
令和 3 年 4月吉日 

由比ガ浜西自治会 

第 16 回定例総会議案書 

1,  会長挨拶 

新型コロナ感染拡大防止のため、本年度の由比ガ浜西自治会の第 16 回定例総会は書面表決となります。昨

年の総会では会員の皆様にお会いできず寂しいことにはなりましたが、総会書面表決にて皆様より多くのご意

見を頂戴し、自治活動を進めるうえで大変有意義な機会にもなり得ました。 

昨年に引き続き、忌憚のないご意見をお寄せください。 

兵藤 沙羅 

 

２，令和 3 年由比ガ浜西自治会第 16 回定例総会書面表決について…‥（議案 1） 

新型コロナウィルス感染対策における処置を踏まえ昨年に引き続き、令和３年度由比ガ浜西自治会第１6回

定例総会は本総会資料をもって書面表決を行います。この総会資料をお読みいただき、お手数ですが本年度の

自治会費をお納めいただく際に最終ページの書面表決書を同封しご提出ください。議案の可決につきまして

は、ご提出いただいた書面表決書のうち、賛成が過半数に達した場合に可決とさせていただきます。何卒ご理

解ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

３，令和 2年度活動報告・・・・（議案２） 

2020-04-00 携帯電話基地局の設置に関するお知らせ 

担当、問合せ／共創計画部市民相談課 0467-61-3864 

2020.04.06 変更・・・葛原岡神社境内社・合鎚稲荷社の例大祭 

新型コロナウィルス感染症拡大状況を受け参列者の安全を考慮し責任役員、総代（葛の会会長・副会

長）の参列のみで例大祭を奉仕。 

2020-04-07 新型コロナウィルス感染症緊急緊事態宣言 4/7～5/6 

2020-04-08 中止・・・つくしっ子 

子育てサロン 福祉センター２階 第１、２会議室 

毎月１回 10：00～11：30    対象：０歳～未就学児童（保護者同伴） 

主催／第三福所社協 第三地区民生委員児童委員協議会 

問い合わせ／0467-61-3958    第三地区児童委員／村上・掛川 

2020-04-08 新型コロナウィルス感染症対策の感染防止に向けた鎌倉市の基本方針詳細を以下の H.P.にアップ！ 

2020.04.09 中止・・・第三社会福祉協議会 常任理事会 

2020-04-16 中止・・・第三社会福祉協議会会計監査 

2020-04-22 中止・・・一人暮らしの高齢者のための会食会 

福祉センター２階    毎月第３水曜日 12：00～（１時間ほど） 

主催／第三社会福祉協議会 

2020-04-23 中止・・・鎌倉自治組織連合会定例総会 

新型コロナウィルス感染防止の為、書面評決   市役所 H.P. にて詳細表示 



2020-04-23 中止・・・第三社会福祉協議会 定例総会 

2020-05-00 中止・・・春季クリーンアップ鎌倉 2020 

2020-05-06 新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言延長 

5/6～5/31 

2020-05-16 中止・・・鎌倉防犯協会総会 

新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言を受けて令和２年度の総会は書面表決、5 月 20 日までに返信。 

2020-05-18 令和２年度 鎌倉地区自治組織連合会定例総会（書面表決）の結果報告 

・・・すべての議案について過半数以上の賛成をもって可決されました。 

担当／地域のつながり課 （島村、泉） 

2020-07-03 ７月、８月における、海岸での市の取り組みにいて UP 

詳細は H.P.に資料添付 

2020-07-15 ひとり暮らし高齢者の会食会が事前予約希望者のみのお弁当のテイクアクトに変更され実地 

福祉センター２階    毎月第３水曜日 12：00 

2020-07-29 

 

