 
に両副会長と共に出席した。次回 10 月に開催予定の協議会から正式参加。当初から

参加を希望していたが、結果的に当自治協議会が関係施設協議会へオブザーバーとし

て参加する形となった。 
 

２．夏祭り結果報告                        会長 柴戸 
夏祭りに関して、7 月 29 日に開催、8 月 2 日に反省会を行った。来年は小学校の 
芝生化を受け、詳細について未定の部分もあるが、開催する事自体は確認している。

皆様の協力をお願いしたい。 
 

  ３．深夜パトロール                        会長 柴戸 
 深夜パトロールについては、一丁目のローソン付近が暴走族の溜り場となっており

騒々しい。当件について百道浜 WEB で活発に意見を発している MASA さんが主導し

て深夜パトロールを提案され、8 月 8 日に行政と百道浜の有志合計 40 名で 11 時半に

集合。0 時から 1 時半にかけて行った。その後一旦小康状態が続いていたが、最近活

動が活発になってきている。今後の対策を検討していきたい。 
 

４．敬老会                            会長 柴戸 
敬老会は 9 月 15 日 10 時半から開催、百道浜から 79 名参加予定。なお提供する弁当

は許す限り良いものとしたい。また紅白饅頭は社会福祉協議会から提供される。 
 

５．もちつき大会・献血                会長 柴戸・会計 尾形 
餅つき大会は例年 12 月第 2 週の日曜日に開催。今年は 14 日に献血と一緒に行う 
餅つき大会は国際マラソンがある 12 月第 1 週を避け第 2 週の日曜（14 日）に開催し

ている。催しは、餅つき、献血、綱引き、大鍋と例年同様の内容となっている。昨年

はもち米、餡子を減らした結果、量が少な過ぎた。本年はこの反省を反映したいと考

えている。献血は昨年から変更した場所と同じ体育館横で行う。献血・餅つきは皆様

の協力を必要とする。各自治会から５～６名程度のリストを提供して頂きたいと考え

ている。 
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６．新春賀詞交換会                        会長 柴戸 

新春名詞交換会については 1 月 10 日土曜日に開催を予定。場所は未定 
 

７．規約改正・社協の自治協への会員加入             副会長 柴崎 
  社協の自治協議会へ加入を受けた、協議会規約の出席団体名への社協を追加する改正

について説明。この中で 6 月 1日付けで社会福祉協議会の自治協議会への加入を認め、

自治協議会に出席する団体名に社会福祉協議会を追加するよう自治協議会規約の改

正動議を提出。本日の 9 月定例総会で拍手賛同を求めた結果、満場一致にて認められ

た。 
この承認を受け、来月の定例総会において協議会参加者の更新名簿（自治協議会会員

名簿）及び改正規約を配布する。 
 
  ８．百道浜探検ウォークラリー                   館長 梶山 

①子供と保護者と一緒にウォークラリーを行う事で、地域に存在する様々な子供の遊

戯施設やポイントについて保護者に知ってもらう事が主旨。怪しげな危険も潜む場

所は、得てして子供が興味を持つ事が考えられる。この様な場所を含めて子供が遊

んでいる場所や施設(風公園、石公園、くるくる公園、中公園、いるか公園、空中

公園デューン等々)について、大人はどれくらいの知識があるだろうか。子供の遊

び場所を知った上で、適切なアドバイスができるようにしたい。 
② ウォークラリーは 10 月 26 日(日曜日)、博物館に 9 時集合。3 コースに分かれて

10 時にラリー開始。ゴールは百道浜小学校。ゴールではおにぎりとペットボトル

の飲み物を提供。また抽選によりプレゼント進呈する企画を検討している。 
③ ちなみに、協議会の参加者に上記掲載した施設(空中公園デューン、くるくる公園)

について知っているか質問されたが、殆どが知らない状況。この後ラリーゲーム

の内容を説明。 
④ 主催は公民館であるが、実行委員長は江口（展）氏。実行委員として尾形氏、大

森氏、田中（豊）氏、二宮氏、相田氏がなっている。尾形氏は自治協議会の代表

として参加されているが、この様に地域の多くの団体(小学校、博物館、社協、交

通安全委員会、ごみ減量・リサイクル協議会、民生委員、ＰＴＡ)に参加して頂き、

諸団体と子供達、保護者と一緒になって取組んで頂きたいとの意図がある。これ

ら諸団体との打ち合わせを 10 月 4 日（土）17:00 から予定している。  
 

７．その他                             会長 柴戸 
① シーホークから 8 月末にシーホーク関連レストランの 15%引き券を 3,000 枚頂い

