
令和２年６月吉日 

由比ガ浜西自治会 

第 15 回定例総会議案書 

 

1、会長挨拶 

世界中が新型コロナウィルスの脅威に翻弄され、仕事も生活もあらゆるリズムが狂わせられてしまっ

たかのようですが、大いなる自然の動きは微動もせず由比ガ浜の海は輝き清浄な海風が悪しき病の素も

浄化してくれているようでありがたいです。多くの課題はありますが皆様のご理解とご協力いただきな

がら役員一同力を合わせて自治活動に務めてまいります。本年度もどうぞ宜しくお願い致します。 

                                       兵藤 沙羅 

 

２、令和二年度由比ガ浜西自治会第１５回定例総会書面表決について 

新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言を受け令和２年度由比ガ浜西自治会第１５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

（￥3600）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、 自主まちづくり計画策定について‥‥（議案１） 

現在の由比ガ浜西自治会の最大の課題でもあります由比ガ浜 4 丁目大規模開発の件ですが、開発事業者

は積み重なる交通問題の解決案が見つからないままに時間ばかりが過ぎていっているようです。仮に現

計画が廃案になったとしても、また次なるものが計画されることでしょう。鎌倉の玄関口として注目され

る場所なだけに、今後の由比ガ浜、また鎌倉にとって持続可能で市民にとっても有意義な開発となってほ

しいものです。 

昨今の気候変動に伴う巨大台風は今後一層強まるそうで、地震、津波、高潮など含め沿岸部には不安材

料は山積しています。このような状況下において、とりわけ防災、景観の面から見ても沿岸部である大規

模開発計画地は積極的に緑化し極力空地を残すことが賢明です。 

また鎌倉市にとって道路交通渋滞の問題は従前より深刻かつ最大の課題であるが故に、この大規模開

発計画地の周辺道路の交通環境の更なる悪化は絶対に許されないものとして市としても深く認識してい

ます。 

事業者はこの開発を成功させたいのであれば、事業者と地元住民が同地域でお互いがより良い関係を

保ち共存し、また鎌倉市にとっても持続可能で有意義な開発を導き出すことが唯一の解決策です。その為

であれば地元住民も鎌倉市も大いに協力していく心構えであります。 

現在、由比ガ浜西自治会では、「どの世代も心地よく暮らせて、後世に大切に引き継いでもらえるまち」

を目標に土地利用政策課、都市調整課の協力と共に自主まちづくり計画の策定を進めております。地元住

民の総意を明確に表明する自主まちづくり計画の策定は、今後の三者協議（由比ガ浜西自治会、開発事業

者、鎌倉市）においても、また現計画が廃案となり新たな開発計画が立ち上がる際にも大きな抑止力とな



り大変有効でしょう。計画の提案書が出来上がり次第、皆様に回覧しますので、ご意見等積極的にご参加

いただきますよう何卒よろしくお願い致します。 

 

４、令和元年度活動報告（議案２） 

実 地 日 

毎月第 1,3 日曜日 

 

2019 ４月～ 

2019/04/03 

2019/04/18 

2019/04/21 

 

2019/04/23 

2019 毎月第 4 水曜日 

 

2019/04/25 

2019/04/26 

2019/05/11 

2019/05/16 

2019/05/21 

2018/05/24 

2019/05/30 

2019/06/11 

2019/06/27 

2019/06/27 

2019/06/30 

2019/07/01 

2019/07/08 

2019/07/10 

2019/07/19 

2019/07/19 

2019/07/26 

2019/07/27 

 