第 1 回定例役員会 11 時カフェカイトン 

総会書面表決の結果報告 

2020-08-06 大規模開発計画地の草刈り作業改善の申し入れと回答 H.P.に添付 

2020-08-26 ふれあい地域懇談会の書面回答着 

2020.09.07 ゴミカゴにつける自治会名札プレート注文 

2020-09-08 ゴミ収集カゴ（L サイズを 2 個）注文完了！ 

2020.09.19 御赤飯注文  花見煎餅吾妻屋 ２３折（内予備×１）    21 日 午前中 鈴木屋着 

2020-09-20 老朽化したゴミ収集ボックスを 2 機交換しました。 

由比ガ浜＃4092  由比ガ浜＃4083 

同時に自治会名札のプレートを取り付けました。 

2020-09-21 敬老の日‥‥お祝いのお赤飯を 80 歳以上のご高齢者様へ、民生委員の高橋さんと一緒にお届に上がりま

した。1 名ご不在でしたがその他全員にお渡しすることができました。 

2020-09-24 第三社協理事会 福祉センター 10 時～11：30 

議題１、日本赤十字募金について    2、赤い羽根共同募金、年末助け合い募金について 

3、上半期活動報告    ４、下半期活動予定 

2020-10-13 日本赤十字、赤い羽根募金への寄付金の支払い完了！ 

2020-10-26 オンライン懇談会  午前 11 時～正午 

▶出席者：各自治会町内会長、市長 

▶懇談内容：令和 2 年ふれあい地域懇談会に係る課題の回答 

▶後日議事録を市役所ホームページにて公開 

2020-10-26 横須賀市上下水道局による水道管工事開始 

2020-11-08 令和二年度第 2 回役員会 

2020-11-17 ひとり暮らし高齢者の会食会が事前予約希望者のみのお弁当のテイクアクトに変更され実地 

福祉センター２階    毎月第３水曜日 12：00 

2020-11-18 第三地区社協研修会  

2020-12-01 全戸配布 

・由比ガ浜西自治会自治会だより  

・自主まちづくり計画提案書 



・使い捨てマスク 1 箱／30 枚入り 自治会よりプレゼント 

2021-01-02 葛原岡神社 初穂料を納める（金一万円） 

2021-01-20 鎌倉消防団 新年会中止 

2021-02-26 自治会ホームページ更新手続き完了 

2021-3 月 西自治会３組Ａ班のＫＫＲ若宮向かいのゴミカゴを老朽化のため交換しました。 

2021-03-10 土地利用政策課面談  

自主まちづくり計画について 

2021-3-16 由比ガ浜西自治会第 3 回役員会 11 時カフェカイトン 

2021-03-16 ひとり暮らし高齢者の会食会が事前予約希望者のみのお弁当のテイクアクトに変更され実地 

福祉センター２階    毎月第３水曜日 12：00 

  

 

４，令和 2 年度新規入会…‥1２世帯 

 

５令和 2年予算執行状況（令和 3年 3 月 31 日現在報告）…‥（議案３） 

今年はコロナウィルスの発生により会員各自の出席による総会の開催が不可能となりましたので、令和

元年度決算報告・令和 2年度予算報告（案）等を書面表決の結果、会員の過半数以上の賛成を持って可決

成立となり、7 月 29 日に開催された役員会で会長より報告があり、各議案についても承認されました。 

令和 2 年度予算の概要は下記のとおりです。 

◎収入合計 334,800 円（会費 334,800 円） 

◎支出合計 508,000 円 

◎現金・預金残高 408,991 円 

令和 3 年 3月 31 日現在の令和 2 年度予算の執行状況は下記のとおりです。 

※収入合計 367,906 円（対予算執行率 109,9％） 

〇会費（346,500 円） 

１組 19所帯、68,400 円 

   ２組２7 世帯、97,200 円 

3 組 39 世帯、119,700 円（新規 12 世帯 22,500 円、前年分 3,600 円含） 

   グランベール 17 世帯 61,200 円 

  〇市協力金 5,800 円（鎌倉環境保全 5,800 円） 

〇市ゴミ集収カゴ利用者用者負担 4 世帯分 15,600 円） 

〇利子 6 円 

※支出合計 389,428 円（対予算執行率 76,7％）、内訳は下記のとおりです。 

〇会員交流事業 54,300 円（ホームページ更新代、健康増進講師謝礼金） 

〇自治会だより 13,700 円（3 回に対し 1 回発行） 

〇敬老事業 17,250 円（赤飯購入代） 

〇福祉募金 56,000 円（日本赤十字社・赤い羽根募金・歳末助け合い募金） 

〇防犯灯管理費 0円（防犯灯設置等無） 

〇分担金 19,140 円（社会福祉協議会・防犯協会・自治組織連合・若宮子供会費） 

〇会議費 15,380 円（総会、役員会時の茶菓子代他） 



〇諸会費 0円 

〇事務費 7,368 円（資料コピー代等） 

〇祭礼寄付金 10,000 円（葛原岡神社 初穂料、他の祭礼はコロナのため中止） 

〇役務費 0円（会議出席の交通費無） 

〇予備費 196,290 円（香典代 1 名・ゴミ箱設置 3個代・自治会内のゴミ収集箱ネームプレート代） 

  ※現金・預金残高 560,669 円（対予算 137,1％） 

 