ている。パンフレットと共に全会員に配布を予定している。 
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② 高木学園の綜合ケアサービスは、地域住民にも有為と思われるが、その存在・内

容は未だ良く認知されていない。高木学園は夏祭り等で当自治協議会活動に大変

ご理解を頂いている。この様な事情も鑑みて、今回本サービスのＰＲパンフレッ

トの掲示に協力をお願いしたいと考えている。 
③ 11 月 2 日、シティーウォーク福岡をシティーマラソンと同日に開催する。皆様の

ご協力をお願いしたい(今回掲示物を配布している) 
④ 会計については、各諸団体には助成金を 7 月末に振り込んでいる。来月例会に各

委員会の中間決算を提出して頂きたい。助成金について、前期分は既に区より入

金されている。各自治会からの上納金については未入金のところがある。 
 

■ 各委員会等からの報告 
１．公民館                              館長 梶山 
・ 百道浜カレッジ：9 月 17 日(水曜) 13 時～14 時 30 分「冬来たりなば、春遠からじ 

講師は福岡女学院大学中川教授。聖書を引用した面白い話を紹介。非会員も聴講可能。 
・公民館だよりの毎回最後の記事(聞きたかけん)に、10～20 名程度の市民による市長

との対談の企画がある。この参加者を募集してる。 対談項目としては、「福祉・健

康」、「経済・観光」、「安全安心」、「快適な都市環境」等の分野。公民館・市民相談室、

市のウェブページを参照して頂きたい。 
・公民館だよりや各種掲示板も各個配布しているが、各区区自治会で配布数を確認して

いただきたい。尚、公民館だよりの配布対象は、自治会会員に限らず校区住民全体と

なる。 
２．ＰＴＡ           会長 田中 

・7月以降の主な行動内容：7月 15 日早良区ＰＴＡ連合会の研修会に参加、7月 16 日子

供の救急法の講演会を開催、同日百道中学校の青少年育成協議会の夜間パトロールに

参加、7月 23 日グリーンプロジェクト開催、8月 27 日早良区ＰＴＡ連合会の研修交流

会に出席、9 月 1 日芝生開きを開催、なおこの開催に至る迄、多くの皆様からのご支

援、ご協力を頂いたことに対して御礼と感謝の意を表された。9 月１～３日交通安全

指導。9月 6日臨時のグリーンプロジェクト芝刈り機の試運転 

・9月 28 日に運動会を開催予定。初の芝生の中での運動会となる。1日以降芝生はオー

プンにしている、是非訪れて頂きたい。 
３．民生委員                         代表（代理） 元山 
活動として、「ふれあいサロン」、「子育てサロン」、「脱平等に」、「シルバー手帳配布」、

「すこやか赤ちゃん訪問事業」、及び敬老の祝い金の配布を実施。 
４．体育振興会                 会長 尾形  
・9 月７日予定の早良区壮年ソフトボール大会(歯科大グランド)は 9 月 21 日に順延。 
・11 月 2 日にシティーマラソンが開催予定。交通規制が予定されており、協力をお願い
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したい。 
・夏祭りの会計報告については、はっぴのクリーニング代が未だ揃っておらず、最終報 

告は後日行うが。現時点における状況では、支出は 572,350 円に対して収入は 795,000
円となっている。 

５．交通安全推進委員会                      会長代理 荻林 
・夜間パトロールを 7 月 18 日(金)に 33 名、8 月 29 日(金)35 名の参加により実施。8
月 29 日のパトロールではＡ、Ｂコースに分かれて行ったが、内Ａコースは飲食店を

訪問して「ハンドルキーパー」ステッカーを配布(飲酒しない運転手役をしっかり決

めておこうという運動) 
・9 月 4 日と 5 日に朝の交通安全指導 

６．青少年育成協議会                         会長 大森 
・夏祭り当日 7 月 19 日と 20 日の 8 時にラジオ体操を開催。それぞれ 170 名程度の参

