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百道浜校区自治協議会  平成 22 年度 12 月定例総会 議事録 

■ 開催日時  平成 22 年 12 月 4 日（土） １９：００～２１：００ 

■ 場所    百道浜公民館 １階 講堂 

■ １２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   自治会長 出席  

一丁目４区（サンパティーク）   鶴見 肇之   自治会長  出席 

一丁目５区・６区（センターステージ）   佐藤 正樹   自治会長  出席 

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   副会長  出席 

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  出席 

三丁目  （グランドメゾン百道浜）   平井 栄太   自治会長 出席 

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（戸建て）   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   副会長  出席 

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   福原 一奈江   民生委員  出席 

ゴミ減量・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  代理 

青尐年育成協議会   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  代理 

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 

百道浜校区自治協議会   宮山 洋志   監 事  出席 

オブザーバー   横山 有二 区役所係長  出席 

                                           出席 ３０名 

 

尾形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 RKB毎日放送、納富様より西南学院大学で開催されるコンサート、チョン・セフン「聖夜」の紹介が 

あった。実力のあるすばらしい歌手、ぜひおいでいただきたい。 

２ 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社田中部長より百道浜クリスマスキャンドル＆大

濠公園イルミネーションの案内があった。 

３ 早良区役所地域支援課 横山係長より各自治会長へアンケートの依頼があった。 

12月 24日までに返送をお願いする。 

 

■議題 

 

1 新民生・児童委員幹事ご紹介   

福原一奈江さん（校区幹事）より、「よろしくお願いします」とのごあいさつがあった。 

 

２ 会長挨拶 （柴崎会長） 

本年最後の定例会ですが、自治会、団体すべてご出席いただいた。感謝する。 

今日は盛りだくさんの議題があり、よろしくお願いする。 

 

３ 餅つき大会 （原口副会長） 

今日（12 月 4 日）、第３回実行委員会を開催した。各自治会、団体からの協力者（名簿）は現在 44 名

いただいている。総力をあげて成功させたいのでよろしくお願いする。 

配置、役割、スケジュール等を説明。まるめ以外は９時集合。今回は持ち帰り厳禁を徹底してほしい（ノ

ロウィルス対策）。 

また資源保護、学校教育の観点から「原則、器と箸を必ずお持ちください」とのお願いあり。 

 

４ 献血 （大屋顧問） 

今回の目標は 80名。一方、現在の希望者は 34名。通常、その 20％程度は適応しないことになるので、

ぜひ希望者を募ってほしい。  

 

５ 百道浜 WEB 全面更新 （原口副会長） 

（１）現在の WEB について （原口副会長から説明・提言） 

・開設以来 6年が経過。その間、役員の交代、携わった人の転居などで開設時のメンバーが 

ほとんどいない。 

・現在、システム管理者が東京にいる。また管理執行態勢ができていない（ボランティア）。 

管理者との契約が不明確。権限も不明確。 

・その結果、更新がきちんとできていない。これまでの経緯、現状を考え、またホームページの 

必要性を考えると、外注に出すのが現実的ではないか。全面更新をしたらどうかと思う。 

（２）新 WEBの方向性について （佐藤書記から説明） 

・ホームページトップページ案を示して説明。各団体がブログを作って、活動のお知らせなどを積

極的に行う、広告収入を得ることなど。 

（３）今後の進め方について 

会長より 1月 1日更新を目指したいとの意向があったが、今後の運営態勢についてなど、しっか

り再構築しないと継続が難しいのではとの意見があった。ホームページ全面更新に向けて準備を継
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続することを役員に一任する。2月の総会までにコンセプト、予算、運営態勢、管理規定などを役

員から提案することになった。 

 

