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百道浜校区自治協議会 平成 20 年度 10 月 定例総会 議事録 
開催日：平成 20 年 10 月 4 日（土曜目） 19：00～21：30 
場所：百道浜公民館 

10 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 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 出席 

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 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) 松永 佐代子 自治副会長 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） 川島 美智子 自治会会計 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 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 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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圓山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      
１．百道浜高木病院建設工事の進捗状況報告             渡辺理事 

・基本理念、概要などについて報告。名称はまだ正式に決定していない。 

・開院時期は平成 21 年 3 月末竣工、5月上旬開院予定。 

  ・11 階まで外壁が出来上がっており、内装も順次入ってきている状況。 

   Ｑ.クリニックゾーンとの話し合い、連携は？ 

Ａ.医師会と定期的に会合を持っている。医療連携等に関しては協議中で、誠意を 

持って対応させていただき、今後、いい関係を作っていきたいと考えている。 

   Ｑ.福岡国際医療福祉学院の実習教育病院を兼ねているということですが、今年 4月開設の

看護学科等の実習教育等もそちらでされるのか？ 

   Ａ.新病院も看護学科の実習教育施設としてやっていきたいと考えている。既に今年 12 月

から福岡中央病院の方では看護学科学生の受け入れ態勢をとっている。 

   Ｑ.名称に「百道浜」を入れていただきたい。 

   Ａ.諮問委員会等で皆様のご意見をお聞きして正式決定する予定です。 

 

 ２．グリーンプロジェクトからの報告               目野実行委員長 

・活動に対して協力のお礼、今後の説明。 
・9 月 1 日芝生開き開催。吉田市長、自治協議会会長ほか地域の方を招待。 
・9 月には運動会開催。地域の方にも今後活用して頂きたいと考えており、グリーンプロジェ

クト事務局の方でプラン等、検討していきたい。 
 Ｑ.以前は校庭利用に関して校区内 3 割、校区外７割と聞いていたが、例えばサッカー等は

やれるのか？ 
 原則、野球、サッカーは禁止。子供たちには軟らかいボールの使用や、つど使用場所を変

えることで利用している。管理できない部分で自由に使用されてしまうと芝生が傷んでし

まうし、まずは子ども達の為を第一に考えているため、大々的な大会等は禁止している。

団体での校庭の利用は事務局への許可制と考えている。 
現在は使用を開始したばかりでデリケートに扱っている状況、今後状態を見ながら将来的

には使用範囲を検討していきたい。 
 

■ 議題 
１．会長挨拶                             会長 柴戸 

シーサイドももち関係施設協議会にオブザーバーとして参加 
   交付金使途の明朗化 

暴走族対策について 
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柴崎副会長より、自治協議会会員名簿、規約の確認のお願い 
Ｑ. 企業の協議会加盟は？ 
Ａ.現在のところない。 
 

 ２．平成 20 年度上半期決算について                  会計 尾形 
諸団体に事業・会計報告のお願い。１１月定例会議で報告 
 

３．マリゾン周辺地域(野鳥公園周辺)の活性化について          会計 尾形 
 中央プラザ駐車場入り口の滞留問題、野鳥公園及び周域の再整備、マリゾンの活性化につ

いて、ご意見・ご要望を聞かせて欲しい。 
 

  ４．もちつき大会及び献血について                   会計 尾形 
12 月 14 日(日)開催 もちつき 3 名、献血６～７名を各自治会に協力要請。 
実行委員会を立ち上げ、実行委員長に尾形さんを拍手賛同にて満場一致で選出。 
芝生化に伴う実施場所等の確認、学校との調整。 
 

５．地域パトロールの腕章導入について                 会長 柴戸 
       小戸公園での事件等を受けて、各自治会・委員会等にパトロール腕章を配布する。 

