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百道浜校区自治協議会 平成２１年度 ９月 定例総会 議事録 
 

■開催日 

平成２１年９月 ５日（土曜目） １９：００～２０：１５ 

■場所： 

百道浜公民館 １階 講堂 

 

■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) 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) 北里 謙二 自治会長 代理出席 

 一丁目５区・６区(センターステージ) 松永 裕介 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８区(百道タワー) 宮崎 信裕 自治会長 代理出席 

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） 中川 正次 自治副会長 出席 

三丁目３区(プライムメゾンももち) 周藤 和則 地区代表 欠席 

三丁目 （アンペレーナ百道） 井上 健一 館  長 代理出席 

三丁目 （グランドメゾン百道浜） 平井 栄太 自治会長 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) 長崎 雅子 自治会長 代理出席 

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 出席 

四丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー） 松本 四王起  自治会長 出席 

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 代理出席 

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 

百道浜校区自治協議会 圓山 紘一 同副会長 出席 

     〃 宮山 洋志 監事 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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柴崎副会長の進行により議事次第に従って行われた。 

議事の内容は以下のとおり。 

 

■ はじめに 

１ 百道浜４丁目地内の土地利用について（港湾局：吉川課長、堀田係員） 

マンション計画に関する説明があった。 

・Ｈ19．7.7 にこの自治総会の場で百道浜４丁目の土地利用計画の説明を実施。 

・Ｈ21.7 月に最終説明会を実施。 

・関係するクリスタージュ、サウスステージの住人の方へは個別説明会を実施済み。 

（荻林ＰＴＡ会長からの要望） 

既設道路に関して、サウスステージ側の道幅がそれほど広くなく工事車両が多くなった場合の安全対策

をお願いしたいとの要望があり、港湾局からメインの工事車両は室見川沿いの港湾道路を利用するなど

安全対策に配慮する旨の回答があった。 

 

２ 第１２回シティウォーク in 福岡について (福岡市健康づくり財団 萩尾係員)  

・10/4 シーホークホテルにてシティウォークを開催。（1000 人以上の参加者を見込む） 

・５ｋｍ、１０ｋｍ、１５ｋｍの３コース。５ｋｍのコースは百道浜校区に設定しているため、協力依頼があった。 

 

３ マリゾン海浜公園よりお詫び （遠藤氏 ） 

・8/8、9 海浜公園にてラテン系の音楽会（イスラデサルサ）を実施した際、夜遅くまで音響が広がり周辺住

民の方々にご迷惑をお掛けしたことに対するお詫びがあった。  

 

■議題 

 

１ 会長挨拶  （柴戸会長） 

  7/26 の夏祭り、雨の心配もあったが無事に開催されたことに対し、中山副委員長はじめ皆様に感謝に意を 

   述べられた。 

 

２ 夏まつり 総括 （中山実行委員会副委員長、平田実行委員会書記）  

 （1）冒頭中山副委員長より 

   夏祭りが皆様のご協力で無事開催されたことに対するお礼の挨拶があった後、夏祭りの目的にかなったか

どうかを再度確認した。 

  （３つの目的）  

  ①地域住民の交流の場とし、地域の一体感を高める。 

  ②子供たちの健やかな成長の糧とし、百道浜で育った子供たちの思い出づくりとする。 

  ③多くの住民の方が共同参画または、協力し合って地域活動への意識を高める。 

 （2）平田事務局長より、8/8 に実施された反省会の報告があった。 

   ・収支に関する説明を実施。   

当初の事業予算 ４４万円、協賛等含め総額７９．４万円（予想以上の収入を得た） 

支出を差し引き １２．４万円の残高が発生。 ※詳細の収支報告は次回の総会にて報告。 

・各部会ごとに反省会を実施し、取りまとめ報告。 

① みこし   

・今年はルートを変更し、３コースにした。子供、大人、おもてなしポイントの負担が軽減された。 

     ② 盆踊り 

・芝生は裸足というルールが守られていた。脱いだ靴についても問題はなかった。 

・やぐらがなくても踊りの輪ができた。大人も子供もたくさん参加され盛り上がった。  

③ 出店 

・食品の販売の量、7：00～7：30 くらいには食べるものは終わってしまった。8：00 まで実施するのは 

    難しいか？残ったのはゲームだけで今後の検討課題とした。 

④ 発表  

・充分に打ち合わせをし、当日気持ちよく発表してもらうよう準備したが、音響としてマイクを５本を

要請していたが、3 本しか使用できなかったため、声が行き届かなかった。今後の課題としたい。  
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 ⑤ ごみ対応 

