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百道浜校区自治協議会 平成 21 年度 4 月 定例総会 議事録 
開催日：平成 21 年 4 月 4 日（土曜目） 19：00～20：45 
場所：百道浜公民館 

4 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 欠席 

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 欠席 

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 欠席 

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 代理 

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 欠席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 荻林 和則 同会長 出席 

民生委員 元山 洋子 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 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 欠席 

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      
・福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社 田中部長、福岡タワー株式会社 国分

氏より、3 月 20 日開催された百道浜スタンプラリー2009 ご協力へのお礼があった。 
 福岡タワー20 周年大展望祭を併催。4000 枚を配布、3862 名の参加、当日ホークス戦チケ

ット 500 枚全て交換、3000 名が翌週ホークス戦チケットに交換、内 78 パーセントが来場。 
福岡市民防災センター、福岡市博物館、福岡タワー、マリゾン、ロボスクエア、ヤフードー

ム、まもるーむ福岡、7 施設とも開業以来初めての入場者数を記録。 
 

・ＲＫＢ毎日放送株式会社 松浦企画推進部長、山口ラジオ局次長、ＲＫＢミューズ株式会社  

山内氏より、ＲＫＢ毎日放送「ザ・ゴールデンももち 2009」の開催ご協力のお願い。 
 5 月 1 日～10 日 タワー前広場、ＲＫＢ社屋周辺にて開催。 
 5 月 3 日 4 日どんたく演舞台を設置、9 日 10 日はＲＫＢラジオカーニバルを同時開催。 
 どんたく演舞台に関しては、一般のどんたく隊の受付をする。地元の団体等で出演ご希望が

あれば優先的に受付する。5 日 6 日のステージに関しても発表の場として開放して、同様に

対応したいと考えている。4 月 9 日までにご連絡ほしい。 
 
・日本赤十字社福岡地区事務局長 馬場崎氏より、日本赤十字社への赤い羽根募金協力お願い。 

事業概要の説明 
 ・災害活動事業 国内、外において西方沖地震と同様の初動体制が取れるよう形で活動

を行っている。(四川大地震、ミャンマーサイクロン災害等) 
 ・医療事業   南区の赤十字病院を改築。 
 ・血液事業   献血していただくうち 20 代、30 代の方が約 7 割。使用は 50 代以上

の方が約 7 割という状況です。 
皆様のご支援により自立的に運営しております。今後ともご協力をお願いするとともに 
社費募集へのご協力を、よろしくお願いする。 
社費募集方法の説明。 
Ｑ．献血に関して、海外渡航者への規制は、今後、緩和される予定は？ 
Ａ．今のところ、ありません。 
 

・ももち浜福岡山王病院 渡辺理事、伊藤部長より、ももち浜福岡山王病院の内覧会について    
 5 月開院のご案内。4 月 26 日 27 日福岡山王病院見学会 午前 10 時～午後 4 時 30 分受付 
 人間ドッグのご案内  
  
・早良区地域整備部維持管理課 伊藤担当より、歩道段差等改良計画について(第 2 回)        
 ○インターロッキングとカラー舗装の比較 
 景観性については、インターロッキングが優れる。カラー舗装はインターロッキングに美観

的には劣るが、カラーバリエーションも多く、近年主流になっている。 
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 機能性については、インターロッキングは不意の荷重により段差が生じる可能性があり、歩

行者のつまずき等の原因、車椅子走行の障害になる可能性がある。カラー舗装はたわみ性が

あり段差が生じにくい。 
 維持管理については、インターロッキングは雨風等により年月が経ったとき色が薄れてしま

い、補修の際、その部分だけ色が合わなくなる、同製品がない等の可能性がある。カラー舗

装は補修が容易であり、同系色の補修が可能(最低出荷量の設定があるため小規模補修の場

合は同系色での対応は困難)。 
 コストは、インターロッキングの方が、掘削、基礎工事が不要の為、本件では安くなる。 
 福岡市ではインターロッキングは現在、既設の改修のみの使用であり、新設道路では採用さ

れていない。 
 ○質疑応答 
Ｑ．予算はインターロッキングで組まれているが、カラー舗装だとオーバーするということ

か？ 
 Ａ．その通り。 
 ○意見 
  ・百道浜は景観百景にも選ばれている。カラー舗装だと美観を損ねると思う。景観条例を

行政が破るようなことはしてほしくない。マンション敷地等もインターロッキングで歩

道との統一感を持たせている。 
  ・現状でインターロッキング暴れている部分があるのは地震の影響もあるのでは。一部、

車の出入りが激しい部分等のみ最低限車路のみカラー舗装で対応していただければと

思う。 
・インターロッキングの段差で骨折した経験がある。段差が出来たときの維持管理をしっ

かりしていただきたい。 
 ○議決 

自治協議会としては基本的にインターロッキングで計画していただく、という方向で 
よろしいか？  →拍手により可決 

●伊藤担当より 
インターロッキングで設計を進めていきます。発注後、色等の協議に伺う。 

 

■議題 
１．会長挨拶                               柴戸会長 
 会長就任 1 年が経過した。シーサイドももち関係施設連絡協議会に加わり、企業との接点が

出来、自治協議会の認知度も上がったように思う。 
 暴走族に関しては、3 月末、早良署新署長着任に伴い、三役にて挨拶に伺う。夜間パトロー

ル等により、減っては来ているが、今後とも監視が必要。 
 21 年度も現三役にて運営していきます。ご協力をお願いする。 

 
２．平成 21 年度自治会・委員会等新役員の紹介               柴戸会長 
・ＰＴＡ   新会長 荻林氏  
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各自治会については、まだ総会が行われていないため、20 年度の役員が出席している。 
新役員の紹介は来月以降に。 
 

