百道浜校区自治協議会

平成２１年度 ２月 定例総会 議事録

■開催日
平成２２年２月 ６日（土曜目） １９：００～２０：５０
■場所
百道浜公民館 １階 講堂
■２月定例総会出欠表
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オブザーバー（早良区役所地域支援課）

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。
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洋子

信雄

長

出席

出席

議事の内容は以下のとおり。
■ はじめに
１ ホークスタウンからの寄付について（柴戸会長）
・JAL リゾートシーホークホテルより１５周年記念として４２０００円の寄付をいただいた。
・また、シーホークのセレクトカードを受領したので、毎年好評であり各自治会にて配布をお願いしたい。6/1
～ヒルトンに変わるため、このカードの使用については改めて案内する。
２ 特定検診の件（早良区役所特定検診課の吉永課長）
・生活習慣病を予防するために 2001 年度より国が実施するもので、国民年金保険に加入されている方が対
象、3/31（水）までに受診をお願いします。
・現在死亡者の６割が生活習慣病からで男性が 50%、女性が 20%を占めている。
データ上では福岡市での受信者は全体の 10%にも満たない。ここ百道浜校区の昨年実績は 18%と高く、是非
ご案内をいただきたい。
３ 国勢調査について（早良区役所総務企画課の上野係長）
前回は各自治会から選定をいただいた方々にご協力をいただき調査が実施されたことに対し、お礼の言葉
がたった。今年は 10/1 に全国一斉に国勢調査が実施される。今回で１９回目になり日本に住む外国人を含
むすべての人が調査対象となる。
調査内容については世帯員の数や男女別、住居の種類、仕事の状況など 20 項目を尋ねる。
調査結果は様々な行政施策の計画の基礎となり、年金額の算定にも基礎資料として用いられる。
＜調査の業務見直しについて＞
・調査票の配布については調査の説明をして調査票を配布。面接できない場合は日時を変えるなどして会え
るまで訪問していた。→今回は日時を変えて３回以上会えない場合は郵便受けに調査票を配布。
・調査票の回収については、今回は郵送回収が基本となる。調査員による回収を希望する世帯には訪問して
回収する。
・調査票の回収時の検査については、調査員回収の調査票は完全封入として、調査員段階での検査は行わ
ない。
・未提出世帯への対応については、今回は郵送調査の当初回収期限を過ぎたころ、チラシを全世帯に配布す
る。未提出世帯への対応は行わない。
・調査員の配布基準については、50 世帯（１調査区）に一人だったのを複数調査区担当の調査員を推薦、調
査員の総数を縮減する。
＜自治会、町内会の皆様へのお願いについて＞
・調査区選定の確認について、平成 21 年度は 10/1 を基準日として国勢調査の実施のための調査区設定を
現在行っている。公称町の変更や世帯数の増加が著しい場合は修正が必要であり、新たにマンション等が計
画されている等、地区内の情報についても区役所までお知らせいただきたい。
・調査員の推薦について
国勢調査の実施にあたっては調査区域の身近に居住し、地域の居住者、地理等に熟知した調査員が必要
であり、自治会、町内会にその調査員の推薦をお願いする以外の方法では難しく、すべての政令都市でも地
域にお願いしている。皆様にはご負担をお掛けいたしますが調査員の推薦をお願いします。
＜国勢調査員について＞
・調査員は総務大臣任命の国家公務員となり、任期は平成 22 年 9/1～10/31 の２ヶ月間。
要件は２０歳以上、選挙、税務、警察関係者以外の人でお願いしたい。
・調査員手当ては前回平成 17 年の例では平均約５万円程度だった、今回の縮減により１調査区あたり約２万５
千円程度に減額される。このため複数調査区を担当していただくことを推進したいと考えており地域ごと相談
しながら取り組んでいく。
＜謝礼について＞
・調査区設定や調査員推薦についてはあくまでも市からのお願いであり、謝礼として依頼時に１自治会、町内
会あたり千円相当のコーカードを提供。
また、推薦業務終了後に１自治会、町内会あたり規模別に３千円～５千円相当の謝礼を提供します。
＜主なスケジュール＞
・各自治会、町内会の説明会、調査員推薦を 3/末までに実施。その後区役所にて調査員の任命手続き、割り
振り調整などを実施後 8/中旬以降より公民館にて説明会を実施。調査実査期間を 9/23～10/24 とする。
新年度になりましたらマスメディアを通じた広報業務を実施する。
・前回調査員については区役所に問い合わせをいただければお伝えできる。
・調査員の推薦については 3/31 までに返信用封筒にて対応をお願いしたい。
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■議題
１ 会長挨拶 （柴戸会長）
今年もよろしくお願いしますとの冒頭の挨拶があった。
・百道浜では暴走族が少なくなってきたが、百道浜を暴走族撲滅宣言の町にしようと問い合わせをいただいた
が、そのためには事務の仕事も必要となり、自治会の皆さんに意見を問う話があった。実施する上では、他地域
でどの様な活動をしているのかを勉強する必要があり、今後話題に上がったら提案していきたい。 また百道浜
校区に関しては皆さん防災に対して無関心であり、ご案内の通り 2/20 のセミナーには自治会長自ら皆さんへお
声がけをしてほしい。
また、皆さんにお配りした袋はホークスよりウォークラリーのときに配布した品物で、各自治会長に配布された。
２ 各団体からの決算準備について（尾形会計）
３月末までの決算締めを各諸団体にお願いしたい。毎回遅れるため早めの決算準備を。４月からの次年度予
算に関して決算後の事業計画が出来ないと予算捻出ができない。５月の定例会は８日（土）に実施する。
３ 各自治会、団体の来年度役員人事について（柴戸会長）
