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百道浜校区自治協議会 平成２２年度 ４月 定例総会 議事録 
 

■開催日 

平成２２年４月 ３日（土曜日） １９：００～２１：００ 

■場所 

百道浜公民館 １階 講堂 

 

■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) 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 欠席 

 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 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 代理 

 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 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 欠席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 荻林 和則 同会長 欠席 

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 出席 

 寄り集う友ときずなの百道浜の会 柴戸 陸史 同会長 欠席 

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 

     〃 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 

※ 氏名は、3 月 31 現在にしています。 

柴崎新会長の進行により、議事次第にしたがって議事が審議され、副会長選出後は尾形新副会長により進めら

れた。議事の内容は以下のとおり。 
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■ はじめに 

１ お知らせ（ 百道浜小学校  野口校長）  

  野口校長より次のようなお知らせとお願いがあった。 

・百道浜小学校の校庭芝生プロジェクトが「森と緑」（森と緑みどりのまちづくり協会の機関紙）に４ページに

わたり取り上げられたので、地域の皆さんにご紹介する。 

   ・また、１月末に福岡市主催で小学校の先生がたの自主研究発表会が開催され、１００人以上の参加があ

った。その中で百道浜小学校の現況や歴史などをまとめた学校要覧(パンフレット)を作成し報告したので、

あわせて地域の皆さんにもご紹介する。 

   ・新年度になりましても、引き続き、小学校の生徒たちの地域での見守りをお願いする。 

■ 議題 

１ 平成２２年度自治会・委員会等新会長の紹介 （柴崎会長） 

 （１）新自治会長の紹介 

 ・クリスタージュ は長崎会長から榎本新会長へ交代があり、それぞれご挨拶があった。 

 ・サウスステージは八木会長から川辺新会長へ交代があり、それぞれご挨拶があった。 

 ・その他の自治会はまだ新会長が決定しておらず、５月の総会にて紹介予定である。 

（２）新委員会長等の紹介 

 ・老人クラブは、堤会長から山本新会長へ交代があり、それぞれご挨拶があった。 

（４月１９日の総会で決定） 

 ・交通安全推進委員会は江口会長から田中新会長へ交代があり、それぞれご挨拶があった。 

    なお、柴崎会長から、新自治会長が決定次第、「会員名簿作成資料」(別途配布)に記載の上、提出いた

だくよう依頼があった。 

２ 自治協議会役員選出 （柴崎会長） 

  新会長としては３月の定例総会で柴崎会長が選出されたが、その他の新役員(副会長、会計、監事など)は、

立候補者がいないため、新会長から次の通り候補者の推薦があり、決定・承認された。 

   ・副会長(２名)：  原口ヴェルデコート自治会長 尾形体育振興会会長 

   ・監事（２名） ： 宮山監事（再任）、元山民生委員（再任）   

   ・会計（１名） ： 尾形新副会長が兼任 

   ・書記（２名） ： 次回の定例総会で選出する。（新自治会長から選任する必要があるため） 

（ ※以後の議事の進行は、尾形新副会長により行われた。） 

３ 自治協議会平成２２年度基本方針（柴崎会長） 

   柴崎会長より、次のようなお礼と基本方針の説明があった。 

    ・去る４月１日に開催した暴力団追放決起大会については、全体で４５０名の参加があり、百道浜校区から 

８０名を超える多くの住民のご参加があり、協力に感謝している。 

・平成２２年度の基本方針については、新体制が本日発足したばかりで、新副会長とも相談をしながら決

めることになるが、次のようなことを考えている。 

 【安心・安全への取り組みについて】 

     百道校区ができて２０年近くたっており、改めて「安心・安全」について取り組んでゆく。 

    【行事の調整について】 

     いろいろな行事が企画されることになるが、日程がダブらないように調整、配慮していきたい。 

 【自治会への加入率の向上等について】 

  夏祭りの机、椅子等のリース化など事業予算が膨らむ中、自主財源の確保が問題になっている。 

このような中、自治協議会の会費の値上げについては、他の自治協議会の会費（６００円～８００円/

世帯/年）に比べ本自治会の会費（１００円/世帯/年）と低いことから過去２回の提案があっているが実

現していない。しかし、まずは、自治会に加入してない方の加入を強力に推進したいと考えている。 

値上げについては、秋ごろに提案し、議論を重ね、来年度の議案として提案していきたい。 

【民生委員の改選】 

        民生委員は３年任期で、１１月末で切れる。今年が改選時期となり、自治協議会で推薦委員会を立

ち上げ検討することになるが、ぜひ適任者のご推薦をお願いする。 

     【西部副都心まちづくり活性化推進協議会について】 

       西部副都心のまちづくりを活性化するため、百道浜、百道、西新、高取、福浜、南当仁の各校区及び 

       関連企業を中心として協議会が結成されており、本協議会から会長を含め２名参加する予定である。 

・以上の件は、文書にして次回の総会に提示する。 
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４ 平成２２年度の予算案作成について（尾形会計）  

