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百道浜校区自治協議会  平成２２年度 ９月定例総会 議事録 
 

■ 開催日時  平成２２年９月４日（土） １９：００～２０：４５ 
 
■ 場所    百道浜公民館 １階 講堂 
 
■ ９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  出 
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  出 
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  出 
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  代理 
三丁目２区（アクアコート）   中川 正次   副会長  代理 
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  欠 
三丁目  （グランドメゾン百道浜）   平井 栄太   自治会長  欠 
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  欠 
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）   福嶋 邦博   自治会長  出 
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 
青少年育成協議会   大森 光洋   同会長  出 
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  欠 
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 ２８名 
                                   兼任者を除く実質 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。 



＜2＞ 
 

■はじめに 
１．早良区地域保健福祉課 森保健師 
  ・ウオーキングマップ作成について田隈校区のマップを参考資料に説明があり是非百道浜校区でも検討して

もらいたい。（予算は福祉課がもつ） 
 ・年に一回国民健康保険の特定検診があるので受診し、健康管理を行って頂きたい。 
 ・10月 7日に健康フェスティバルを実施するので参加してもらいたい。 

（詳細は 9月 15日の市政だよりに掲載） 
 ・百道浜校区で子育てをしている家庭に情報を提供する目的で情報マップを作製中、今年度には出来上がる 
予定。 
 

２．赤十字募金について 日本赤十字社福岡市地区本部 
   ・活動内容について資料をもとに説明があった。内容を 10分の DVDにまとめたものを公民館に置かせて

もらうのでご利用ください。質問は ０９２（７１１）４９４８まで。 
 ・募金のお願いとともに振り込み用紙が各自治会に配布された。 
 
３．ヒルトンより 
・9月 25日ピンクリボン活動（料金負担あり）のお誘い。当日先着 60名限定で乳がん検診（マンモグラ
フィー）を無料にて実施。 

 ・ドーム周辺でフリーマーケットを実施しますので、出店したい方は参加をお願いします。 
 
４. 福岡市健康づくり財団より 
・10 月 31 日福岡市シティーマラソンが終了して午後からシティーウオーク IN 福岡を行う。距離の長い

15㎞を 12:00から開始し、16:00に終了を予定。日本ウオーキング協会の協力で交差点などの安全を図
りながら実施していきますが、皆さんの協力をお願いしますとの申し出があった。 

 
５．柴戸前会長より 
 ・9月 18日に東映映画の撮影がレジデンシャルタワーで 8:00~21:00まで実施されます。 
撮影のため混雑などが予想されますが宜しくお願いしますとの申し出があった。 

 ・同日 8:00~15:00百道浜小学校でも「奇跡」の撮影がありますので、同じく協力を宜しくお願いします。 
              
■議題 
 
１．柴崎会長挨拶 
 ・4丁目 6区（福嶋邦博氏）1丁目 4区（鶴見肇之氏）が決まり挨拶があった。安心・安全な街づくりを行

っていくためにも年内全てのマンションが自治会に入るように推進していく。 
・交番会議が年に 4回百道浜公民館で実施されている。住民の被害は無いが、観光で来る人たちに自転車盗
難や駐車中の車の荷物盗難が報告された。 

 ・日テレの「交通警察 24時」で暴走族追放パトロールの様子を放映するかもしれません。 
（FBS 9月 14日 19：00~21：00） 

 ・樋井川が昨年秋に洪水を起こしたので浚渫工事が行われる。なにかあれば柴崎会長まで。 
 ・国勢調査 9月 9日（木）説明会が百道浜公民館であります。 
 ・専門学校生がアクアコートの駐車場で喫煙しているので対処を要請。（対応するのと返答あり） 
・夏祭りの子供みこしは早目に作成にかかるので早めに担当を決めたい。やってもいいという方は 12月ま
でに柴崎会長までお願いします。 

 ・地域ぐるみ清掃を 9月 18日（土）午前 11時（公民館集合）より実施。ポスター掲示をお願いします。 
 ・暴走族クリーンアップ作戦についてはポスターを掲示し、今後も各自治会ご協力をお願いします。 
 ・公民館だよりはボックスに入れて有るので確認をお願いします。 
 ・夏祭りの反省会の内容はまとめて後日各自治会に配布。 
 
２．夏祭りの収支決算書の報告 
 ・保険についての質問があり、市民活動保険では対応が遅い（昨年秋の転倒による負傷者に対して保険料が未

だ支払われていない状況や、保険金の減額を汲み）ため、自主財源で夏祭りの際に加入したとの説明あり。 
 各団体もボランティアに対しての保険を考慮したうえ（自主財源）、行事を実施した方がよい。 
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３．敬老祝い金について 
 ・9月 3日から 9月 14日にかけて民生委員より 80歳以上から敬老金・祝状の配布を行っている。 
  対象者：平成 22年 8月 1日から 9月 14日まで引き続き福岡市に居住（住民基本台帳や外国人登録原票
に登録されている）名簿の記載漏れでもらっていないという連絡があった場合、民生委員もしくは区の介

