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百道浜校区自治協議会 平成２２年度 ５月 定例総会 議事録 
 

■開催日 

平成２２年５月８日（土曜日） １９：００～２０：３０ 

■場所 

百道浜公民館 １階 講堂 

 

■５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) 渕上 格 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) 河済 博文  

 

 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) 大森 貴子 自治会長 出席 

 三丁目１区(ヴェルデコート) 泊 清一郎 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 欠席 

 

 
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 代理出席 

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) 榎本 クリカ 自治会長 出席 

四丁目３区(サウスステージ・警察官舎) 川邊 光正 自治会長 出席 

 四丁目４区(戸建) 深山 晃一 自治会長 出席 

四丁目５区（アトモスももち） 佐伯 由美子 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 江口 展章 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 田中 久昭 

 
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 山本 正 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 柴崎 正廣 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 原口 裕司 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５月１日 現在。 

 

尾形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。 
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■ はじめに 

１ マリゾンからのお知らせ（ ㈱マリゾン：麻生常務 、 ㈱BEA：佃
つくだ

 ）  

麻生常務から、６月５日に開催予定の「TUBE」のコンサートについて以下のとおり概要説明があった。 

・５年ぶりのコンサートで、海浜公園が舞台となる。音響の問題があり、ご迷惑をかけることもあると思うが

ご協力をお願いする。また、何かあれば、ご連絡をお願いする。 

   佃さんから当日の対応について以下のような説明があった。 

 ・海浜公園を「コンサート」、「スポーツ」、「アミューズメント」の３つエリアにわける。「スポーツ」、「アミューズ

メント」のエリアは無料。「コンサート」は有料だが、大人１名に対し子ども(小学生)２人までは無料とする。 

    ・音を出す時間帯としては、前日の６月４日（金） １４：３０～１７：００の音響資材のテストのとき及び当日の

６月５日（土）９：００から１０：００のリハーサル、１６：００～１９：００の本番のときである。 

    ・駐車対策としては、場外に１００人以上の警備員を配置し対応する。（入場者数４０００人予定） 

    ・音響および駐車対策については極力迷惑をかけないようにするので、ご理解、ご協力をお願いする。 

 

■ 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） 

   まず、１丁目１区の自治会長から順に今年度の自治会長の自己紹介があった。つぎに、公民館長をはじめ

として各委員会等の会長から、最後に自治協議会会長、副会長からそれぞれ自己紹介があった。  

 

２ 自治協議会役員（書記）の選出 （柴崎会長） 

   柴崎会長から書記２名の選出ついて、新自治会長の中からパソコンを扱える方が是非立候補してほしい旨

のお願いがあった。 

    これに対し、１丁目８区の大森自治会長が、条件付（担当する月が不定期でも可。）で立候補され、全員

賛成で承認された。 

    残りの１名については、欠席の自治会長もあり、次回の定例総会で選出することとなった。 

 