３．平成 21 年度の予算案作成について             柴戸会長・尾形会計担当       

 各委員会からの、決算書がまだ揃っていない。急ぎ、提出をお願いする。 
 
４．第５回(2009 年度)「校区夏まつり」について              柴戸会長 
 前年は、小学校の校庭芝生化工事の為、百道浜中央公園グラウンドで開催。今年からは小学

校での開催に戻りたいと思う。新校長が着任されており、芝生の使用可能スペースの問題等、 
今後、早急に協議していきたい。 

 日程は、各団体と協議のうえ、5 月定例総会にて決定。 
 ・昨年は、選挙予定の関係があり、夏休みに入った翌週に開催。（７月１９日（土）） 
 ・夏休みは 21 日から。実質 18 日から休みに入る。 
・早良区が同時期に開催していた早良区夏祭りは、昨年にて終了。 

 ・中体連が 18 日～20 日で開催される。 
 ・おやじの会が主催する地引網が例年、先に行われていた。昨年、選挙の関係から日程が逆

になった。おやじの会としては、元に戻してほしい。 
 
5．平成 21 年度「百道浜カレッジ」のスケジュール案内            梶山館長 
  百道浜カレッジは会員制で、年会費 1,100 円。(単発参加は 1 回毎に 100 円) 
  5 月 開講式「講演会」    めんたいワイド古賀アナウンサー 
  6 月 黒田藩の歴史 1     福岡市博物館顧問 田坂大蔵先生 
  7 月 数学博士の生活のヒント 長崎大学名誉教授 三野榮治先生 
  8 月 勾玉作り体験      福岡市博物館 
  9 月 バスハイク 
  10 月 エコツアー 
  11 月 黒田藩の歴史 2     福岡市博物館顧問 田坂大蔵先生 
  12 月 干支つくり 
  1 月 「能楽を楽しもう！」  能楽師 山岡晴美先生 
  2 月 エコクッキング 
  3 月 閉講式・昼食会 
 
６.各団体・委員会からの報告 
①、公民館                               梶山館長 

・公民館工事は、エレベーターの箱の設置を残し、無事終了の報告。 
  管理人室が研修室になり、一部屋増えている。 
  条例により飲食目的の使用は禁止。 
  使用に関しては、条約、規制があり、外れるものはお断りする。 
  当日になってからの、使用申し込みは、受けかねる。 
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  申し込み、利用届の提出を必ずお願いする。 
4 月より輪転機使用の際は、原版代として 100 円徴収する。 
「公民館だより」配布責任者のお届けをお願いする。（申請用紙を配布） 

②、ＰＴＡ                                 荻林会長 
 ・4 月 6 日(月)始業式 
  4 月 9 日(木)入学式 
  交通安全推進委員会、老人クラブの皆様に、朝の登校指導について、ご協力をお願いした

い。 
③、民生委員                                元山委員 

・子育てサロン、健やか赤ちゃん訪問事業、シルバー手帳配布 
④、ごみ減量・リサイクル推進連絡会議                    柴崎会長 
 ・毎月第 3 木曜日、10 時～11 時、福祉プラザの方とともに地域清掃を行っている。 
  今年度も同様。集合は福祉プラザ。現在、地域からは 20 名程度の参加、福祉プラザから 

30 名程度の参加。出来るだけ多くの方のご参加を、お待ちしています。 
⑤、体育振興会                               尾形会長 
・4 月 26 日(日)町内対抗ソフトボール大会開催 

  4 月 26 日(日)マリゾンにて潮干狩り開催 
⑥、交通安全推進委員会                           江口会長 

・3 月 8 日委員会を開催した。道路の改修要望 5 件、市に要望書を提出。 
 活動報告等、ポスター掲示のお願い。 

⑦、青少年育成協議会                            大森会長 
 ・3 月 14 日定例会開催した。 
  5 月 16 日 13 時～ 第 1 回総会開催する。 
⑧、老人クラブ連合会                             堤会長 
・3 月 30 日百道浜ウォーキング 33 名参加。 

⑨、防災対策連絡協議会                            大屋氏 
 ・昨年度 2 回セミナー開催(区役所、消防署) 36 名参加。 
  新年度は 3 回程度のセミナー開催を計画。 
  自治会だけでなく、防災に関しては管理組合にもご連絡をお願いする。 
⑩、寄り集う友ときずなの百道浜の会              梶山館長・圓山広報部長       

・3 月 17 日 定例会開催 
人尊協だより(年 1 回 3 月発行)が出来上がる。第２号配布のお願い。 
圓山広報部長 挨拶。 
前年度に人権標語を応募したが、福岡市の人権標語募集にて優秀賞 15 名中、2 名が 
百道浜小より入賞。 

⑪、社会福祉協議会                             金高会長 
 ・百道浜社協通信第 3 号配布のお願い。 
  赤い羽根共同募金に関して、自治会新執行部に引継ぎのお願い。 
７. 平成２1 年度 5 月定例総会について 
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  5 月 9 日(土) 午後７時より     百道浜公民館(地域団体室) 
■ 報告・連絡事項その他 

・早良警察署 安全通信早良だより（本日各自治会宛配布）掲示のお願い。 
 
■ 閉会 

以 上 