2019/07/29 

2019/08/21 

2019/08/24 

2019/09/15 

2019/09/19 

活 動 内 容 

★ラジオ体操/時間；午前７時 30 分～ 

場所：はぜ公園（江ノ電由比ガ浜駅踏切脇）雨天中止 

★由比ガ浜西自治会ホームページ開設    https://www.yuigahamanishi.com 

由比ガ浜 4 丁目大規模開発の情報公開請求（詳細ホームページ） 

社会福祉協議会総会 

★由比ガ浜西自治会 第 14 回定例総会・・・参加者 14 名、委任状 58 名（＝７２）会員数 87

世帯によって過半数の定足数を確認し総会成立とし開会。 

第 60 回 鎌倉地区自治組織連合定例総会 

ひとり暮らし高齢者のための会食会（第 3 地区社会福祉協議会） 

場所：福祉センター２階大ホール 

第１回鎌倉市廃棄物減量化等推進員会合  

★防犯灯（1-5545）移設工事第１回由比ガ浜西自治会定例役員会 

第一回定例役員会 

鎌倉防犯協会総会 年会費支払（世帯数×￥８０） 

第１回 海の家のイベントに関する審査会 

鎌倉第一小学校 由比ガ浜３班（校外委員）地区別班集会出席 

海水浴場対策協議会 

★第１号自治会だより各戸配布 

第２回 海の家イベント審査会 

第一小学校 PTA 懇談会と児童との給食会 

NTT ドコモの為の電波塔設置計画（西自治会区域内）に対し反対を表明 

海開き式 由比ガ浜にて神事  

第三地区社会福祉協議会 福祉セミナーと懇親会（長谷自治会館） 

鎌倉花火大会の交通規制  午後８時～午後９時半 

★鎌倉沿岸部津波避難訓練 午前１０時 

THINK YUIGAHAM・・・４丁目大規模開発計画地周辺の交通問題対策について打ち合わせ（西

自治会、都市調整課、交通対策課） 

★第７回 浜の盆踊り大会 15：30～22 時 材木座海水浴場 

防犯灯１－５５４５移設（ミドス交差点） 

鎌倉ゴミ減量推進委員会会合 

ふれあい地域懇談会（鎌倉西地区）松尾市長との面談内容の詳細は H.P.にアップ 

★3 組掲示板新設（旧海岸通り沿い由比ガ浜 3-6-19 鈴木屋酒店壁面） 

★夏まつり（若宮町内会と材木座芝原自治会のお祭りに協賛参加） 

由比ガ浜海浜公園 １７時～２０時 



2019/09/26 

2019/09/26 

2019/10/10 

2019/10/11 

2019/10/10 

2019/10/10 

2019/10/26 

2019/11/05 

2019/11/07 

2019/11/18 

2018/11/28 

2019/12/26 

2020/01/04 

2020/01/09 

2020/01/15 

 