６ 暴走族追放夜間パトロール・暴走族関連住民説明会の開催 

 （１）暴走族追放夜間パトロールについて 

自治協議会（暴走族パトロール連絡係）の佐藤書記より、12月 10 日、今年最後のパトロールの参加に

ついてお願いがあった。また先日行われた金山校区での暴走族追放パトロール員研修会・情報交換会に

ついて下記のような報告があった。 

・暴走族対策の先進校区として有名な金山校区から様々な情報をいただくために、研修に参加した。

金山校区の「校区から暴走族を生まない」、百道浜校区の「校区に暴走族を入れない」というコ

ンセプトは異なるがパトロールの方法など、いろいろ参考になる話しが聞けた。 

（２）暴走族関連住民説明会の開催について 

交通安全推進委員会の江口前会長（現会計監査）より、昨年実施した住民アンケートの結果をふまえ

た数々の対策などについて、現状や経過の説明会を自治協議会、交通安全推進委員会の共催で実施す

る件について、説明があった。来年 1 月 22日（土曜日）13:30～に開催することを仮決定（警察との

打ち合わせ後決定）し、また多くの住民に参加を呼びかけるため、ちらしを全戸配布することになっ

た。 

（３）その他 

早良署がハイアット横の道（ハント族の多い）を「一方通行にしたい」との意向があり、近く住民の

意向を聞きたい旨、自治協議会役員から報告があった。 

 

７ 新春賀詞交歓会（柴崎会長） 

企業との関係も大事にしたいので、みなさんぜひ参加申込をお願いする。 

 

８ 各自治会・委員会等から報告  

（１）1丁目 8区（百道タワー）  

子供とおとなのコミュニケーションのために、「クリスマス会」を開催する。 

（２）3丁目 2区（アクアコート） 

１月に「もちつき大会：を開催する。 

（３）4丁目 5区（アトモスももち） 

クリスマスコンサートを予定している。 

（４）公民館 

・11月 13,14 日文化祭を開催、２日間で 710名の入場があった。ご協力ありがとうございました。 

・ノロウィルスへの注意。12月がピークになるのではないか。もちつき大会は気をつけたい。 

・法テラスから出張相談のご案内がある。（弁護士、司法書士を訪問させる制度。） 

・年末年始 29日から３日まで公民館を閉館。25 日には各ポストに用意するので、公民館だより 1月

号の配布にご協力いただきたい。配布が遅れ、住民の方が掲載されているイベントなどの申込が間

に合わなかった場合、公民館にクレームがくる。配布される方は徹底していただきたい。 

 

（５）ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 

・先日行われた室見川水系一斉清掃に 45名の参加をいただいたお礼を申し上げる。 

・年末年始のゴミ収集についてプリントを配布しているので、回覧または掲示をお願いする。 
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（６）体育振興会  

・明日 5日開催される福岡国際マラソンの警備を手伝う。藤崎付近通過が 12時 30分ごろになるので、

応援よろしくお願いする。 

（７）交通安全推進委員会 

・11 月 20日、定例会を実施した。また地域パトロールを行った。今回は車いすの通行障害の調査を

実施。実際に車いすを借りてきて校区内を調査した。現在報告書を作成中。今後、街頭指導などを

予定している。 

（８）青尐年育成協議会 

・1月 30日に親と子の料理教室を予定。いろいろなイベントでおなじみの「やきそば」を作る。 

ごみ減量会議、体育振興会、百道浜小学校おやじの会に協力していただく予定。 

（９）防災対策連絡協議会 

・11 月 20日にセミナーがあり、15名が参加した。コンセントの周囲に燃えやすいものがあると、出

火原因になること、また料理中などに衣服に燃え移ることが多いことなどが説明された。 

（１０）寄り集う友ときずなの百道浜の会 

・11月 16日、大刀洗平和記念館などの施設見学に行った。太平洋戦争時の悲劇などをきちん 

と語り継いでおり、大切なことと実感した。 

（１１）社会福祉協議会 

・「社協通信」を作成したので、モノクロ版の個別配布とカラー版の掲示をお願いする。 

・赤い羽根共同募金に協力いただきお礼を申し上げる。 

 

  ＊２月定例会  

     ２月５日（土）午後７時より 百道浜公民館 講堂 