加。 
・夜間パトロールについては、以前は交通安全推進委員会単独の主催であったが、青少

年育成協議会として安全安心の主題と合致することから共催させて頂いている。 
・青少協には西南学院も参加しており、学院からの連絡・報告事項があったので紹介し

たい。まず小学校の併設に伴い、本年 12 月から平成 22 年 1 月頃まで校舎の建設工

事が予定されている。この工事については別途自治協議会への説明を予定している。

次に入試説明会を中学校（10 月 25 日)、高校(11 月 8 日)に予定している。また高校

文化祭を 9 月 13 日 10~16 時に開催予定。めずらしい剥製なども展示している。学園

際は地域住民にも開放されており、是非ご覧になって頂きたい。ちなみに文化際のポ

スターを頂いている。できれば掲示して頂きたい。 
・ここで柴崎副会長から、｢横断幕には、西新校区の表示がありおかしいのでは｣との指

摘。次回までに西南学院に質問し、結果を報告すると回答。 
７．老人クラブ連合会         会長 堤 
・百道浜校区の清掃活動を行っているが、市の公園愛護活動が行き届いていない公園(樋

井川の百道ランプを降りた所とか北公園等)について老人クラブで対処している。 
・佐賀のがばいばあちゃんを訪ねる企画(武雄市)を 9 月 29 日に予定。好評で募集定員

に残り 4 名程しかない。早目に連絡していただきたい。各町に担当がおられる(一丁

目：望橋会長、3 丁目、4 丁目：堤会長)。必ずこれらの担当を通して申し込んでいた

だきたい。参加費用会員 1,500 円(昼食込み)、尚非会員は 2,300 円。 
８．防災委員会            事務局長 大村 

・今月の防災委員会は 9 月 21 日（日）9 時から。 
・8 月、アトモスにおいて、落雷が原因と思われる系統停電が生じエレベータが停止し

た。その際、自動的に自家発電が始動し、その排煙を火災と勘違いし消防が呼ぶ事故

が生じている。次回の防災会議ではこの件について検証する予定で、その結果は報告
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する。 
 
９．寄り集う友ときずなの百道浜の会               事務局長 梶山 
・8 月 31 日に発足 1 周年を向かえ、記念際を開催し 50 名が参加。この講演では日本の

子どもに「自尊感情」(自分が大事にされている、この世の中に必要だ)が欠けている

との事情が示され、非常に驚いている。これに対して地域社会が行うべき事は、子供

達との触れ合いであり、特に地域の住民が子供たちへ指導(悪い事は悪いと大人が注

意する等)は重要との認識が示された。 
・9 月中に計画策定を行い、10 月には実施の見込みであるが、小学校や地域住民に対

して標語の募集を計画している。標語は通年掲示する。内容が具体化すれば改めて通

知する。 
１０．社会福祉協議会                     会長 金高  

・6 月に設立したが、7 月 26 日に林田正統講師を招き「地域力を高めるために」とい

う設立記念講演を開催した。林田氏は、城南区や中央区の区長を歴任、さらに市の高

齢者対策の部長も経験するなど課題について深い造詣を有しておられる。四十数名の

参加者があった。 
・8 月 4 日に新任の校区社協会長の研修会に参加。「校区社協の果たす役割と意義」松

雄清次郎久留米大学教授、「校区社協会長の事例発表」和白東校区社協会長の講演が

あった。これらの講演の中で、地域で皆が助け合い交流して、独居老人や高齢者を見

守り、話し合い相手になったり、ちょっとした手伝いをする等のシステムを構築する

事が大事であるとの認識が示された。こうしたふれあいネットワークを立ち上げるこ

とが社協の役割であろう。民生委員や自治会長などによる、地域におけるこうした高

齢者の把握を進め、ボランティアを募り、見守り助け合い皆で安心の町つくり組織つ

くりを進めていく。10 月から研修会等も開いて勉強会を進めていく。皆様のご協力

をお願いしたい。 
・社協は赤い羽根共同募金(30%が校区に還元)で成り立っている。自治会会員にご協力

をお願いして頂きたい。詳細は次回 10 月の自治協議会で改めて説明する。 
・ここで柴崎副会長から補足。羽根共同募金のポスターが届いているが、次回定例会に

てこれも含めて説明する。既述ではあるが、敬老の紅白饅頭は社会福祉協議会が提供

している。 
１１．ごみ減量・リサイクル推進連絡会議       会長 柴崎 
・9 月は市の清掃月間で地域ぐるみの清掃を行う様になっており、この清掃活動のお願

いは各自治会長宛に出される型式となっている。これに対して各自治会長は、清掃計

画書等を提出するのが本来の形であろうが、百道浜では「ごみ減」が自治会と一緒に

なって校区全体で清掃運動を行う事としたい。９月 20 日の 11 時から 1 時間に渡り、

町内の一掃清掃を行う予定。尚、この詳細を掲載したポスターを用意する。例年 50
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名ほどの参加が見込まれるが、本年は 60 名の参加を目指したい。環境推進委員が無

