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百道浜校区自治協議会  平成２２年度 ３月定例総会 議事録 

 
■ 開催日時  平成２３年３月５日（土） １９：００～２１：００ 

 

■ 場所    百道浜公民館 １階 講堂 

 

■ ３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 欠 

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 欠 

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 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 出 

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 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） 福嶋 邦博 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 福原 一奈江 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 雁瀬 浩久 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 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．福岡市博物館敷地内における映画の撮影について 

   福岡市では映画などの撮影を支援することにより、知名度向上などへ寄与するフィルムコミッション事業を

推進しています。今回は福岡市博物館敷地内にて撮影を行います。＊見学は安全面を考慮し、ご遠慮ください。 

・ ３月１４日（月）７:００～２０:００ 発砲しているようなシーン、煙が出るシーンの撮影があり。 

・ ３月２２日（火）７:００～２２:００ アクションシーン 

   ・ ４月１１日（月）時間未定 （撮影準備日） 

  警察など手配は済ませてあります。誤報の無いようにお願い致します。 

   お問い合わせ先                             

福岡市市民局文化・スポーツ部文化振興課フィルムコミッション担当  092-733-5171（松尾氏） 

 

 

■議題 

 

１．会長挨拶 

    ・毎回多くの出席に感謝しています。今年度最後の自治協議会は残念ながら 4 名の欠席ではありますが、 

     ご協力に感謝いたします。 

 ・見回り用（夜間パトロールで使用）の蛍光帽子（黄色）・ナイロン製チョッキ、キャップを 53 セット、 

  懐中電灯等（10 万円相当）購入しているので各自治会でご利用ください。福岡県の安心安全事業補助金 

  にて購入。 

 ・特定検診受診のお願い。ECG・貧血検査など追加されています（１万円相当が 500 円で受診できます）。 

 

 

２．本年度の決算と新年度の事業計画・予算案 

 4 月 15 日には決算報告と事業計画を提出願います。＊期限厳守でお願いします。 

  

 

３．本年度任期満了の自治会長の後任選出依頼 

 ・書面にて、自治会長後任が決まり次第報告を公民館までお願いします。 

   （氏名・住所・連絡先・メールアドレス） 

 ・各自治会より青尐年育成協議会・交通安全推進委員会・防災対策連絡協議会・ごみ減量・リサイクル推進 

  連絡会議・人尊協には 1 名選出するようなっていますので宜しくお願いします。 

    ・自治会長後任が 4 月で決まった場合でも、広報物の手数料入金が 5 月ごろありますので銀行の印鑑を変更 

     しないようお願いします。（入金ができなくなります） 

 

４．百道浜 WEB の管理・運営体制 

[資料（案）をもとに説明があった。]  

＊更新が自由にできないシステムの解消を目指し、システム変更を最優先としている 

 

１）運営について 

 ・維持管理は基本的に外部業者に発注 

 ・発信内容は広報委員会で原案を作成し、発注業者に加工・修正・掲示をさせる 

 ・設置費用は２０万円（今期予算に計上）、維持管理費は２万円／月で、維持管理費確保のため CM 掲示 

  を行う 

２）その他内容 

・広報委員会（準備委員）の立ち上げ ≪4 月からの自治協議会各委員会メンバーで実施する予定≫ 

⇒自治協議会にて了承を得たので来期からメンバーで案をねっていく。 

・4 丁目 6 区からの意見も参考に検討を行っていく。  

・各自治会から広報委員会メンバーに入っていないが、各自治会での意見は自治協議会長・副会長・書記 

 が代理となって意見を反映していく。 

・各自治会行事内容のアップも考慮中。（各自治会から１～２か月前に情報を自治協議会に提示してもらう）   

・タイムリーな更新・情報を掲示してもらいたい。 
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５．暴走族追放諸政策 （交通安全推進委員会 前会長：江口氏参加） 

 

  １）「よかトピア橋」の照明の照度を、時間を決めて（＊１）おとすことをテストケースで実施してもらう 

    よう百道浜自治協議会から区役所に申請することとした。 （＊１）例⇒午前１時から３時 

   ・防犯上の問題発生や暴走族に対し効果が薄ければ再検討する。 

   ・区役所より⇒ 照明をおとすには歩行上の問題安全面など調査したうえで可となるか不可となるかが 

           決まる。 

   ・テストケースで実施するならば時期を決めて（7，8 月など）依頼するほうがいいのではないか。 

   ・照明をおとすことに関しては人によって温度差があるので居住者はイメージがつきにくいこともあるか

もしれない。 

   ＊自治会より よかトピア橋に並列している歩道橋の照明が午前 2 時になると暗くなるので、橋と歩道橋

の明りのコンビネーションを考えて頂きたい。 

 

