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百道浜校区自治協議会 平成２１年度 １２月 定例総会 議事録 
 

■開催日 

平成２１年１２月 ５日（土曜日） １８：００～１８：４５ 

■場所 

百道浜公民館 １階 講堂 

 

■１２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 欠席 

一丁目４区(サンパティーク) 北里 謙二 自治会長 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 欠席 

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） 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 欠席 

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 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 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） 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 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 

百道浜校区自治協議会 圓山 紘一 同副会長 出席 

百道浜校区自治協議会 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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圓山副会長の進行により、議事次第にしたがって議事が審議された。 

議事の内容は以下のとおり。 

 

■ はじめに 

１ 野鳥公園周辺地域の活性化について （マリゾン・博多湾環境整備共同企業体 江崎営業担当） 

・野鳥公園の改修については野鳥の会と港湾局との協議が整い、工事の内容が決まったので報告があった。 

・工事内容は、 

①既存の中央部にある高台を撤去し、北東端に移設する。 

   ②西側にある門扉２基のうち１基を撤去し、新たに北西端及び南西端に門扉及び道路を新設する。 

   ③既存の樹木の移植工事として、高木は防風林として地行浜、百道浜の東側緑地へ、低木は地行浜、百

道浜の護岸緑地へ移植する。 

   ④周辺の U 字溝にグレーチングで蓋かけを行う。 

   ⑤公園平坦部は全面に高麗芝生を布設する。またベンチを東側端に３箇所設置する。 

  ・大森会長、大屋会長などから次のような要望があった。 

   ①安全のため、平地にし、見通しがよいようにとの目的はわかるが、ただ平地にして公園としたということで、

どのような利用を考えられているのか目的がわからない。照明もなく、所期の目的外に利用される恐れも

あり安全面から２４時間利用は再考していただきたい。また鳥のためには高木も必要なのでないのか。 

②芝生のメンテナンスは企業体でするとのことだが、犬の散歩など、利用規約を整理するなど運用につい

ても考えてほしい。 

③子どもたちにとって自然観察のスペースとしてビオトープなどの設置などの要望もある。 

  ・柴戸会長から、単に平地にするだけでなく以上のような地元の要望を反映した計画を再考してほしい旨の

強い要望があり、今後再協議することとなった。 

 

■議題 

 

１ 会長挨拶  （柴戸会長） 

 ・本総会終了後、大屋氏、堤氏の祝賀会を控えており、短い審議時間になること、また次回は来年２月となり十

分な時間がとれず申し訳なく思っている。その間、緊急な事案があれば自宅までご連絡いただければ対応

するで、よろしくお願いする。 

 

２ 餅つき大会 （尾形副実行委員長） 

 ・配置は昨年と同様で、会場入口近くに献血車を、また体育館側に「丸め」を、校舎廊下側に「むし」、「つきて」

などを配置する。 

 ・応援者は、男性は「むし」と「つきて」などを、女性は「まるめ」、「大鍋」などを主にお願いする。 

 ・タッパウエアを持ち込んで、大量に「もち」を持ち帰る方がおられるので、役員から慎重に注意する。 

 ・大鍋の担当は、集合時間・場所が材料準備と、調理に別れるので、尾形副実行委員長がそれぞれを決定し、

事前に連絡をする。 （材料準備：８：００に公民館へ集合  調理：８：３０に百道浜小学校へ集合）    

 ・老人会は、丸めのお手伝いをお願いする。 

 ・小学生のための丸め用の長机を２台追加してほしい。（梶山館長） 

 ・餅つき大会のポスターは一部修正があるので、修正して再度配布する。 （「綱引き」→「玉いれ」） 

 

３ 献血について （尾形副実行委員長） 

・餅つき参加者は随時、献血をお願いする。 

・献血ができる人は条件があるので、配布している注意書きを参考のこと。（詳細な説明は略。） 

 

４ 平成２１年度上期決算について （尾形会計） 

・中間報告書が配布され、これに基づき尾方会計から報告があった。 

・収入のうち、雑収入が予算額を上回っているのは夏祭りの寄付金の増によるものである。 

・支出は、各委員会から出していただいた金額を計上している。金額が０の欄は事業が実施されていないこと

による。 

・予備費（１万円）は２名分の香典代である。 

・自治協議会自主財源は、まだ半分しか集まっておらず、各自治会においては早急に納入をお願いする。 

・支出の運営費の欄で、書記手当の表示が二重になっているので修正をお願いする。（２段目の表示削除） 
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５ 各自治会、委員会からの報告 

（１）自治会からの報告 

   特になし。 

  （２）委員会等からの報告 

①公民館 （梶山館長 ）   

特になし。 

②ＰＴＡ （荻林会長 ） 

  特になし。 

③民生委員 （元山代表） 

  特になし。 

④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長） 

特になし。 

⑤体育振興会 （尾形会長） 

  特になし。 

⑥交通安全推進委員会 （江口会長） 

・「年末の交通安全運動」のポスターの掲示をお願いする。 

・暴走族、ハント族のアンケート調査報告がまとまったので２部配布している。これは１１月２１日に開催し

た委員会に報告したもので、１部は記録用に、残り１部は閲覧あるいは掲示用にご活用願いたい。 

・この結果は、百道浜ＷＥＢ（現在は工事中）に今後、掲載する予定である。 

・今後の対応については、柴戸会長と一緒に早良警察署への報告し、対策の強化をお願いする。 

また、自治協議会の中に本件の特別な組織を立ち上げ、検討していただけたらと考えている。 

・ 

⑦青少年育成協議会（大森会長） 

 ・自治協議会のホームページである「百道浜ＷＥＢ」は現在、リニューアル(工事中)である。 

  ただし、掲示板だけが使えないが、定例会議事録等は更新を行っている。 

 ・青少年育成協議会の講演会を来年の２月１４日１４：００から開催する予定である。 

内容は、福永宅司氏の一人芝居で山田洋次監督の「１５才」を公演予定である。現在ポスターを作製中

であり、完成したら各自治会で掲示をお願いする。 

 

⑧寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長） 

特になし。 

⑨社会福祉協議会 （金高会長 ） 

    ・各自治会におかれては、百道浜社協通信（第６号）の掲示・回覧・配布等をお願いする。 

    ・赤い羽根募金については、１２月２４日までに納付をお願いする。 

 

６ その他 

  （１）早良アン・アン・ネットワーク通信（メール登録）の掲示について 

    ・早良警察署から不審者情報や安心安全に関するお知らせ等をネット配信しており、登録の要請があっ

ている。 

    ・本件については、自治協議会会長と早良署との打ち合わせで、自治会長個人での受信は大変なので、

公民館が一括して受信し、閲覧することとなった。 

    ・住民個々への情報提供は、大量な情報なのでほとんど困難であり、公民館で閲覧してもらうか、個人的

に登録するかになる。したがって、早良警察署の勧誘のポスターを各自治会で掲示することで対応する

こととなった。 

 

７ 平成２１年度２月定例総会について 

   次回は、平成２２年２月６日(土) 午後７時より 百道浜公民館１階講堂で開催する。 
以上 


