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百道浜校区自治協議会 平成 21 年度 ６月 定例総会 議事録 
開催日：平成 21 年 ６月 ６日（土曜日） 19：00～21：45 
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 

一丁目１区(イーストステージ 1,2,3,7 棟) 坂本 学 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 出席 

一丁目３区(ネクサスシーサイド) 向山 宏治 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) 瀬口 紘一郎 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 前自治会

長
出席 

一丁目８区(百道タワー) 宮崎 信裕 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 前自治会

長
出席 

三丁目２区（アクアコート） 中川 正次 自治会長 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 

三丁目 （グランドメゾン百道浜） 平井 自治会長 欠席 

四丁目１区(ネクサス百道・アルティコート) 柴崎 正廣 自治会長 出席 

四丁目２区(クリスタージュ) 長﨑 雅子 自治会長 出席 

四丁目３区(サウスステージ・警察官舎) 八木 寿 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 前自治会

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) 明松 万紀 自治副会

長
代理 

四丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー） 松本 四王紀 自治会長 欠席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 荻林 和則 同会長 代理 

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 欠席 

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 

 



 2

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 暴走族対策について        早良警察署 交通第一課交通指導暴走族担当 山口係長 

○百道浜地区については、地行浜地区と共に暴走族の目的地化しており、毎夜、皆様にはご迷惑

おかけしていることを、お詫び申しあげる。また警察の活動についてのご理解、ご協力に非常に

感謝している。 
○現況： 
・暴走族は捕まえて更生させても、代替わり、グループ替わりにより次々と出てくる状況がある。 
・ドーム周辺と百道浜は、ギャラリーがいることが、集まってくることに拍車をかけている。 
・暴走族、およびギャラリーの排除について、日立ビル、SRP ビル間の広場が溜まり場になっ

ており、ビル側から相談があり、ビル、市側と協議して午後 11 時よりコーン、ポール、注意書

きにより立ち入り禁止にした。これにより警察としても注意することが可能になり、かなり立ち

入りが減ってきている。 
・SRP ビルのローソン前のギャラリーについては、ローソンの協力により、溜まっているよう

な場合は、掃除、水撒きをして座れない状態をつくり、これにより減ってきいる。 
昨年末 3 ヶ月間は、 低でも警察官 2 名、車両 1 台を毎晩、配置し、かなり減ってきた。 
・今年に入り、特にゴールデンウィーク前後から、また増えてきている。 
・ハント族については、以前、雑誌にナンパスポットとして紹介されたことがある。この 
ハント族による二重駐車が交通の支障になると共に、暴走行為のギャラリーとなっている側面が

ある。 
・ギャラリーの中には、暴走を煽る者や、取締りの妨害をする者さえいる。 
・暴走族、ハント族、及びギャラリーに地元の住民はおらず他地区から来ている。駐車の取締り

手法等を研究しながら、住民の方の平穏な夜を取り戻すべく、取り組んでいるのが実情。 
・地区の東側、特に、急患センター交差点、マリゾン入り口交差点、及びドーム周辺がひどく、

取締りを行っているが、抜本的改革は残念ながら無く、取締りを続けていくことしかない。 
・県警としても、百道浜地区、地行浜地区は重点地区として力を入れており、本部の支援を受け

ながら対策を取っている。 
・毎週土曜日は県下一斉で暴走族対策を取っており、百道浜、ドーム付近は暴走族対策室のパト

カーが常駐している。 
・検挙することが第一だが、検挙しても次々と現れる暴走族に対し、取締り手法、指導法を研究

する必要がある。 
・6 月は県警の暴走族取締り強化月間であり、早良署としても百道浜地区を 重点地区として、

パトカーを複数配置し取締まりを行い、この地区に入れさせないようにしたい。 
・衝突させて倒して検挙というのは、ケガする危険性が高く、法律上はどうしても、追尾し、ビ

デオ、写真により人物を特定し、後日検挙という手法を取らざるを得ない。ご理解をお願いした

い。 
○質疑応答 
Ｑ．百道浜地区に出されているバイク(125CC)の夜間進入禁止条例により逮捕はできないのか？ 
 また駐車中に検挙できないのか？ 
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Ａ．この違反は、反則金を納める青色キップを切る反則行為にあたり、原則、逮捕はしない。 
 標識の下を通過することにより、反則行為が確定する。反則行為を確認したものについては、

キップを切っているが、標識の中間地点にあり、どの時点で入ってきたか確認出来ないものに

ついては、駐車中でも反則行為を確定出来ない。 
 

② 百道浜交番の活動状況について        百道浜派出所２課高尾氏、３課木室氏、田辺氏 
・百道浜交番は百道校区と百道浜校区を管轄としている。 
・５月中の事案発生状況： 
百道校区の方が事案件数は少なく、自転車盗２件。 
百道浜校区は車上狙いが９件。毎年、夏場に増え、場所はＲＫＢ横の百道浜駐車場。 
交番としては、重点場所として、発生時間帯に張り込みをしているが、現在、まだ検挙に至っ