  ２）１丁目「梅の花」まえの道路の一方通行化(案)  → 今回見送り  

およびローソンへの営業時間短縮協力依頼 

    ・ハント族対応で、土曜・日曜・祝日の駐停車禁止は今年度まで。 

来年度以降は早良署より百道浜だけにこれ以上の人員を出せるかが難しい。 

⇒ ハント族が縦列駐車をできないよう一方通行とし、フラワーポットを設置するなどして車が１台 

  しか通れないようにすることでハント族が集結できないようにする。 

  この場合、時間制限ができない一方通行となり、☞通行・☜通行にすると生活上どのような事が 

  起こるのか１丁目の居住者でなければわからない。（３，４丁目の居住者にはわからない） 

 生活に関係する１丁目の居住者でアイデアを多く提案してもらいたい。 

 

   ・１丁目のローソンでは暴走族の見学者が買い物やトイレを使用している事実がある。見学者がいると 

    暴走族が騒音をたてて走り抜けていく。 

    予防策としてローソンの営業に影響がない程度に、以下協力依頼を自治協議会より行っている。 

●土・日、夜間のトイレの使用を禁止してもらう、また照明をおとすなど協力してもらう。 

（実際は貸さないわけにはいかない。） 

    ●営業時間を 0:00 から 4:00 まで閉店する。 

  ３）夜間パトロールについて 

    ●4・5・6 月は月に一回 （第４金曜日） 

              ●7・8・9 月は月に二回 1 回目（第２金曜日）は自治会主催、2 回目（第４金曜日）は住民の参加数 

               を増やし、丁目らしさも出すために 1 丁目、１丁目、3 丁目、4 丁目の順で主導してもらう。 

・暴走族などで困っている 1 丁目が主催となって行うべきではないか。 

夜間パトロールでも 1 丁目からの参加数は極めて尐ない。また、参加しているメンバーが毎回 

決まっているのでこれを機会により多くの居住者の参加を促してもらいたい。 

・警察なしでの夜間パトロールは行わない。 

・1 丁目は公民館までの距離があるので参加者が増えないのかもしれない。関心が高くても集合 

 場所が遠いため億劫になっている居住者もいる。今後、より多くの居住者が参加しやすくなる 

 よう考えていく。 

・暴走族・ハント族の減尐した実例も参考にしてもらいたい。 

・ポスターをもう尐し柔らかい雰囲気にしてもらうと居住者も参加しやすくなるかもしれない。 

・一般の方も参加してもらえるように今後促してもらいたい。 

 

６．夏祭り実行委員会立ち上げ 

  ・実行委員長：柴崎会長 ・副実行委員長：尾形副会長 ・書記：原口副会長で実行委員会を立ち上げる 

   （決意表明）。 

  ・4 月には夏祭り実行委員会を立ち上げ詳細を打ち合わせ決めていく。ご協力をお願いします。 

   

７．自主財源の拡充と自治会加入率の向上など 

  自治協議会の年間予算は、３１０万：区役所からの補助 ２７万：自主財源 からなっているので、自治 

  協議会活動に制約が多すぎ支障をきたしている。自治会費用の値上げを実施したい。 

   マンションで自治会費未納があることや、自治会未加入のマンションもある。現在加入に向けて活動中な  

  ので、これが実施された段階で自治協議会上納会費値上げに向けて話が進むこととなる。 

    （次期自治会長に申し送りを願います） 
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   ・ 地域行事を行う際、現在金額的に制限されていることが多い。 

  ・自治会費値上げに関しては、明解な資料をもとに説明をおこなう。 

    （金額が不足しているカ所を明確にする） 

  ・急激な値上げは検討してもらいたい。 

・値上げ幅は検討中。 

＜参考＞ 

 ・1 戸あたりの平均は 400～600 円。他地区と比べると自主財源が尐ない 

(他地区は自主財源と区役所からの補助金とほぼ同額となっている） 

  ・昨年 11 月、百道浜・百道・高取・西新自治協議会４者会を設立。二月に１度 

  

８．野口校長先生・門先生(教務主任)ご慰労会 

  現在７０名の参加者となっております。宜しければ是非ご参加ください。 

 