    ・事前に周知徹底されており、トラブルが１つもなく、参加者は指示に従っていただきほかに散らか

っていなかった。 

    ・翌日は雨だったのだが、「ごみ減」が行政にお願いされ、日曜出勤された市職員によ             

り、ごみはすべて回収された。 

⑥ 警備 

   ・関係者の協力もあり、大きなトラブルはなかった。 

   ・自転車スペースが狭かった。 

⑦ 設営 

   ・芝生を活かした夏祭りができた。 

・テントなどの配置、配列に関し、校舎側に向かうよう設定したので賑わったのではないか。ただし 、

賑やか過ぎて行列ができ歩きづらくなったところはある。  

   ・撤収は適切な人数だったと思う。 

        ・テント以外は全てレンタルで、トラックに積み込むのみだったため、雨の中でもスムーズだった。 

⑧ 抽選   

   ・子供たちが喜びそうな景品が残った。 

   ・抽選券 2000 枚作成し、500 枚残った。 

⑨ 学校連絡 

   ・テーブルや椅子について、今回は小学校のものを借用せず、レンタルにした為、煩雑でなく良か

った。家庭科室は予定通りの使用で何も問題がなかった。  

   ・テント使用についても問題はなかった。 

⑩ 来賓 

   ・前日が雨天であった為、当日の出席者は少なかったが、協賛企業 65 社については礼状を送っ

た。 

⑪ 医療班、 

⑫ 宮崎ドクター 

   ・問題はなかった。 

まとめ（中山副委員長より総括）  

・担当部会の権限をそれぞれに委ねたが、うまく分担できた。 

   ・スケジュールを従来より１週間早め、なおかつ１週間遅い実施とし、２週間のゆとりがあった。 

・情報の共有化ということでインターネットによる掲示板を立ち上げたが、皆さんに周知徹底されてお

らず今後の課題としたい。 

・芝生との共生を検討しようと進めたが、設営チームが上手な配置をしてくれたおかげで、雨も上がり

芝生のよさを皆さんに体感いただいた。 

  ・予算はシビアであったが、12 万円は余剰金として別口座を設けて来年の原資に回せばもっ

と余裕のある内容が出来るのでは。  

        ・今回は天候に恵まれたが、やはり雨バージョンの準備は必要だった。 

   ・自治協議会との協力体制は必要。各自治会には新旧のしかっりした引継ぎをお願いしたい。 

   （自治会員より指摘） 

   ・協力委員に関して一律４名との依頼を受けたが、マンション世帯数によっては集めるのが厳しい状

況も考えられるため、是非来年は世帯数に合わせた人数配分をお願いしたいとの指摘があった。  

 

３ 敬老会の開催（柴戸会長より） 

・今回は 9/13 11：00 より、福岡タワー多目的ホールにて開催。 現時点の申込者は 107 名なっている。 

    （その他） 

     ・今回の夏祭りの余剰金を自治会の実財源にいれず、個別の口座を作り次年度に持ち越を検討した

い。  

     ・規約に慶弔費がなく、自治協がお世話になっている関係先のご不幸には、香典費を自治会費より捻

出したい。毎回慶弔時の自己負担が大きく、今後規約を見直したい。 

     ・9/18 に早良校区において、暴力団追放のデモ行進を実施する。10：00～市民センターよりスタート 

      500 名を予定。百道浜より 20 名以上は動員したい。 

     ・皆さん防災に関する意識が低く、先日の防災会議では出席者が７名。次回は 10/6（火）に開催予定で
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あり、是非出席いただくようお願いしたい。 

 

４ 新春賀詞交歓会（柴戸会長より） 

・来年の賀詞交歓会は百道浜校区だけで開催をしたい。本件は会長個人の意見であるが、企業側にとっ

ては曜日の関係、会費の問題もある。次回の自治総会にて審議する。 

 

５ 歩道段差改良計画（圓山副会長より） 

  ・４月の定例総会にて歩道改修工事に関して区役所より説明があり、決議された内容はインターロッキング

で工事を実施となったが、過日現地にて見本による説明があり、３役で対応した。（図面に基づき工事計

画を説明） 8/19～12/５を予定。 

 

６ ウォークラリーの実施について(青少年育成協議会 大森会長) 

・ 昨年行い好評だったウォークラリーを 10/25 予定で今年も実施。 今年度から青少協が主催として開催

する。 

・ 内容は、昨年と同様と考え、博物館に集合、コースは３コースに分かれ、１コース 40～50 名（博物館スタ

ート→小学校までのコース） 

  ・自治会の皆様には昨年同様、警備の応援等協力をいただきたい。詳細は次回の総会にて説明がある。 

 

７ 各自治会、委員会からの報告 

  ・柴崎副会長から今回の自治総会より各校区より発言の機会を設けることにしたので、報告事項があれば

お願いする旨の依頼があった。 

 