犯罪抑制のため着用をお願いする。 
 

６．赤い羽根募金活動への取り組みについて             社協会長 金高 
    10 月 1 日より「赤い羽根募金」開始 

実施方法説明 
共同募金地区福祉事業助成金は校区で集められた共同募金の 30％を基準として配分され

ます。共同募金が集まるほど百道浜の拭く足が豊かで充実したものになる仕組みになっ

ている。赤十字の募金とは違う。ご支援、ご協力をお願いします。 
 

７．百道浜たんけんウォークラリーの実施について           公民館長 梶山 
10 月 26 日(日)実施。子供に対して安全な街を目指すために、安全な公園を保護者が確保

しようということが主旨。保護者が子供とともに参加。 
各自治会へ協力要請。タイムスケジュール、ルート等実施方法の説明。 
  

■各団体・委員会からの報告 
１．公民館                             館長 梶山 
・人尊協とともに公民館便りにて標語を募集。文字数、題材は自由。応募資格は百道浜校

区住民全員。入選した標語は公民館便りに順次掲載。 
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２．ＰＴＡ                             会長 田中 
・9 月 28 日福岡市初となる芝生上での運動会開催。 
・10 月以降の活動予定。 

10 月 9 日ＰＴＡ運営委員会。10 月 10 日全校での「お弁当会」。10 月 28～29 日 6 年生

修学旅行。11 月 1～2 日ＰＴＡ鹿児島大会。11 月 8 日地域参加の音楽会、はまっぴ(バザ

ー) 
・事件発生時等の見守りに対してのお礼 

３．民生委員                         代表（代理） 村井    
・活動として、「ふれあいサロン」、「子育てサロン」、「シルバー手帳配布」、「すこやか赤ち

ゃん訪問事業」、「登下校時の見守り」 
・ふれあいサロンは内 1 回老人会のご厚意によりバスハイクに参加 

４．ごみ減量・リサイクル推進連絡会議                 会長 柴崎   
 ・9 月 20 日地域ぐるみ一斉清掃のご協力御礼。今までで最多の参加者 
 ・10 月 16 日午前 10～11 時「ポイ捨て防止清掃キャンペーン」ご参加のお願い 
５．体育振興会                            会長 尾形 

  ・10 月 19 日ファミリーバトミントン大会 
 ６．交通安全推進委員会                        会長 江口 
  ・9 月 1～5 日秋の交通安全街頭指導。4 日、5 日を担当。 
  ・9 月 13 日夜間パトロール実施。 
  ・9 月 15 日敬老会にて高齢者交通事故への注意を呼びかけたパンフレット配布。 

・9 月 18～19 日小戸公園での事件を受けて夜間緊急パトロール(シーサイドクラブ) 
・9 月 21～30 日交通安全運動。22 日福岡タワー周辺でパンフレット等配布。 
・9 月 25 日早良市民センターにて地域の防犯講座に出席。 

７．青少年育成協議会                          会長 大森 
 ・9 月 18～19 日小戸公園での事件を受けて有志にて夜間緊急パトロール 
 ・11 月 29 日定例会、公園パトロールを予定 
８．老人クラブ                             会長 堤 
・9 月 29 日福祉バスを使い佐賀訪問「佐賀のがばいばあちゃんをたずねて」 
武雄市役所、佐賀城等訪問。 

９．防災対策連絡協議会                       事務局長 大村 
 ・11 月 30 日に防災訓練を行なう。四丁目 6 区に協力要請。 
１０．寄り集う友ときずなの百道浜の会                  館長 梶山 
 ・9 月 9 日定例会議。10 月末に点字ブロックの確認。 
 ・9 月 30 日長崎人尊協施設見学会、出席。 
１１．社会福祉協議会                          会長 金高 
 ・赤い羽根共同募金ご協力のお願い 
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 ・10 月中に社協通信第 2 号発行予定 
■ その他 

・暴走族対策について                          会長 柴戸 
① 現況報告(実態・取締り) …収録ビデオでの現況報告 
② 今後の対応・取り組みについて …協議 
８月８日午前０時から１時間 30 分程、総勢 30 名ほどで深夜パトロール実施。 
コンビニエンス・ストアとの交渉状況説明。 
暴走族が来たらとにかく警察へ通報を。 
 

■ 次回定例総会は 11 月１日 午後７時より     百道浜公民館(地域団体室) 
■ 閉会 

以 上 