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、次のような運営に関する基本方針の説明があった。 

  （１）自治協議会定例会の会議時間について 

  定例会は、原則１時間～１時間３０分で終了するものとする。ただし、本日のマリゾンからのお知らせのよう

に報告事項がある場合でも１時間３０分を限度としたいので、ご協力をお願いする。 

  （協議会でのマリゾン等の企業から報告等については、夏祭りなどの協賛をお願いしている関係から、承

認している。） 

（２）運営の基本方針について 

【安心安全への取り組みについて】 

・百道浜に我々が住みだして、20 年、各マンションでは大規模修理が大体終わった。今までこれといった

大きな事故・事件・トラブルは発生していないが、地区の安全、安心を根本的に見直していきたい。 

すなわち地域の大規模修理を検討したい。 

・４月１日に暴力団追放総決起大会を行ったが４５０名の参加があった。このうち１００名程度が百道浜校区

の皆さんで、百道浜の底力を感じた。また早良警察署の協力を得て、４月１６日、４月３０日に夜間パトロ

ールを行ったところ、いずれも２０数名の参加があった。今後とも暴走族追放に向けて、協議会会長が先

頭に立って対処したい。 

【行事の日程調整について】 

・各委員会等と連絡を密にし、行事がダブらないようにし、参加者ができるだけ多く集まれる行事にしていき

たい。そのためには、各委員会等の計画されている行事の日程表を提出していただき、それを一表にま

とめ一覧性あるものを作成し配布したい。 

【自主財源の充実と自治会加入率の向上等について】 

・夏祭りや餅つき大会は２大イベントとして実施したいが、本年度は諸般の事情により大口の企業の協賛

が減るものと予想される。また、あまりにも企業・法人に依存しすぎているきらいがあり、お互い対等な

立場で話し合えるような関係を維持するためにも、自主財源を強固なものにしたい。 

・自治協議会への納入金を、本年度は未加入自治会への働きがけを積極的に行い、収入増を図りたい。

また来年度は、不退転の決意で現在の 1世帯あたり年間１００円を値上げしたい。 
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【民生委員の改選】 

・現在 8名様の民生委員さんがご活躍されているが、11月末が 3年の任期がくる。 皆さん素晴らしい 

方々ばかりなので、このまま継続をお願いしているが、辞任の意思が固い方もおられる。 

早急に推薦委員会を立ち上げ、現在のように百道浜にふさわしい民生委員さんを選出していきたい。 

【他校区との連携の緊密化】 

・暴走族追放夜間パトロールには、西新、百道校区からも参加者があるが、百道浜校区を含めた３地区

は、百道中学校の校区であり、色々な機会に接点があるので特に緊密な関係を構築したい。 

 

  説明終了後、自治協議会費の値上げに関連して、瀬口自治会長(１丁目７区)から自治協議会への納入金の

平成２１年度分が過払いとなっていないかの疑義がだされ、双方で確認することとなった。 

 

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。 

・平成２１年度の決算については、４月２１日に早良区役所の横山係長から補助事業の監査を受けた。 

その後、自治協議会全体の会計については、宮山監事から監査をうけ、昨日了承された。 

この監査結果は６月の定例会で報告する。 

・また、平成２２年度の事業計画、予算案を提出されていない諸団体がいくつかあり、来週中にぜひ提出を

お願いする。 

 

５ 暴走族対策について 

  柴崎会長より、暴走族対策について次のような提案があった。 

   ・４月１日の総決起集会の後、早良警察署から暴走族追放の夜間パトロールの提案があった。４月以降、第

２、第４金曜日の夜に７名から９名の警察官を投入するので、自治協議会も協力してほしい旨の要請があ

っている。 

・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、「暴走族追放対策委員会(仮称)」を立ち上げ、対処していきたい。 

・近々、第１回目の委員会を開催する予定であるが、どのように進めるかについて結論を出していくには時

間がかかる。したがって、当面５月１４日(金)の夜間パトロールに対応する必要があり、前回(４月３０日)と

同様、関係５団体から３名程度のご参加、ご協力をお願いする。 

 ・対策委員会には、１丁目の自治会会長さんの参加もあわせてお願いする。 

   

関連して、大屋自治会長から次のような意見、提案があった。 

・先週から暴走族が増え、また暴走族の質も変わったように感じる。  

   ・前回(４月３０日)の夜間パトロール中に通行人から本校区の取り組みが高く評価された。また、後日、他の

校区の人からも、激励された。 

   ・消防車、救急車の深夜における音量については、低くしてもらいたい。また、隣の派出署にいつも警察官

が常駐していないことが問題となっている。 

 

   これに対し柴崎会長から、大屋会長の意見等については、早良警察署に今後協議していくとともに、「専門

委員会」の中で検討していきたいとの回答があった。 

 