護保険課に連絡をお願いします。対象者の詳細はプリントを配布。＊８２２－４１６２（元山民生委員） 
   
４．敬老会の開催 
・既に各自治会にポスター掲載している。（113名の申込み） 

9月 11日（金）16：00より一時間程度、福岡タワーに敬老会準備の協力依頼があった。（強制ではない） 
  
５．新春賀詞交流会について 
 ・日時：平成 23年 1月 7日（金）19：00~ 
  場所：マリゾン結婚式場 
  金額：4000円程度 
  以上を予定しているので参加をお願いします。詳細は来月あたりに報告。 
 
６．暴走族追放夜間パトロールについて 
 ・暴走族が減少している。百道浜校区の強い意志を表したポスターを作成したので、各自治会で掲示してく

ださい。今までの 5団体に負担をかけず、百道浜校区全体で取り組みアピールしていく。自治会長以外の
住民も参加をしていくように促し、一定の人に負担がかからないよう推し進めていく。 

 ・よかとぴあ橋に監視カメラの設置やふれあい橋の照明をおとすなども検討し、暴走族やハント族の追放を

はかるように個別で行政に要請していくことも考える。 
 ・従来行っているパトロール 21：00~22：00は引き続き行っていくので参加をお願いします。 

（継続は力なり） 
 ・百道浜 1丁目のハント族防止のための駐停車禁止ゾーンは引き続き週末のみ午前 0~5時まで駐停車禁止
になっている。 

 ・12月 24日（金）は従来通りパトロールを行うので協力をお願いします。 
 
７．「安全・安心マップ」について 
 ・以前作成した安全・安心マップに青少協で新たに追加したものを配布しています。掲示依頼もあり、各自

治会の掲示板に掲示をお願いします。 
 
８．各自治会・委員会などからの報告 
 
  ① 各自治会：特に報告なし 
 
  ② 公民館： 

・第五回百道浜カレッジ（9月 25日 10：30~12：00）に百道浜小学校野口校長先生が講演。 
     「百道浜 9年間を通し、子供たちの美しさへの教育について」  ＊会員以外は 100円 
    ・11月 13、14日 百道浜公民館文化祭を実施 
     14日に子供のガレージセールを募集（計画書、申込みは公民館まで） 
  ③ PTA 
    ・9月 18日（土）8：00~15：00映画「奇跡」の撮影が百道浜小学校で行われる。 

来年夏に公開予定。 
    ・10月 1日 19：00からのミュージックステーションに百道浜小学校の生徒が出演。（楽曲の紹介） 
    ・10月 2，3日百道浜小学校校庭にて 6年生のみ（希望者）キャンプを実施。 
    ・10月 9日芝生のオーバーシードを実施（2~3週間は校庭が使用できない） 
  ④ 民生委員 
    特になし 
  ⑤ ゴミ減量 
    9月 18日 午前１１時 公民館集合 「地域ぐるみ一斉清掃」、50名の参加を目標にしているので

参加をお願いします。 
  ⑥ 体育振興会 
    （9月 5日）福岡歯科大にてソフトボール大会を実施。 
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⑦ 交通安全推進委員会 
    ・百道浜小学校前の交差点の歩行者点滅延長を要望し、8月から 5秒から 10秒に変更になっている。 
    ・新学期街頭指導を月曜、火曜に実施した。 
    ・講演会について 
     日時：9月 11日（土）16：00~17：00 
     場所：百道浜公民館 
     講師：早良警察署 宗係長 
     内容：無事故で、ただいま 
    ・百道浜探検ウオークラリー（親子参加）は交通安全主導で行う。 10月 23日（土）集合 8：30 

詳細は次回の定例会で報告し、公民館だよりに掲載する。 
  ⑧ 青少年育成協議会 
    ・本日定例会で勉強会を開催 馬場歯科クリニック馬場院長より「歯と食育」について 
  ⑨ 老人クラブ連合会 
    ・早良区演芸大会（7月 7日）にコーラスで出場（6位） 
  ⑩ 防災対策連絡協議会 
    ・9月 11日防災会議 10：00～ 公民館にて 
     出席率が低いので各自治会で出席するよう声をかけてほしい。 
  ⑪ 寄り集う友ときずなの百道浜の会 
    ・8月 10日、公民館から高木学園区間の道路の凹凸をチェックした。 

（歩行に障害がないかのチェック）         
    ・8月 21日講演会を実施した。（JR九州会長 石原進氏）内容は社協通信に掲載。 
  ⑫ 社会福祉協議会 
   社協通信を各戸に配布依頼。今回の社協通信の掲示は 75歳以上昼食会のお誘い面を各掲示板に掲示と     

各自治会長参加のお願い。 
       
９ その他 
  ・11月 14日（日）市長選挙予定。 
 
１０ 次回（10月）定例総会について 
 

日時：１０月２日（土） １９：００~ 
場所：百道浜公民館 講堂 


