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百道浜校区自治協議会  平成２２年度 ６月定例総会 議事録 

■ 開催日時  平成２２年６月５日（土） １６：００～１７：２０ 

■ 場所    百道浜公民館 １階 講堂 

■ ６月定例総会出欠表 

     自治会・委員会   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  代理 

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 

一丁目３区（ネクサスシーサイド）   河済 博文   自治会長 出  

一丁目４区（サンパティーク）   鶴見 肇之   自治会長  欠 

一丁目５区・６区（センターステージ）   佐藤 正樹   自治会長  出 

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  代理 

一丁目８区（百道タワー）   大森 貴子   自治会長  出 

三丁目１区（ヴェルデコート）   泊 清一郎   自治会長  出 

三丁目２区（アクアコート）   中川 正次   副会長  出 

三丁目３区（プライムメゾンももち）   (代表者選出中)   -  - 

三丁目４区（アンペレーナ百道）   井上 健一   館長  出 

三丁目  （グランドメゾン百道浜）   平井 栄太   自治会長 代理 

四丁目１区（ネクサス百道・アルティコート）   柴崎 正廣   自治会長  出 

四丁目２区（クリスタージュ）   榎本 クリカ   自治会長  出 

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 

四丁目４区（戸建て）   深山 晃一   自治会長  出 

四丁目５区（アトモスももち）   佐伯 由美子   副会長  出 

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 

公民館   梶山 美知子   館 長  出 

PTA   江口 展章   同会長  出 

民生委員   元山 洋子   民生委員  出 

ゴミ減量・リサイクル推進連絡会議   柴崎 正廣   同会長  出 

体育振興会   尾形 洋之   同会長  出 

交通安全推進委員会   田中 久昭   同会長  出 

青尐年育成協議会   大森 光洋   同会長  欠 

老人クラブ   山本  正   同会長  出 

防災対策   大村 繁雄  同事務局長  出 

寄り集う友ときずなの百道浜の会   柴崎 正廣   同会長  出 

社会福祉協議会   金高 慈子   同会長  出 

百道浜校区自治協議会   原口 裕司   副会長  出 

百道浜校区自治協議会   宮山 洋志   監 事  出 

オブザーバー   横山 有二 区役所係長  出 

                                           出席 ２６名 

 

原口副会長の進行により、議事次第に従って議事が審議された。議事の内容は以下の通り。 
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■はじめに 

１．ももち福祉プラザ館長（櫻井みどり様)新任のご挨拶 

  本年度４月に赴任された櫻井みどり館長より以下の通りご挨拶があった。 

  ・ももち福祉プラザのようす（お菓子工房、校区内外での活動など）についてプリントを配布し、説明があった。

また、地域から施設に関することで改良する点があれば教えてほしい。地域を迎え、８月２８日(土)に夏祭りを

実施しているのでぜひ来てほしい(案内は後日配布)。 ボランティアも募集しているのでよかったら参加をして

ほしい。 

■議題 

１．平成２２年度自治会長・委員会委員長の紹介（柴崎会長） 

  前回欠席及び新任の自治会長の自己紹介があった。また、プライムメゾンは前代表が転勤になり空白であるがオ

ーナーに対し代表の選出及び自治会の設立に対し働きかけている旨報告があった。 

 

２．新役員(書記)の選出（柴崎会長） 

  一丁目５、６区の佐藤自治会長が新書記として全員賛成で承認された。 

 

３．平成２１年度決算並びに平成２２年度予算及び事業計画について（尾形副会長） 

 ・手元の資料より平成２１年度の収入と支出について説明が行われた。今回支出の面で補助金の 

  対象と対象外を区別表示とした。 

 ・宮山監事より監査の結果相違ないことが報告された。 

 ・大村防災対策事務局長より残高証明書を添付するよう要請があり、郵便貯金通帳と福岡シティー銀行の通帳残額 

  のコピーが配布された。 

 ・各委員会より今年度の事業計画と総会で承認された旨報告があった。なお防災対策事務局長より、前回の総会 

  出席者数が 10 人と尐なかったので、各自治会で参加を促すよう要望があった。 

 ・前年度の百道浜校区自治協議会事業報告及び決算、本年度の事業計画及び予算の説明が終わり、全員賛成で承認

された。 

 ・百道浜 WEB を広報で各委員会の活動や予算のながれがわかるようにリニューアルを行っているが、もう尐し 

  時間がかかるとの報告があった。 

   

４．夏祭りについて（尾形副会長） 

＊夏祭り実行委員長：柴崎会長 副委員長：尾形副会長・伊東氏 

 

・５月２９日に夏祭り準備委員会を立ち上げ、各自治会には協力者依頼の用紙を配布済みとなっている。 

・テント・長机・椅子などの備品は設営の負担軽減のためリースをするようにしている。 

・具体的な夏祭りのスケジュールは未決定なので、決定し次第各自治会長にポスティングをおこなう。 

・神輿のルートは前年度と同様とするため、「おもてなしポイント」は例年通りとなり、担当の自治会に協力依頼の 

 プリントが配布された。 

 