ていない。 
・車上狙いの手口としては、ガラスを割ったり、鍵をこじ開けたりしている。マンション、戸

建て地区では発生していない。荷物を車内に置かない事と、施錠を確実にして下さい。 
  ・21 年 5 月末現在、百道浜校区内での犯罪発生が 35 件。昨年同時点では 40 件で、昨年比マイ 

ナス 5 件。 
  ・しのび込み(住宅対象侵入盗)が四丁目戸建てで 1 件発生。無施錠だったようで、施錠を確実に

お願いしたい。 
・1 月～5 月の交通事故発生状況は、百道校区、百道浜校区合わせた数で、人身事故が 25 件、

物件事故が 89 件。内容は主要道路での追突や接触、駐車場内での接触が多い。昨年度は人身

事故 77 件、物件事故 200 件で比較すると、かなり減っている。 
・振り込め詐欺は発生していないが、怪しいと感じた場合は、すぐに通報をお願いする。 

  ○質疑応答 
  Ｑ．車上狙いは何が狙われるのか？ 
  Ａ．主にバッグ。被害者は若者が多く、駐車場に車を停め、砂浜に行くため、荷物を置いたま

ま、短時間で戻るつもりでいたような場合が多い。犯人は隠れ潜み、待ち伏せて犯行に及

ぶようだ。 
  Ｑ．人身事故の発生場所は？対象は？ 
  Ａ．場所は、よかとピア通り、ＳＲＰビル付近等。対象は、自動車対自転車、わき見運転によ

る追突が多い。 
 
③ 「おっテレ西 テレビ夏祭り」開催について          テレビ西日本 西村編成部長 

・日時：７月 18 日（土）10：00～18：00 
・内容：放送会館 1 階にて生放送 9：55～14：55 
    放送会館 1 階付近にて、夕方まで、ケーキなど食べ物を中心に即売。 

・ 昨年に比して、規模は縮小しているが、一日をかけてイベントを行うので、地

区の皆様には出来るだけ、ご迷惑かからない配慮する。ご要望等あったら連絡

ほしい。 
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④ 「シーサイドももちサマーフェスタ 2009」開催について 
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 
日程：８月４日（火）、５日（水） 

  場所：シーサイドももち地区一帯 
  受付：9：30～11：00 福岡市博物館１階ロビー 
  募集人数：両日とも各区 先着 150 名 
  参加料：大人 2,500 円 子供：2,000 円 

主催：シーサイドももちサマーフェスティバル 2009 実行委員会 
内容：・ホークス対ロッテ戦内野指定観戦券付、福岡タワー展望券付、福岡市博物館常設展拝

観券付、神埼ソーメン食べ放題 
    ・公共 5 施設スタンプラリー（福岡市博物館、福岡市民防災センター、ロボスクエア、

まもるーむ福岡、福岡タワー） 
    ・エコクイズ大会、消防車放水、記念撮影等 
 ・福岡市子供育成連合会、近隣 7 学校区の自治会に案内している。 
・一般募集は 8 月 6 日に 500 名で予定。 

 ・テント、綱引き、小学校敷地の借用等に対してのお礼。 
 ・参加については、事前申し込み、参加者リスト提出の締め切り 6 月 20 日。各グループが分か 

るようにして、校区でひとつに取りまとめして頂きたい。参加料振り込み締め切りは 6 月末。 
  入金確認後、グループ毎に参加引換証等を郵送。 

・ 不明な点等は事務局（845-1400 遠藤、野田）までご連絡を。 
 

⑤「いきいきセンターふくおか」について   早良第一いきいきセンターふくおか  野口課長 
 ・3 月まで区役所内にあった「早良第一地域包括支援センター」が、4 月から民営化され、名称を 
「早良第一いきいきセンター福岡」と改め、高取の事務所で業務を行っている。 
・地域包括支援センターとは、高齢者人口の増加、単身高齢者世帯の増加に対応して、地域密着

の相談窓口として、平成 18 年度に開設された。百道浜校区は早良第一いきいきセンターにて対

応する。 
・百道浜校区は高齢者人口が増加しており、高齢化率も高くなる傾向にある。 
・具体的業務は、介護保険関連、健康作り関連、消費者被害の対応、成年後見制度に関する相談