９．各自治会、各委員会などからの報告 

  ①各自治会 

   ・歩道橋の照明が２時を過ぎると暗くなるので、よかトピア橋と出会い橋の明りのコンビネーションを 

    考えてもらいたい。 

   ・西公園横に一戸建てとマンションができている。一戸建ては今年５月から入居、マンションは来年３月 

    に完成予定。４丁目４区とは建築協定が異なるので、どのような形で自治会に加入していくのか検討し 

    て頂きたい。 

   

  ②公民館 

   ・ももち福祉プラザよりホワイトデークッキーセット販売のご案内がきています。締め切りを過ぎてい 

    ますが本日受付いたします。 

   ・人権標語のパネルをももち福祉プラザ・百道浜小学校・百道浜公民館に飾るよう予定している。 

   ・百道浜カレッジ閉講式 ３月１６日（水）１０：３０～１２：００  

伝統芸能 筑前琵琶演奏 中村旭園先生をお迎えします。是非ご参加ください。 

   ・３月２６日(土)１０：００より公民館の一斉清掃を実施します。雑巾などご持参いただき参加を宜しく 

    お願い致します。（窓ふきの清掃道具などお持ちいただくと有り難いです） 

  ③PTA 

    ・校庭の芝生と花壇で都市景観賞をいただき、そのプレートを綺麗な石にはめ込み、南門の右側に設置 

     しています。 

    ・３月１１日（金）百道中学校卒業式 ３月１８日（金）百道浜小学校卒業式 

    ・グリーンプロジェクトで花見を企画。日程は未定ですが、後日発表。 

    ・PTA 会長が交代になります。 

  ④民生委員 

     特にありません 

    ⑤ゴミ減量 

   ２月１８日に百道福祉プラザとの合同清掃実施。参加者数１８名。 

   次回３月１７日を予定しています。 

  ⑥体育振興会 

   ３月１２日、百道浜小学校体育館の窓磨き清掃実施。 

  ⑦交通安全委員会 

１）昨年１１月と今年１月にパトロール実施。 

 ・道路状況の確認し、歩道と車道の段差の解消 

  （ヴェガ前、ボンラパス交差点、梅の花の三叉路、福岡タワーとマリゾンの間）」 

 ・横断歩道のかすれの解消（ボンラパス前・消防署三叉路・急患センター前）小学校の 

  前の横断歩道の車道側の段差はバイクの転倒の可能性があるのでこれも３月２日に要望書を提出 

  している。 

   ２）３月１２日今年度最後の定例会を予定。 

   ⑧青尐年育成協議会 

    ２月１３日の講演会（いつも心に花と羽）の参加、有難うございました。大変好評でしたので、今後の 

    参考にさせていただきます。今年度のご協力有難うございました。 
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   ⑨防災対策連絡協議会 

    １）２月１９日防災シュミレーションを実施。参加者のみなさまにはそれなりに参考になったのでは 

      ないかと思います。 

    ２）３月１９日 １１時より最後の定例会を実施します。 

    ⑩老人クラブ連合会 

   １）２月１６日体力測定実施。６０歳以上、２０名の参加。 

   ２）来年度８月、１０月、１１月３回実施する予定。興味をお持ちの方は６０歳以下でも参加できます。 

     （片足立ち、握力、１０m 何秒で歩行するかを実施） 

    ⑪社会福祉協議会 

   １）２月１６日に認知症講座を実施。好評でしたので再度実施していきたいと思います。 

   ２）「百道浜社協通信」第１１号ができていますので、配布と掲示をお願いします。 

   ３）「福祉ドームさわら」の配布もお願いします。 

  ⑫寄り集う友ときずなの百道浜の会 

   １）３月２日に早良区全体で人権交流会実施。 

   ２）人権標語２０名から３名を選び、看板を作成し百道浜小学校・公民館・百道福祉プラザに掲示予定。 

   ３）３月８日１０：３０より会合。 

  ⑬福岡市役所より  

  防虫剤の配布がありますので希望者は市役所に提出をお願いします。公民館に取りにきてください 

  ⑭その他  

  木の花ガルテン主催 じゃがいも・あじさい・紅葉の植えつけ体験 

  日程 ３月１９日（土） 費用 大人：２５００円 小学生以下：１０００円 是非ご参加ください。 

 

＊４月定例会  

          ４月２日（土）午後７時より 百道浜公民館 講堂 