平成 22 年度の役員人事については、各自治会ごとに順番制で決まっていると思うので、実施いただきたい。
新役員の切り替え時期は前役員も総会に同席いただきたい。
４ 男女共同参画事業について（柴崎副会長）
・男女共同参画事業の一環として 3/27（土）10：30～12：00 に植木とみ子氏（福岡市総合図書館館長）による
講演会を実施する。
・その後 1３：00 から「ワイワイガヤガヤ塾」を開催。これは団塊の世代の皆さんが上手く地域に溶け込んでい
ただけますようガイダンス、オリエンテーション的なものです。会費は 500 円。
５ 野鳥公園の有効利用について（大森会長）
・12/5 の総会にてマリゾン野鳥公園を有効活用する上で、誰でも利用できるよう整備する話があった。
・1/9 に港湾局と協議した中で、防災上等の問題もあり多目的として活用するが、メンテ等の問題もあり芝生
化はせずそのまま土の状態で２４時間は利用はしない。（夜間は閉鎖して昼間に利用）
・公園は 4000 ㎡の中に約幅２５M、奥行き７M のスペースを地域と一緒に生物等、自然とのふれあいの場とな
れるスペースを作っていただける。
・マリゾンにはバーベキューが出来るスペースがないため、今後協議いただくことをお願いした。
・工事は既にスタートしているが、青少協としても今後の利用計画について西南大学等の先生と協議してい
く。
６ 高齢者会食会の開催について(金高会長)
社会福祉協議会の事業として高齢者（75 歳以上の方を対象）対象の昼食会を実施する。
・１丁目は 3/7（日）11：30～イーストステージ集会所
・３，４丁目は 3/14（日）11：30～百道浜公民館
是非各自治会の会長さんにも出席いただきたい。
今回は部屋で閉じこもりの方をお誘いしたいので各民生員の方にも支援をお願いしている。
ポスター等、告知に工夫が必要であり、今後手直ししていくが 3/1 までに申し込みをお願いしたい。
７ 各自治会、団体、委員会からの報告
（１）
各自治会からの報告
・一丁目３区より・・・西鉄さんよりグリーンバスのルート変更の案内があった。3/1～博物館東側に停留所が
設置される。４月からは土日祝日、春休み、GW、夏休みのみの運行となる。詳細は追って柴戸会長より説
明がある。
・４丁目４区より・・・1/15 に町内に掲示板が設置され、太陽光発電による夜間照明が点灯することの報告が
あった。また、百道浜校区に唯一空き地(４丁目)があり、マンション建設が予定されており、近く説明会が
行われる。
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（２）委員会等からの報告
①公民館 （梶山館長 ）
・第十回百道浜カレッジエコクッキングが 2/20、10：00～12：00 に開催される。
・子供健全育成事業の一環で百道浜小学生６年生の卒業祝いを 2/19、9：40～12：00 に公民館にて開
催される。公民館茶道サークルの協力でお茶会形式にて実施。
・子育てサポート養成講座を 2/24 に実施。
②ＰＴＡ （江口副会長 ）
・11/7 に開催した「浜っぴフェスタ」の協力に対するお礼があった。
・百道浜小学校の校庭の芝生が、第２３回福岡市都市景観賞を受賞したことの報告があった。
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）
2/20（土）10：00～エコクッキングの件、特に男性に是非参加をとの呼びかけがあった。
⑤体育振興会 （尾形会長）
1/24 に１年間の活動終了の報告があった。2/28（日）には今まで自治会で使用させていただいた百
道浜小学校の体育館の窓拭きを実施する。
⑥交通安全推進委員会 （江口会長）
・12 月の定例総会にて暴走族、ハント族のアンケート報告を 12/24 に柴戸会長と早良警察署へ報告書
を引き渡した。早良署の坂田管理官からは皆さんにはいやな思いをさせてしまい、現状警察官も人手
不足ということもあるが、ご意見は重く受け止めているとの話があった。
・先ほどの百道浜暴走族撲滅宣言については、下部の検討機関を設置し、他の地域の取り組みをヒヤリ
ングなどを含め今後検討していくことを提言する。
・1/16 の定例会にて来年度の会長に田中さんが選出されたことが報告された。
・定例総会に自治会長自身が出席できない場合には必ず代理出席者を出してほしいとの意見があっ
た。
⑦青少年育成協議会（大森会長）
・子供健全育成事業の一環で 2/14（日）14：00～講演会を実施する。
内容は、福永宅司氏の一人芝居で山田洋二監督の「１５才」という映画を題材とした講演会を実施するの
でぜひご参加をお願いする。
⑧老人クラブ連合会（堤会長）
・1/18 に三社参り（箱崎宮、宮地岳、宗像）を実施。社会福祉協議会に 4400 円を寄付。
・2/10 には百道浜小学校１年生との校友会を実施した。（小学生 90 名、老人クラブ 24 名）
⑨防災対策連絡協議会（大村事務局長）
・2/20 に百道浜校区防災セミナーを 13：00～公民館にて開催。
・講師に市役所防災・危機管理課 冨長様、林様、白石様を招き、６～７班にわかれ実施する。
・６班を編成したいと思っており、各責任者の方には参加者の呼びかけと、報告を会長までお願いする。
⑧寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長）
・年一回の広報紙を作成中。
・2/9 に百道浜小学校の６年生を対象に人権学習を実施予定。
⑨社会福祉協議会 （金高会長）
・赤い羽根募金については、総額 279、967 円集まったことを報告。
８ その他
・３/14 に西福岡マリナタウン海浜公園で凧揚げ大会が開催される。（参加費５００円）
ポスターの掲示をお願いする。
・自治会長の出席者が少ない。出席できない場合は、副会長などの代理出席を是非お願いする。
９ 平成２２年度３月定例総会について
次回は、平成２２年３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

-4-