などを受け付けている。 
・地域包括支援センター設立から 3 年が経つが、認知症に関する相談等が増えてきている。 

・ 近隣にて、お困りの高齢者の方がいたら「いきいきセンターふくおか」に、相

談してほしい。相談いただいた時点で、事態がかなり進行しているケースも多

く、関係機関や行政、警察、専門家など交えながら対応しているが、出来るだ

け早期に、相談頂ければ、対応や事態の解決が早くなる。よろしくお願いする。 
 
■議題 
１．会長挨拶                                 柴戸会長 
  前段が長くなり申し訳ない。次回以降、絞っていきたい。 
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２．平成２１年度自治会新役員の紹介                      柴戸会長 
  各新会長の自己紹介 
 
３．百道浜校区自治協議会書記の選出                      柴戸会長 
  一丁目３区自治会長 向山氏、三丁目１区自治会長 原口氏 の２名を選出。 
 
５．「２００９年校区夏まつり」について        夏祭り実行委員会 中山副実行委員長 
 ・実行概要案説明 
   日時：７月２５日（土） １７時開場、２０時終了。 
 ・準備は当日朝から行い終了後片づけ、翌日は８時からラジオ体操終了後、一斉清掃を行う。 

・本年は小学校に会場を小学校グラウンドに戻し、芝生の上での初めての開催となる。 
 ・予算は 61 万円、ほぼ昨年並み。自治協議会より 44 万円、企業協賛金として 16 万円、その他 

より 1 万円。 
 ・柴戸自治協議会長が実行委員長となり、実行委員会で具体的な提案をし、本協議会にて決定し

ていく。 
 ・既に３回の準備委員会を経て、本日第１回目の実行委員会を開いた。 
 ・実行委員会は 10 の部会に分かれ、役割分担を明確にして実施をしていく。 
 ・各部会には、部会長、副部会長を置き、各自治会代表者には、必ずどちらかの部会に入ってい

ただく。 
 ・当日の詳細は未定だが、昨年同様で進める予定。朝 8 時頃集合した後、午前中に会場設営、 

みこしの練り歩き。昼からは各出店者が準備開始。17 時から物販開始、18 時開会宣言、20 時

終了予定。その後、撤去作業。翌朝 8 時から片付け、清掃、11 時ごろ解散。 
 ・設営委員長は尾形氏、サブに大森氏。テントは芝生の外に立てる。ステージは職員室前部分。 
  芝生の為、やぐらは置けないため、みこしを中心として盆踊りは行う。東門、西門は閉め切り、

南門のみを出入り口とし、駐輪場所、会場へと誘導する。出店関係車両のみは、東門使用可と

する。 
 ・電源調達や照明、芝生保護などの検討を現在行っている。 
 ・各自治会からは 4 名以上の協力者を出していただき、みこし、警備、設営を中心に入っていた

だく。協力者リストの締め切りは６月２７日（土）までに公民館へ。 
 ・７月５日（日）協力者説明会にて 終の打ち合わせを行う。 
 ・みこしは、昨年、一昨年の反省を踏まえ、本年はコースを短縮し、１丁目、３丁目、４丁目を

それぞれ回る３コースに分けて行う。 
  スタート、ゴールは小学校。各コースの休憩ポイントにあたる自治会には、対応のご協力をお

願いしたい。 
 ・各自治会においては、動員をお願いしたい。出店申し込み、ステージ出演申し込み告知を兼ね

たポスターを用意しているので掲示をお願いする。申し込み締め切りは６月１６日（火）。 
 ・みこし担当の自治会代表者は、６月１３日１６時より、部会を開くので参加を。 
 ○質疑応答 
  Ｑ．休憩ポイントの対応は、各自治会の負担でするのか？何を出せばいいのか？水かけはどう

するのか？ 
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  Ａ．負担は各自治会でお願いしたい。お茶、スポーツドリンク等がいいだ。水かけは 
    暑さもあり、子供たちも喜ぶので、今年もお願いしたい。細かいやり方等については、追

ってご連絡する。 
  Ｑ．各自治会代表者は自治会長でなくても構わないか？ 
  Ａ．構わない。 
  Ｑ．みこしの練り歩きに関して、子供たちは自由参加なのか？参加人数は？ 
  Ａ．小学校を経由して募集している。昨年は全部で約 200 名。３コースに分けているので、１

コースあたり６０～７０名程度と予想される。各コースとも全学年が割り振られる。 
 
４．平成 20 年度決算及び平成 21 年度予算案について            尾形会計担当 

   【各委員会・団体からの平成 21 年度事業計画を含む】         【各団体代表】 
  ・各収入、支出項目、金額の説明。（別紙平成 20 年度事業収支決算書、及び平成 21 年度事業収

支予算書案参照） 
  ・宮山監事より、決算書に相違無い旨の報告。 
  ・決算について、満場一致で拍手により承認。 
  ・柴崎副会長より、予算案に関して説明。会長、副会長は各会合等への参加事の多さを鑑み、