い自治会は自治会長が良く対応していただきたい。 
・ごみ減量・リサイクル推進連絡会議と百道浜カレッジ共催でエコツアーを 10 月 9 日

に企画。9 時 20 分に公民館に集合。エコ工場と日本で最大の海水淡水化プラントを

訪問を予定。9 月 8 日(月)から参加募集開始。定員 20 名。 
■ その他 

・アンペレ－ナ百道井上館長より挨拶。 
・交通安全推進委員会 荻林会長代理より、 
福岡市交通安全協議会からポスター配布のお願いが来ている。掲示していだきたい。 

・堤老人クラブ連合会会長より、 
「佐賀のがばいばあちゃんツアー」参加者には社会福祉協議会赤い羽根共同募金に

100 円の寄付をお願いしたい。参加予定の皆様にはこの通知をお願いしたい。 
・大屋喜昭一丁目２区自治会長より質問 

福岡タワーの新しい社長はどなたか？「前市民会館長の麻生邦夫氏」 
圓山副会長より、 
・昨日早良区の地域整備部の須川部長、横山課長、是末係長が公民館を訪れ、自治協議

会に対して百道浜中央公園の芝生広場の利用に関して相談があった。これは、市は各

区 2 箇所の公園を芝生化するとして早良区では油山公園と共に百道浜中央公園が選

ばれており整備が進んでいる。しかし、折角美しく整備されているのに柵がしたまま

で閉鎖的であるとかの意見や、逆に禁止されている子供の野球や犬の放し飼いが行わ

れているなど公園の管理や利用に関して様々な問題が見られる。今後の公園保全・管

理については長期的な展望で取り組む必要があり、地域社会にもご協力をお願いいた

だけないかとの協力依頼があった。例えば、本年百道浜小学校の校庭芝生化がスター

トし、小学校で芝生の保全に対する教育も推進される。この一環として、小学校で公

園利用・保全についてのポスターや標語を募集しこれを中央公園に掲示するなども有

効であろう。これらを含めた地域のご支援をお願いしたい。 
・関連質問・指摘：公園のロープ柵は途中途切れており、そこから入って不当な利用者

がいるとの指摘があった。これに対する回答として、確かに公園利用についての市側

の意図が不明確な面もあるが、市として決して公園の一切の利用を禁じている訳では

なく、マナーに反する利用を阻止したいとの意向が中途半端な形となってここまでき

ている。従って上記の要望となっているものと思われる。 
久永四丁目４区自治会長より質問 

・市の清掃月間に関する柴崎・ごみ減量・リサイクル推進連絡会議会長に説明に対して、

4 丁目では別途町内清掃を計画している。従って 20 日の百道浜全体の一掃清掃運動

には参加しなくても良いのでは。柴崎副会長からの回答：久永会長のご指摘の通りで

あり、各自治会で自主的な清掃活動を行なわれている所は、その方が好ましい。その
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様な自主計画や環境推進委員を有していない自治会を対象としていた。尚クリスター

ジュも自主計画を持っておられる。両自治会は、各自の計画で行われて結構であるし、

ごみ減量・リサイクル推進連絡会議で進めている清掃活動に縛られる必要は無い。な

お区に対しては、それぞれの計画について報告して頂きたい。 

柴崎副会長より、暴走族の実態を 20 分程度にまとめたビデオを次回定例会で上映する。 

柴戸会長より、小学校の芝生化については 5年ほど前に計画されて、目野郵便局長や光安

弁護士を中心として進められてきた。グリーンプロジェクトには自主財源が無く、自

治協議会に支援を求めてきたが、協議会から 4万円を提供することにしたい。領収書

など会計上正しく処理されている。この支出に対する協議会の承認を求めたいとの要

望について、会員大多数による拍手にて承認された。 
 

■ 次回定例総会は 10 月 4 日 19：00 に開催する。 
■ 閉会 

以 上 