６ 夏まつりについて （尾形副会長 ） 

  尾形副会長より、夏祭りの実行計画（案）に基づき、以下の説明があった。 

   ・日程は７月２４日（土）に開催で、時間は８時から２１時。場所は百道浜小学校グラウンド周辺である。 

・推進体制は、まず実行委員会を設立し、ここで検討しながら自治協議会で決定していく。 

・役割分担としては、本部の委員長は柴崎会長、副委員長は３名だが１名は尾形副会長がなる。書記は原

口副会長、会計は体育振興会の岸川さんにお願いしている。 

・部会だが、１１の部会を設置し、責任者を今後決めていく。また、設営や警備などの各部会に各自治会か

らは４名程度の協力者の選出をお願いしたい。     

   ・予算は８０万円（例年は６８万円程度）で例年より多目の予算としている。これは、会場の設営や後片づけ

が「おやじの会」に大きな負担をかけているため、金額の問題もあるが業者委託により対応する予定であ

る。     その他ステージの設置があり、これとあわせて検討していく。 

 ・当日のスケジュールは、８時から会場の設営を開始し、１０時に子どもみこしが出発。１７時から夏祭りが 
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開会され、２０時に閉会する。その後、後片付けを行い２１時には解散する予定である。 

   ・実行委員会の前に準備委員会を立ち上げる。責任者を人選中であり、電話で指名、協力依頼をするので、

よろしくお願いする。また、準備委員会の日程等は当方から各責任者に後日、連絡する。 

   ・雨天時は、体育館で実施する予定。詳細についてはまだ決まっておらず、実行委員会で検討していく。 

説明の後次のような質疑があった。 

・発表会は公民館のサークルが主体であるが、若い人の参加の機会を与えてはどうかとの提案があり、これ

に対して尾形副会長から、ある団体に依頼中であるとの回答があった。 

 いずれにしても実現する方向で今後、検討する。 

   ・また、自治会から、協力者の拘束時間や役割の割振りは固定的になるのかとの質問があり、尾形会長から、

協力者の時間の都合もあることから、今後、柔軟に役割分担を調整できるし、事前に協力者説明会を開

催し、十分情報の伝達に努めていくとの回答があった。 

 

７ ラブアースについて（柴崎会長） 

  柴崎会長から次の説明があった。  

 ・６月６日（日）にラブアース２０１０が開催される。毎回、中学校の体育大会と日程が重なるが、百道浜校区

から 

１５０名の方が参加していただいている。今回は体育大会と競合しないので多数のご参加をお願いする。 

また、来週開催の「ごみ減」の会議でも参加を要請する。 

  ・集合場所は、マリゾンの入口広場に９：００集合をお願いする。 

 

８ 柴戸前会長ご慰労会開催について 

  柴崎会長から、慰労会について次のような説明があった。 

   ・柴戸前会長は、平成１８，１９年度は副会長、平成２０，２１年度の２年間は会長として自治協議会の発展に

尽力された。これに対する感謝の意を表するため、慰労会を企画した。 

   ・日時、場所は、平成２２年６月５日(土)午後５時３０分から高木学園学生食堂で開催する。 

   ・高木学園の学生食堂の営業時間は、夜間の授業がなくなり、４月１日から午後８時までとなっている。この

ため、開催時間を早めて、午後５時３０分からとしている。したがって同日の定例総会は繰り上げて４時か

ら５時３０分とする。 

   ・会費は女性３０００円、男性３５００円となっている。 

   ・過去、このような慰労会には６０名ほど集まっており、ぜひご参加をお願いする。 

 

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）  

  柴崎会長の基本方針の中に「献血」という項目がないので是非盛り込んでほしい。 

（→基本方針に、盛り込むこととなった。） 

  

(２)各委員会からの報告 

①公民館 （梶山館長）   

・公民館便りは、表面が公民館の行事を掲載しているが、裏面は、各地域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、１０日頃までに原稿の提出をお願いする。 