会長行動費の現行７万円から 10 万円への増額、並びに書記の仕事量に見合う手当をとの考え

から、書記手当（２名分）を現行２万円から４万円への増額を承認いただきたい。 
   ○各団体より事業計画の説明（別紙平成 21 年度百道浜校区事業計画書参照） 
   ・交通安全推進委員会：定例会、広報啓発、交通安全対策、交通安全指導、防犯、子供健全

育成事業、夏祭りへの協力、地域パトロール、等 
   ・防災：事務局長欠席により次回説明 
    防犯：防犯パトロール等 
   ・青少年育成協議会：定例会、役員会、生命の教室、子供会ラジオ体操、空き缶タワー作り、

講演会、校区パトロール、広報誌発行、等 
   ・環境美化：花いっぱい運動、等 

・ごみ減量・リサイクル推進会議：定例会、地域清掃、ラブアース・クリーンナップ、室見

川清掃、等 
   ・健康づくり：ウォークラリー 
   ・献血推進：集団献血の際の粗品 
   ・体育振興会：ソフトボール大会、カヌー教室、バレーボール大会、３世代グランドゴルフ、 
    ファミリーバトミントン大会、餅つき大会、ビーチボールバレー大会、等 
   ・ふれあいサロン：月２回開催 
   ・老人会：月２回会合、夏祭り、餅つき大会への協力、コーラス活動、等 
    寄り集う友ときずなの百道浜の会：総会、研修、人権講座、交流会、施設見学会、学校参

観、人権学習、人権講演会、標語募集、広報誌発行、等 
   ・敬老会：９月 13 日開催、昨年 110 名参加 
   ・男女共同参画：料理教室の開催 
   ○運営費の説明 
   事務職員雇用等経費：広報、会計 
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   広報活動費：広報誌発行 
   ホームページ管理費：百道浜ＷＥＢのリニューアル費、等 
   印刷費：公民館だよりの片面を協議会にて使用、印刷 
  ・予算については、満場一致で拍手により承認。 
 
６.各団体・委員会からの報告 
①公民館                                   梶山館長 
公民館だより配布担当責任者の新任者をお知らせください。 
 

②ＰＴＡ                                   江口副会長 
 運動会へのご参加、ご協力に対するお礼。 
 ５月、原地区での児童連れ去り未遂事件に際し、児童見守りに対するお礼。 
 ７月、地引網を予定。ご協力のお願い。 
 
③民生委員                                  元山委員 
ふれあいサロン、子育てサロン、児童下校時見守り、民生大会、小中学校運動会 
 

④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議                      柴崎会長 
５月 31 日ラブアース・クリーンアップ。百道浜校区１５０名様のご参加、感謝申し上げます。 
 

⑤体育振興会                                 尾形会長 
6 月 28 日(日)校区対抗ママさんバレーボール大会開催 
 

⑥交通安全推進委員会                             江口会長 
５月 16 日総会開催。新役員決定 
６月 19 日第 1 回夜間パトロール 
 

⑦青少年育成協議会                              大森会長 
 ５月 16 日総会開催。 

今年度は「地域安全、安心な街づくりを目指す」ということで、防犯上、子供たちの安全上の問

題点を洗い出し、改善点を取りまとめて、区や自治会に提示し、改善の方向へ持っていきたい。

ご協力をお願いしたい。 
 委員未選出の各自治会に対し、委員選出のお願い。 
 ７月４日次回定例会。 
 
⑧老人クラブ連合会                              堤会長 

５月 28 日ゲートボール大会、グランドゴルフ大会。 
児童の下校時の見守り、近隣公園での見守り。 
かまどでのご飯炊き体験 
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⑨防災対策連絡協議会                             大屋氏 
 委員未選出の各自治会に対し、委員選出、提出のお願い。 
 ７月７日（火）19 時より夏祭りの警備に関する説明会予定。 
 柴戸会長より補足。10 月に各マンション管理組合理事長、および防災委員による合同防災会議を

予定している。各理事長へ伝言をお願いする。 
 
⑩寄り集う友ときずなの百道浜の会                       梶山館長 
５月９日総会開催。新しく３名を各自治会から出していただき、計 13 名により運営していく。 
まだ他に選出されている自治会がありましたら、お知らせください。 
委員は奇数月の会議参加をしていただきます。 
 

⑪社会福祉協議会                               堤副会長 
 百道浜社協通信第４号発行。 
 6 月 15 日 10 時～ いこいの家にて勉強会 
 
７. 平成 21 年度７月定例総会について 
  ７月４日(土) 午後７時より     百道浜公民館(講堂) 
 
■ 報告・連絡事項その他 

柴戸会長より 
  ・６月 14 日高木学園にて立教大学心理学教授による講演会「10 代に贈りたい言葉」。 
  ・警察署、区公園管理課からのポスター掲示依頼。 
  ・６月 22 日（月）百道中学にて懇談会開催。 
■ 閉会 

以 上 