   尾形会計より、次のような依頼があった。 

・各委員会等におかれては次年度の事業計画、予算案の提出を早急にお願いする。 

   ・平成２１年度は交通安全推進１７万円 、防災１０万円、 青少年育成協護会 ２１万円、環境美化推進 

    ２５万円、ごみ減量・リサイクル１７万円、健康づくり ５万円、献血推進 5 万円、ふれあいサロン１０万円、 

体育振興会２１万円、老人会７万円、寄り集う友ときずなの会 2 万円、男女共同参画 3 万円、 

敬老会１５万円、夏祭り４４万円、餅つき大会３０万円などとなっており、これをベースに予算編成をお願

いする。 

   ・企業からの寄付金は、景気の低迷から昨年度より減少するが、昨年の剰余金もあり、今年度の夏祭りの予

算は確保できそうである。 

・決算報告も次回の総会前までにぜひお願いする。 

５ 第６回（２０１０年度）「校区夏まつり」について （柴崎会長 ） 

  会長より、夏祭りの日程については、例年、小学校の夏休みに入った直後に開催されていることから、今年

度は７月２４日（土）に開催することで提案があり、了承された。 

  具体的には今後、実行委員会立ち上げ、詳細をつめていくこととなった。 

６ 平成２２年度「百道浜カレッジ」のスケジュール案内 （梶山館長）  

  平成２２年度における百道浜カレッジについて公民館だより（４月号）に基づき以下の通り説明があった。 

    ・百道浜カレッジは、校区の地域学習の場として、誰でも，いつでも、気軽に、少しだけ得をした気分を味

わえるものとして企画している。 

・ ５月２６日が開校式となっている。内容は、環境、人権、家庭教育などをテーマとしている。 

・本校区の特色としては、講師として野口校長、龍山キャスター（RKB）、博物館学芸員など地域に在住の

方にお願いをしている。 

・また、本年度はエコツワーを残し、狂言（昨年は能）をメニューに加えている。 

・年会費は１１００円だが、１回１００円で単独の参加が可能であり、閉校式は弁当を食べながら和やかに 

終了することとしており、ぜひご参加をお願いする。 

・なお、会員８０名で、 現在６０名残留予定となっている。 

７ 百道浜 WEB の更新 （尾形会計）  

  尾形会計より、以下のような説明があった。 

   ・百道浜 WEB は、掲示板がトップページとなっていたが、昨年度から更新作業を行い４月からリニュールし

ている。 

   ・新しいトップページは「百道浜自治協議会」、「百道浜公民館」、「エリア情報」の３メニューから構成され、

タワーなど写真も配置した見やすい画面となっている。 

   ・リンク先の情報については、まだ古い（平成１７年度ごろ）データがのこっており、今後随時更新していく。 

・更新に当たっては、新たに広報委員会を立ち上げ、委員長には原口副会長にお願いしている。 

また、これまで忙しい中、ご尽力された大森会長に感謝する。 

８ 百道浜暴走族クリーンアップ作戦 （柴崎会長 ） 

  柴崎会長から、早良警察署からの要請とその対応について以下の通り、説明と要望があった。 

・早良警察署から、暴走族追放の夜間パトロールの提案（別紙配布）があり、提案内容は毎月第２、第４の

金曜日２１時から２２時に、警察官７名と地域からの１０名の参加による夜間パトロールの実施である。 

・自治協議会としては、ぜひ交通安全推進委員会、PTA、青少年育成協議会、おやじの会、老人クラブ連

合会等の協力をえて、協力したいと考えている。 

・ついては４月は１６日、３０日が実施日となっており、協力をお願いしたい。 

これに対し、交通安全推進委員会及び大屋会長から次のような意見があった。 

   ・交通安全、おやじの会については、交通安全を主体とした取り組みなので、日時を固定した対応につい

ては会員や参加者の了解が必要であり、の調整が必要である。 

・ついては４月は自治協議会の主催でお願いし、５月以降は、交通安全委員会でも日程調整をしていきた

い。 