１）出店と発表について ＊６月１８日（金）締め切り 

  ・参加は百道浜校区のみとし、他校区の出店・発表は認めない。 

  ・使用希望用品はもれの無いよう記載をお願いしたい。なお、参加申込用紙は公民館受付にて配布している。 
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２）夏祭り２０１０実行委員・協力者ご記入用紙について ＊６月１８日（金）締め切り 

  ・実行委員名は自治会長でも副会長でも構わない。 

  ・協力者は実行委員以外に最低でも４名（大規模自治会は 5 名以上）は選出してもらいたい。 

（男性・女性は問いません。午前・午後希望の記載も可能） 

  ・協力内容は、神輿の誘導・警備・設営・抽選会など多岐にわたるが、協力者を実行委員で振り分けしたのち 

   具体的な内容説明などは後日おこなう。 

 

５．各自治会及び各委員会等からの報告 

  １）各自治会からの報告 特になし 

  ２）各委員会からの報告 

  ①公民館  

       ○百道浜カレッジのおしらせ 

        講演内容：山笠は人をつくる、町をつくる 

        日時  ：６月１６日（水）１０：３０～１２：００ 

        場所  ：福岡市博物館 

        百道浜カレッジ非会員は参加費１００円が必要 

       ○乳幼児ふれあい教室 

        健康講座開催：乳幼児に多い病気と予防 

        日時  ：６月９日（水）１０：３０～１２：００ 

        場所  ：公民館 

       ○子供健全育成事業  

        ロボット工作教室 

        日時  ：６月１２（土）１３（日）日 

        ロボットの持ち帰りのみ３５７０円必要。 

  ②PTA 

  ・地域へ運動会実施のお礼が述べられた。 

  ・グリーンプロジェクトの企画で６月６日（日）アビスパ福岡が来訪。参加者数８０名 

  ・７月１８日 シーサイドクラブと合同で地引網を実施予定。場所は地行浜、時間などの詳細は未定。 

   地引網の内容についての質問があり、自治会としての関わりは無いなど説明をおこなった。 

 

  ③交通安全推進委員会 

  ・６月２５日（金）自転車無灯火ゼロキャンペーンを実施、協力の依頼があった。 

 

  ④社会福祉協議会 

  ・各自治会ロッカーの社協通信配布の依頼。 

  ・７月８日（木）「ジョイクラブ」の施設見学を実施予定。（詳細は後日各自治会にポスターをポスティング） 

 

  ⑤体育振興会 

  ・６月２０日（日）１０：００より百道浜小学校体育館にて町内バレーボール大会を実施予定。 

   各自治会掲示板にポスター貼付の依頼があった。 
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  ⑥寄り集う友ときずなの百道浜の会 

  ・５月２９日に総会を実施した。現在５町内が参加しているが、各自治会で人員に余裕があれば１名ずつ出して 

   ほしいとの依頼があった。 

  ・６月８日（火）公民館２階にて会合を１０：３０～１１：３０実施予定。各自治会長より担当者に報告の依頼  

   があった。 

 

  ⑦６月定例総会会長挨拶       

  ・各自治会、各委員会へ行事予定の提出依頼。 

  ・国勢調査委員の推薦状況 （未決定地区：一丁目４区・一丁目５．６区・一丁目８区・三丁目３区・ 

                      アンペレーナ百道・四丁目６区） 

・ 夜間パロトール 4 回行われたが各回参加者数２０名以上（百道浜）の報告とお礼。 

次回は 6 月 11 日（金）９：００ 公民館集合、多数の皆様のご参加をお願いします。 

  ・早良校区自治協議会代表者会議で、今年度は１２校区（２５校区中）が会長を交代している。 

   早良校区自治連合会⇒早良校区自治協議会に変更 

  ・平成２１年度特定検診受診状況 早良区１位（百道浜校区は２０％の受診率）本年度から心電図・貧血検査 

   が追加になっている。なお受診料金は５００円 

  ・福岡市市民活動保険制度の一部改正 

    死亡保険金 ５００万円 ⇒ ３００万円 

    通院保険給付金 ２０００円/日 ⇒ １５００円/日 

   いずれも減額となっている為ボランティア実施の際の事故も考慮し検討する。 

  ・「こんにちは区長です」は尐人数の参加になるため、要望を柴崎会長が責任を持ってお伝えし、返答を 

   持ち帰るようにしたい。 

  ・「安全安心まちづくり事業」の募集では最高１０００万円が支給されるので、犯罪や事故の起こりそうな 

   危険個所・問題点について地域で取り組むようにしたい。 

  ・百道浜校区自治会会員名簿の訂正は修正をした後、用紙を置いて帰宅をお願いしたい。 

  ・ラブアース参加のお願い。 

 

  ⑧オブザーバー 横山係長より「自治会活動ハンドブック」配布の話が出たが、今年度初の自治会長には５月 

定例総会で配布されているとの説明があった。 

 

＊ ７月定例総会について 

           ７月３日（土）１９：００ 公民館１階講堂 

 

 

 

 

 

 