2020/01/16 

2020/01/17 

2020/01/20 

2020/01/23 

2020/01/29 

2020/02/02 

2020/02/05 

2020/02/09 

2020/02/19 

2020/03/13 

2020/03/24 

★敬老の日のお赤飯を８０歳以上の会員の方に配布 

THINK YUIGAHAM 千田副市長と面談 SDGｓ理念を根幹に由比ガ浜大規模開発の代替案の提案 

鎌倉第三地区福祉協議会 理事会 

鎌倉海水浴場対策協議会 

第２回 由比ガ浜西自治会定例総会 

市民運動会中止 台風１５号の影響で第一小学校体育館が避難所となる 

由比ガ浜西自治会定例役員会 

★2 組ゴミステーションの収集ボックス 2 台設置 

★沿岸部一斉津波避難訓練 午前 10 時～ 

第三福祉社会福祉協議会懇談会 

THINK YUIGAHAM ミーティング 自主まちづくり協定について 

SDGｓ勉強会鎌倉地区自治組織連合会 

自主まちづくり計画について土地利用政策課へ訪問 

葛原岡神社新年祭 初穂料お納めする 

第三地区社会福祉協議会主催新年会 

鎌倉地区自治組織連合会懇談会…オリンピック、パラリンピックについて、ゴミ処理に関す

る対策について、台風被害状況報告・・・ 

土地利用政策課とミーティング、自主まちづくり協定について 

鎌倉消防団 新年会 

防犯のつどい 

第 3 回 定例役員会と新年会 （議事録 H,P,） 

第 3 回土地利用政策課とのミーティング 自主まちづくり協定について 

第 14 回 鎌倉市防犯フォーラム 

THINK YUIGAHAM ミーティング 都市調整課 

★防犯灯 1-5271 老朽化による交換  

防犯グッズ受取 防犯自動音声録音機（お試し用） 

THINK YUIGAHAM 都市調整課から大規模開発進捗情報ヒアリング 

第 4 回 定例役員会 （議事録 H,P,） 

★‥‥会員全員に直接関係する事 

 

５、平成 31 年(令和元年)予算執行状況（令 2 年 3 月 31 日現在報告）（議案３）    令和 2 年 3 月 31 日 

平成 31（令和元年）年度予算は 4 月 21 日に開催された総会で承認されましたが、その概要は下記のとおりです。 

◎収入合計 333,400 円（会費 327,600 円、市協力金 5,800 円） 

◎支出合計 408,100 円 

◎現金・預金残高 820,552 円 

令 2 年 3 月 31 日現在の予算の執行状況は下記のとおりです。 

※収入合計 375,508 円（会費 325,500 円）、市協力金（50,000 円）、利子（８円）（対予算執行率 112,6％） 

〇会費１組 20 所帯、72,000 円 

     ２組２8 世帯、99,600 円（新規２世帯 6,000 円含） 



   3 組 28 世帯、96,300 円（新規３世帯 6,300 円、前年分 3,600 円含） 

     グランベール 16 世帯 57,600 円 

  〇市協力金（50,000 円） 

     まち美化活動奨励金（0 円）・防犯灯補助金（50,000 円） 

※支出合計 650,809 円（対予算執行率 159,4％）、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 10,650 円（3 回に対し 1 回発行） 

〇敬老事業 18,000 円（赤飯購入代） 

〇福祉募金 53,000 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 165,339 円（防犯灯設置２ヶ所） 

〇分担金 36,720 円（社会福祉協議会・防犯協会・自治組織連合・消防団新年会等の会費等） 

〇会議費 58,263 円（総会、役員会時の茶菓代他） 

〇諸会費 0 円（鎌倉防犯協会、福祉協議会、自治組織連合会は分担金へ記載） 

〇事務費 17,381 円（資料コピー代他） 

〇祭礼寄付金 37,500 円（葛原岡神社初穂料 10,000 円、若宮町内会夏祭りお礼・同チケット代 27,500 円） 

〇役務費 720 円（防犯フォーラム参加交通費） 

〇予備費 198,936 円（香典代３名・掲示板￥114576・ゴミ箱 2 台設置代￥71060・民生委員退職お礼） 

  ※現金・預金残高 582,191 円（対予算 70,9％） 

 