・災害保険についてはどうなっているのかという質問が多い。今回はどうするのか。（大屋会長） 

これに対し、柴崎会長及び横山係長から次のような回答及び要請があった。 

・保険については定期的なものは対象となる。（横山係長） 

 ・早良警察署の要請があり自治協議会としても協力をしたく、 今後調整をしながら実現したいので協力を

お願いする。また、是非、ボランティア保険の加入については対応していく。 
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９ 各自治会、各委員会等からの報告 

（１）自治会からの報告 
① 一丁目２区（大屋会長）  

  ・昨年度は、西南学院中学校の火災事件や自殺事件などが発生しており、今年度は各諸団体において

このような事件の防止に関する講演会の開催をお願いしたい。 

  ・また、公園内で散歩者の連れた犬が原因で、自転車と老人の接触事故が発生し、その処理に大変苦

労した。公園における犬の散歩のマナーついても各自治会で注意の喚起をおねがいしたい。  

②一丁目７区（瀬口会長）  

  ・昨年の秋に「梅の花」の前に新しいマンション（１5 戸） ができ、自治会に加入していただいた。 

③一丁目８区（宮崎会長）  

  ・自治会長は今回までで、新会長は大森さん（女性）に引き継ぐ予定である。 

④三丁目２区（代理：圓山副会長） 

  ・４月１８日に自治会の総会が開催され、中川副会長が退任され、新正副会長が決定される予定で 

ある。 

・また、役員数が少ないため、今年度は増員や任期の延長など規約の改正も考えている。 

⑤四丁目２区（長崎会長 ） 

  ・４月１８日に自治会の総会を開催し、榎本新会長をはじめ、各役員も決定される予定である。 

⑥四丁目３区（八木会長）  

  ・４月１１日の総会で新会長が選出され、他の役員も内定しているので、次回の定例総会で報告する。 

⑦四丁目４区（久永会長）  

  ・４月２５日の総会で新役員が選出される予定であるが、役員は内定していない。 

⑧四丁目５区（明松会長）  

  ・４月１７日の総会を開催する予定である。新役員は内定しているが、人尊協の委員は選出していない

ので今後対応する。 

  

(２)各委員会からの報告 
①公民館 （梶山館長）   

 ・サークル一覧表については 公民館便りとあわせ、各自治会に全戸（３６００戸）に配布をお願いしている

が、住民の方から再発行の依頼がある。コピー代が高く、事務費が厳しい状態であるため、確実に配布

していただきたい。 

・公民館便りなどの配布については福岡市の広報物配布報償金（１世帯当たり１５円）が支給されており、  

 有償であり、自治会の財源となっている。したがって、是非確実に配布していただくためにも、新しい配

布責任者の名簿を公民館に提出していただくともに引継をお願いしたい。 

・公民館便り４月号には乳幼児の講座のスケジュール表を記載しており、新規に移転されたお母さん方

の大事な情報であり、確実な配布をお願いする。 

・また、公民館便りの発行については、昨年から経費削減の観点から裏面は自治協議会の情報を載せる

ようにしており、その費用は自治協議会が負担することになっている。ぜひ、地域の情報を掲載してほ

しい場合は、紙面が許す限り対応するので、１５日までにお申し出をお願いする。 

  なお、百道浜 WEB のページアドレスも記載しているので参考にしていただきたい。 

②PTA  

  特になし 

③民生委員（元山民生委員）  

  ・３月２４日に公民館で保健福祉事業懇談会を開催し、ふれあいサロン、子育てサロン、民生委員の活

動報告を行った。 

  ・そのほか、小学校の卒業式に参加、通常の民生委員の活動を行った。 

 

④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長） 

  各自治会から今年度の環境推進委員を選出いただくようお願いする。 

 