・公民館便りは、本年度から各自治会には配達しないこととしたので、毎月２５日に公民館の資料ボックス

に必要部数を入れておくので、取りに来ていただきたい。 

・５月２６日に第１回の百道浜カレッジの開校式を開催する。今回は RKB「今日感テレビ」の龍山キャスタ

ーを講師に迎え、「楽しく学ぼう お天気から地震まで」という演題で講演会を予定している。 

身近なテーマなのでぜひご参加をお願いする。時間は１０:３０から１２：００まで。 

・その他、生命の教室、子ども健全育成卓球大会を予定している。（詳細は、各団体から説明） 

②PTA （江口会長） 

・５月２３日（日）に小学校の運動会が開催される。ご参加をお願いする。  

・小学校の通学路の地図を新規に作成したので、これを参考に生徒の見守りをお願いする。 

   なお、山王病院と図書館の間の緑道は通学路に指定されていないが、通学路として通行可能である。 

   （この通学路の地図は、最新のマンション等の情報が記載されており、柴崎会長が野口校長から、自
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治協議会の役員用に５０部譲り受けたもので、掲示の必要はない。） 

③民生委員（元山民生委員）  

  ・ボランティアの「子育てサポーター」を募集している。年齢制限はないので子供の育成に興味のある方

の応募をお願いする。 

④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長） 

  ・ラブアース２０１０にぜひご参加をお願いする。 

⑤体育振興会（尾形会長） 

・５月１６日（日）に卓球大会を公民館講堂で開催する。初めての試みなのでぜひご参加をお願いする。 

開催時間は１０：００から１２：００となっている。（昨年はカヌー教室、潮干狩りを実施。） 

⑥交通安全推進委員会 （田中会長） 

  ・５月１５日（土）１３：３０に総会を開催することとしており、新委員のご参加をお願いする。 

  ・欠席の場合は公民館の交通安全 BOXに委任状を提出するようお願いする。 

⑦青少年育成協議会（大森会長） 

  ・５月８日（土）１３：３０から総会を開催した。 

・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。小学校の児童を対象とし

ており、応募人数は４０名で、まだ余裕があるのでご参加をお願いする。  

  ・６月１２日(土)、１３日(日)の２日間で TNC会館にあるロボスクエアと共同で「ロボット教室」を開催する。 

時間は１４：００から１７：００で、小学校の高学年を対象としている。詳細については、５月中旪に別途ポ

スターを配布するので掲示をお願いする。 

⑧老人クラブ連合会 

  ・４月１９日に総会を開催し、新体制が発足した。 

  ・６０歳以上の方を対象として会員を募集おり、ぜひ入会をお願いする。なお、第１、第３日曜日に老人

いこいの家で活動している。 

   

⑨防災対策連絡協議会（大村事務局長） 

  ・５月１５日（土）１０：３０から総会（第１回防災会議）を開催する。 

   議題は、今年度の「防災活動方針」、「執行部担当選出」、「防災活動テーマと年間活動計画」などで

ある。ぜひ、担当者の出席を願いする。 

⑧寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長） 

  ・５月２９日（土）に公民館で総会を開催するので、今年度の自治会の人尊協担当者の方に連絡をお願

いする。時間は１０:３０から１１:３０までである。総会資料は当日にお渡しする。 

⑨社会福祉協議会 （金高会長） 

     ・５月２９日（土）１３：３０から総会を公民館（地域団体室）で開催する。 

      初めての総会であり、自治会長で都合のよい方は出席をぜひお願いする。資料は当日配布する。 

 

１０ ６月定例総会について  

次回は６月５日(土)に百道浜公民館（講堂）で開催する。 

ただし開始時刻は柴戸前会長のご慰労会があるため、時間を繰り上げて午後４時からとする。 

 

■ 報告・連絡事項・その他  

  柴崎会長から自治会、各委員会に対して次のような要望があった。                                                         

   １ 自治会からの担当者選出について 

     ①青少年育成協議会、   ②交通安全推進委員会、  ③ごみ減量リサイクル推進連絡会議、 

     ④防災対策連絡協議会、  ⑤人尊協 

の５団体については、各自治会の役員から各１名担当者を出すことになっている。 

ついてはぜひ選出をお願いする。 

    

２ 定例総会の配布資料について 

     定例総会の配布資料(特に各委員会等からの配布資料)については、事前に取りまとめたいので、次回

から総会前日の金曜日夕刻までに公民館に提出をお願いする。 

  

 

 以上 