５, 自治会費の値下げについて‥‥（議案４） 

今年度より年会費が￥3600 から￥3000 に引き下げとなりました。 

（￥250／月×12＝¥3000／年） 

過去の会計報告を振り返り見直してみたところ、集金総額を下回る支出の年が多く、 

年会費￥3000（¥250／月）で予算をたてられることから会費を引き下げる運びとなりました。 

 

6，自主まちづくり計画策定について‥‥（議案５） 

去年の総会書面表決結果と共に配布しました自主まちづくり計画提案書について、今のところご意見は 

寄せられていませんので、変更なしで進めていきます。 

自主まちづくり計画を申請するには、自治会区域内に賛成する世帯数が区域内の全世帯の 5分の４以上で

あることが必須条件です。只今役員はそれらの数を確認しております。引き続きご協力をお願い致しま

す。 

 

7, まち美化活動‥‥（議案 6） 

令和 3 年度より自治区域内の美化活動として、クリーン作戦を定期的に行いたいとて考えています。 

（クリーン作戦……自分たちのまちを自分たちの手できれいにする活動） 

自由参加ですが、自治区域内の美化の為に多くの方の参加ご協力をお待ちしております！ 

毎月第 2日曜日 午前 8時より 1時間程度 

集合場所…‥梅公園 

梅公園（由比ガ浜 4 丁目ライオンズマンション向かいの公園です） 

必要な資材等は自治会で用意しますが、参加人数が不明なので 清掃用具（トング、ほうき等）有る方は

ご持参いただけると助かります。 

（注意：飲み物は各自持参） 

 

第 1回‥‥6月 13日    第 2 回‥‥7 月 11 日 

第 3回‥‥8月 8日    第 4回‥‥9月 12日 

第 5回‥‥11 月 14日   第 6回‥‥12月 12日 

第 7回‥‥1月 9日    第 8回‥‥2月 13日 

第 9回…‥3月 13日   （10 月は市民運動会の為お休み） 

 

８，本年度役員‥‥（議案 7） 



会長…兵藤  沙羅       副会長…藤田  紀子  

会計…手代木  秀男       会計監査…横田  清昭  

福祉委員…村上  史      民生委員…高橋  和彦  

由比ガ浜４丁目大規模開発対策特別担当委員会…共同代表：原  正巳／産形  靖彦  

…事務局：兵藤  沙羅  

＊広報委員‥募集中       ＊防災・防犯…募集中  

 

９，班長輪番制…‥（議案 8） 

 昨年の総会で決定しました班長輪番制が開始されました。各班の班長様におかれましては 1 年間ご協

力をいただき有り難うございました。 

★前年度班長は、今年度班長にこの総会議案書をもって引継ぎをお願い致します。 

★新班長は総会書面表決書（最終頁）と会費を集めて組長へご持参ください。 

 

 

令和二年度の班長 

1 組…‥村上／廣井      

2 組‥‥松尾       

3 組‥‥辻／井上 

グランベール班…‥綿引 

 

令和三年度の班長（お手数ですが今年度班長は記名をお願いします。） 

1 組‥‥ 

2 組…‥ 

3 組…‥遠藤 ／ 

グランベール班…‥綿引 

班長の仕事…‥●各組内の配布物、回覧、掲示の管理 

       ●会費の徴収（年度始め、今年から会費の値下げがあるので注意） 

       ●役員会へのできる限りの参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          由比ガ浜西自治会    令和 3年  月／ 日 

第 1６回定例総会書面表決書 

令和 3年由比ガ浜西自治会（書面表決）について、次のとおり議決に関する権限を行使し

ます。＊各議案について「賛成」「反対」どちらかに○をつけてください。 

 

議案 1、コロナ下において定例総会書面表決      賛成  ・  反対 

議案 2、令和 2年度活動報告             賛成  ・  反対 

議案 3、令和 2年度決算報告             賛成  ・  反対 

議案４、自治会費値下げについて           賛成  ・  反対 

議案５、自主まちづくり計画策定について       賛成  ・  反対 

議案６、まち美化活動について            賛成  ・  反対 

議案７、令和 3年度役員               賛成  ・  反対 

議案８、本年度役員                 賛成  ・  反対 

議案９、班長引き継ぎ                賛成  ・  反対 

【ご意見】 

 

 

 

 

 

 

 

★今年度班長は総会書面表決書（この頁）と会費を集めて組長へご持参ください。 