⑤体育振興会（尾形会長） 

・４月２５日にソフトボール大会を百道中央公園にて開催する。トロフィーも準備しているので、 

ぜひご参加をお願いする。８：３０集合、９：００試合開始となっている。 

 ・なお、ソフトボールの案内ポスターがきていない自治会などもあるので、確認して対応する。 
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⑥交通安全推進委員会 （江口会長） 

 ・平成２１年度の年間活動をまとめた A３版の報告書を作成したので、各自治会で掲示をお願いする。 

 ・４月６日から４月１５日までが春の交通安全運動となっており、配布しているポスターの掲示もあわせてお

願いする。両面あるので、張り方にはご配慮をお願いする。 

 ・５月１５日に本委員会の総会を開催することとしており、配布している案内文を新委員に渡していただき

たい。 

⑦青少年育成協議会（大森会長） 

  ・５月８日（土）１０：３０から総会を開催するので、新役員へのご連絡と引継ぎをお願いする。 

  ・５月１５日（土）の１３：００から百道浜海岸で「生命の教室」を開催予定である。応募人数としては子供た

ち４０名前後とする。 応募のポスターを次回までに用意するのでよろしくお願いする。 

⑧老人クラブ連合会 

  ・３月７日（日）に百道浜小学校でお別れコンサート（音楽交流会）に参加した。 

  ・３月２９日に健康増進ため公民館から祖原公園までウォーキングを実施した。 

⑨防災対策連絡協議会（大村事務局長） 

  ・５月１５日１０：００から総会を開催するので、各自治会から新役員の選出および参加をお願いする。 

⑧寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長、圓山広報部長） 

  ・平成２１年度の活動を取りまとめた会報誌を３月に３５００部発行したので、各自治会から全戸配布をお

願いする。なお、公民館には一回り大きく拡大したものを掲示する。 

  ・内容については、フォーマット変えず、各役員が執筆する事となっており、圓山広報部長から以下の項

目について説明があった。 

     ○百道浜小学校の人権標語募集および人権学習について 

     ○「愛宕浜人尊協」との交流会について---先輩格で類似した人尊協との交流（１２月３日実施） 

     ○講演会について— 「ぼけても普通に暮らしたい」（講師は村瀬孝雄氏、社協との共催） 

     ○会長のひとりごと、委員のコメント、編集後記 など 

  ・５月２９日１０：３０から総会を開催するので各自治会から委員の選出し、参加していただくようご連絡を

お願いする。なお、本会の委員の役割は、夏祭りや、ウォークラリーへの参加を通じての活動がおもな

ものである。 

⑨社会福祉協議会 （金高会長） 

・３月７日、３月１４日に７５歳以上の方を対象とした昼食会を開催し、多くの高齢者の参加をいただいた。 

また、各自治会から会長さんの参加もあり、「地域から見守られている」との安心感や大変楽しいかったと

の参加者の感想を得ている。今後とも継続したい。 

・また今年度も会長を継続し、すみやすい百道浜にしていきたいので、ご協力をお願いする。  

１０ ５月定例総会について  

 次回は５月８日午後７時より 百遵浜公民館（講堂） で開催する。 

■ 報告・連絡事項・その他  

 １ 駐停車禁止に関する要望について（江口会長） 

ハント族の排除については「梅の花」の前の道路を夜間駐停車禁止にすれば処理しやすいので、この付

近を対象としていたが、警察との協議した結果、百道浜校区全体を対象とすることが効果的との判断が

あり、全体を対象区域にすることで再要望したとの報告があった。 

本件については、本総会の了承を受けた。 

 ２ 自治協議会への要望について（大森会長） 

   大森会長、大村事務局長より自治会協議会に対して次の２点の要望があった。 

  （１）自治協議会の組織について 

    青少協の定例会で、役員方から青少協が自治協議会の下部組織であると役員をしてようやくわかったと

の意見があった。ぜひ、各自治会におかれては、自治協議会と諸団体との関係について新しく役員にな

られた方に、自治協議会の組織についてご説明をお願いする。（了承） 

（２）自主財源の会計報告について 

     前回の定例総会において、前会長より協議会の事業費の流れを透明化するとの話があり、かつ倉庫購

入の専決処分のこともあり、ぜひ、定例総会において、福岡市からの補助金のみならず、自主財源を含

めた会計報告をぜひお願いする。 

   

    会計報告については、６月の定例総会において、書面で報告することとなった。 

                                                          以上 