６、令和２年度予算報告（議案４） 

            令和 2 年度由比ガ浜西自治会予算（案）         令和 2 年 3 月 31 日 

単位：円 

項目 30 年度 

実績 

31 年 

（令元年）度 

実績 

令和 2 年度 

予算案 

算定根拠 

収    入 

会費 316､200 322､500 334800 92 世帯×３，６００円＋令元年度未収金入金 

市協力金 5,800 0 0 予算計上しない 

防犯灯補助 0 50,000 0 予算計上しない 

その他 8 8 0 予算計上しない 

収入計 322,008 375,508 334,800   

支    出 

会員交流事業 4794 54300 70000 市民運動会 10,000 円、健康増進講師謝礼金 18,000 円、ホームページ更新代 40,000 円 

自治会だより 8,030 10650 35000 年３回発行予定 

敬老事業 15,700 18,000 20,000 例年＋α 

福祉募金 52,000 53,000 53,000 例年の募金（赤十字社 18,000 円、赤い羽根 20,000 円、年末助け合い 15,000 円） 

防犯灯管理費 0 165,339 80,000 防犯灯設置や修理費の対応 

分担金 17,300 36,720 40,000 防犯協会・社会福祉協議会・自治組織連合会・消防団・若宮子供会等への会費等 

会議費 26,368 58,263 50,000 令和元年度実績+α・（役員会・地域協定の会議等） 

事務費 14,283 17,381 20,000 広報活動の事務費（コピー代等） 



祭礼寄付金 10,000 37,500 40,000 若宮町内会夏祭り・同チケット代・葛原が岡神社祭礼寄付金 

役務費 0 720 0 発生の場合、予備費より充当 

予備費 58,716 198,936 100,000 不祝儀その他予算外事項の発生に備えて計上 

支出計 218,397 650,809 508,000   

収入ー支出 78,117 -275,301 -173,200   

     

預金残高 850,690 526,198     

小口現金残高 44,562 55,993     

現預金残高合計 895,252 582,191 408,991 剰余金の活用策については役員会で検討し総会に提案する 

 

７、民生委員の引退と委嘱 

民生委員として 20 年以上もこの地域の福祉活動にご尽力いただきました後藤玲子さんが令和元年をもちまし

て御引退されました。後藤さんより推薦されました高橋和彦さん（090-8946-3040）がこの地区の民生委員を

引き継いでくださいました。 

 

８、ゴミ収集ボックスの購入方法 （議案５） 

ゴミステーションを利用する方々で自治会に入会されていない方もいる中、ゴミ収集ボックスの公平な購入の

方法が長年の課題でした。役員で議論した結果、自治会員以外の方につきましては、購入代金を各ステーショ

ン利用者数で均等に割った金額をお支払いいただくことをお願いすることとなりました。 

 

９、令和２年度役員  （議案６） 

●会長‥‥兵藤沙羅（２期目）、●副会長‥‥藤田紀子（５期目）、●会計‥‥手代木秀男（２期目） 

●会計監査及びゴミ減量化推進員‥‥横田清昭（２期目） 

○広報…‥募集中！！ ○防災・防犯…‥募集中！！ 

●THINK YUIGAHAMA／大規模開発対策特別委員会…共同代表：原正巳／産形靖彦   事務局：兵藤沙羅 

●福祉・児童委員‥‥村上史（３期目）、●民生委員…‥後藤玲子→高橋和彦（新任） 

 

1 組 組長（役員）…藤田紀子   班長（組長補佐、回覧係）…服部桂子 

2 組 組長（役員）…手代木秀男  班長（組長補佐、回覧係）… 

3 組 組長（役員）…兵藤沙羅   班長（組長補佐、回覧係）… 

グランベール組長…綿引啓太 

 

★★★班長持ち回り制について★★★ 

現在、班長を同じ方が長期に渡り担当してくださっています。（長い方では 10 年以上） 

本年度より、班長を 1 年ごとの持ち回り制にいたします。班長はとても簡単な仕事です。 

 

班長の仕事‥‥●各組内の配布物、回覧の管理 

●年度初めに会費の徴収     

●役員会へのできる限りの参加 



由比ガ浜西自治会 

第１５回定例総会書面表決書 

 

令和２年度 由比ガ浜西自治会定例総会（書面議決）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」のどちらかに○をつけてください。） 

 

議案 1：自主まちづくり計画策定を進める    賛成 ・ 反対 

議案 2：令和元年度活動報告          賛成 ・ 反対 

議案 3：令和元年度決算報告          賛成 ・ 反対 

議案 4：令和２年度予算報告（案）       賛成 ・ 反対 

議案 5：ゴミ収集ボックス購入方法       賛成 ・ 反対 

議案 6：班長持ち回り制について        賛成 ・ 反対 

 

【意見】（※ご意見ありましたらお書きください。） 

 

 

令和２年  月  日 

住 所                      

氏 名                    ㊞ 