（１）自治会からの報告 

  ・アクアコートなどの自治会会長より、バーベキュー大会、コンサート演奏会等の実施計画報告があった。 

                                          （各自治会長に広報用ポスター配布） 

     

（２）委員会等からの報告 

①公民館 （梶山館長 ） 

・9/9 に子育てふれあい教室を実施。42 組、80 名参加。ここのところ乳幼児親子の利用が増えている。 

・公民館内のエレベータの復旧工事を行政側に依頼しており、10/3 11：00 より御祓いを実施（紅葉八

幡）し稼動スタート。 

    ・11/14、15 に公民館前にて子供対象のバザーを実施予定。実施団体の申し込みは 9/11 まで。 

  ・福岡博物館にて「福岡近代絵巻」イベントを実施。入場料 1200 円を団体 800 円で公民館にて 9/13 まで

に取りまとめる。 

  ・9/26、27 にシーホーク祭り開催。公民館サークルより２～３チーム参加予定。 

 

   ②ＰＴＡ （荻林会長 ） 

・８月初旬に百道浜小で新型インフルエンザが発生したが、現在は回復している。 

・9/29(火)１０：００から百道浜小体育館で講演会を開催予定。 

演題は「子ども達の生きる力」で、講師は千田美智子先生。ご参加をお願いする。 

 

③民生委員 （元山代表） 

・敬老会、福岡市よりお祝い金、お祝い状を贈呈する。（９/４～９/１４） 

 

④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長） 

  ・9/19 11：00 より「地域ぐるみで一斉清掃」を実施するので参加をお願いする。 

公民館に集合をお願いする。 

 

⑤体育振興会 (尾形会長） 

・まずは会計より、各自治会からの自治会費の支払いをお願いしたい。 

・会長から提案をいただいた「夏祭り」の繰越し金を別口座にプールするのは難しい。この件に関しては 

 次回の自治総会にて審議したい。 
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・「浜っ子祭り」の開催について、ピンクリボンとシーホークホテルの合同企画。シーホークホテルの非常階

段(636 段)を登り、T シャツがもらえる（会費 1000 円） 

 

⑥交通安全推進委員会 （代理 田中、山田の両氏） 

・イーストステージの大屋会長に長年の交通安全に対する功績を称え、福岡市より表彰があった。祝賀会を

企画しているので、詳細が決まり次第ご案内する。 

・暴走族（ハント族）に関するアンケートの集計結果については次回の自治総会にて報告する。 

・9/12 16：00 より交通安全講習会を開催する。公民館講堂にて実施するので参加をお願いする。 

・交通安全推進委員会の定例会を 9/12 に実施する。 

 

⑦青少年育成協議会（大森会長） 

 ・本日（９/５）に第 2 回定例会を開催し、以下の点を報告した。 

８/８に公民館にて「生命の教室」開催し、西南学院大学の先生の指導のもと押し花作りを行った。参

加者は１２名。 

7/2５，７/２６にラジオ体操を実施。大雨にもかかわらず参加していただいた。 

 

⑧老人クラブ連合会 （堤会長） 

・夏祭りの「コーラス」の発表時に音響のトラブルがあり、8 月の反省会で報告を行った。 

・早良区役所が中央公園の外周のネットの改修工事を予定しており、近々説明会が開催予定。周辺の

自治会長は参加をお願いする。 

 

⑨ 防災対策連絡協議会 （大村事務局長）  

・１１月に防災訓練を開催する。高木学園、アンペレーナと共催で実施予定。 

・11/6 に委員会を実施する。防災意識が薄くなっているためか参加者が少ないので各自治会委員は是

非出席をお願いする。 

 

⑩)寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長） 

・9/12(土) 10：00～11：00 に委員会を実施。自治会から出していただいている委員に対してご連絡をお

願いする。 

 

⑪社会福祉協議会 （代理：堤副会長 ） 

    ・８/３０に講演会を開催し、参加者は５４名であった。 

・「百道浜社協通信（第５号）」の配布をお願いする。  

 

８ その他 

   ・自治協議会の新役員名簿を作成したので訂正があれば柴崎副会長まで報告をお願いする。 

   ・９/１８の暴力団追放のデモに参加される方は９：４０に早良市民センター4 回にご集合お願いする。 

   ・大屋会長から表彰に対するお礼があった。また、早朝の清掃活動にご参加をお願いする。 

 

９ 平成２１年度１０月定例総会について 

   １０月度の自治総会に関しては 18：00～の開催とする。 

（※同日は、アクアコートでお月見コンサートがあり、通常より１時間早く開催。） 

 

以上 

 


