
令和 4年 5 月吉日 

由比ガ浜西自治会 

第 17 回定例総会議案書 

１，会長挨拶 

コロナから戦争へと人間だけが自然の潮流から逸脱し混迷を極める一方ですが、風は爽やかに目の覚めるよ

うな新緑の美しい季節が今年も巡ってきました。由比ガ浜西自治会は四丁目大規模開発や海水浴場改善の試み

など、今年も重要な課題から目を離せない状況です。しかしこれらは地元自治会だけの問題ではなく鎌倉海浜

地域、また鎌倉全体の未来を大きく変える重要な案件と言えます。行政の関係各課と率直な意見を交換し今後

も良い関係を維持しながら課題に取り組んでいきましょう。                兵藤 沙羅 

 

２，令和 ４年由比ガ浜西自治会第 1７ 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１７ 回 

定例総会は本総会資料をもって書面表決を行います。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、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 解とご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

３，令和 3 年度活動報告…‥（議案 2） 

2021-04-04（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-04-06 葛原岡神社  合鎚稲荷社祭礼  初穂料納める   

2021-04-11（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時梅公園集合  

2021-04-14 観光課来訪、海水浴場再開についての地元からの意見聴取  

2021-04-15 大和情報サービス株式会社、ＮＴＴ都市開発（株）との非公式面談を行う。 

2021-04-18（日） ラジオ体操 はぜ公園 7：30～ 

2021-04-20 緊急回覧 海水浴場再開にあたり地元からの意見聴取 

締め切り 4 月 25 日（日） 

202-04-29 第 16 回総会議案書配布開始  今年も書面表決 

2022-05-02（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-05-06 都市計画課へ訪問、大規模開発計画への対策についての打ち合わせ 

2021-05-09（日） クリーン作戦 8 時 梅公園集合 

2021-05-10 ●第 62 回 鎌倉地区自治組織連合会定例総会書面表決  

●ふれあい懇談会におけるテーマについて 

●世帯数、組数調べ 

2021-05-17 今年の海水浴場についての地元の総意を市民防災部観光課へ提出 会員の皆様からのご

意見もすべて添付し提出 

2021-06-06（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-06-13（日） クリーン作戦 第 2 日曜日 8 時 梅公園集合 

20231-06-20  

2021-06-24 令和 3 年度 第 1 回定例役員会 

2021-06-30 ６/30（水）7/1（木）7/2（金） 

４丁目計画地除草作業 



2021-07-04（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-07-11（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2021-07-15 令和 3 年度 ふれあい懇談会 

2021-07-18（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

8 月ラジオ体操休止  

2021-08-08（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2021-09-05（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-09-12（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2021-09-19（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-09-20 敬老の日、80 歳以上の自治会員様の御宅へお赤飯お届け 

2021-10-03（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-10-10（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2021-10-17（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-11-07（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-11-06 沿岸部一斉津波避難訓練 10 時～10 時 30 分 

集合場所…‥由比ガ浜保育園  

2021-11-14（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2021-11-10 都市調整課とミーティング 4 丁目大規模開発進捗状況 

2021-11-10 鎌倉海水浴場についての意見交換会 

産形、兵藤で出席 

2021-11-21（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-11-26 自治町内会への回覧、配布分所のホームページへの記載開始 

詳細下記 

2021-11-30 防犯対策電話録音機購入補助締め切り日 

2021-12-05（日） ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-12-12（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2021-12-19 ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2021-12-20 鎌倉市消防第 26 分団 令和 4 年新年会の中止のお知らせ（新型コロナまん延防止の

為） 

2022 1 月 ラジオ体操 休止 

2022-01-02 葛原丘神社 初穂料 1 万円納める 

2022-01-04 葛原岡神社 新年会 （欠席) 

2022-01-09（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2022-01-17 鎌倉自治総会  

●コロナ下の自治活動の運営について 

●新駅と深沢地域開発事業についての意見交換 

2022-01-20 鎌倉海水浴場についての会合 コロナまん延防止重点処置で延期 

2022 2 月 ラジオ体操 休止 

2022-02-13（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2022-02-28 都市調整課訪問 4 丁目大規模開発について 

2022-03-07 ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2022-03-13（日） クリーン作戦 第二日曜日 8 時 梅公園集合 

2022-03-21 ラジオ体操  はぜ公園 7：30～  

2022-03-31 防犯対策電話受け取り完了（2 台） 

 

 

 

 



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

令和 3 年度予算は、本年度も昨年度同様コロナウィルスの発生継続により、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 2 年度決算報告・令和 3 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、6 月 24 

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 3 年度予算の概要は下記のとおりです。 

◎収入合計 312,000 円(会費 312,000 円) 

◎支出合計 485,000 円 

◎現金・預金残高 387,669 円 

令和 4 年 3 月 31 日現在の令和 3 年度予算の執行状況は下記のとおりです。 

※収入合計 298,186 円(対予算執行率 95,6%) 

〇会費(294,000 円)(98 世帯分 98×3,000=294,000 円) 

1 組 19 所帯、57,000 円 

2 組 26 世帯、78,000 円 

3 組 37 世帯、111,000 円 

グランベール 16 世帯 48,000 円 

〇利子 6 円 

〇ゴミ収集カゴ利用者負担金 4,180 円(1 名分) 

※支出合計 202,260 円(対予算執行率 41,7%)、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 500 円(3 回に対し発行無・掲示板用コピー代) 

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 3,500 円(防犯灯電球交換代) 

〇分担金 21,110 円(社会福祉協議会・防犯協会・自治組織連合・若宮子供会費：今年度中止) 

〇会議費 14,600 円(総会、役員会時の茶菓子代他) 

〇事務費 0 円 

〇祭礼寄付金 20,000 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 15,000 円(香典代 3 名) 

※現金・預金残高 659,595 円(対予算 170,1%) 

 

 

５、由比ガ浜 4丁目大規模開発について…（議案４） 

由比ガ浜４丁目大規模開発は、計画内容は据え置き、今年度より大和情報サービス株式会社から、同大和ハ

ウスグループ内の大和ハウスリアルティマネジメント株式会社に移行しました。今、世界的にも人々の生活様

式が大きく変貌しつつある中、これからの社会を鑑みて、事業者にとっても鎌倉市にとってもまた地元住民に

とっても末永く愛される計画とはどのようなものなのかという事に注力し、今後も有意義な三者協議を進めて

いきます。 

 

 

 



 

６，健康増進活動の早朝ラジオ体操‥‥（議案５） 

 

健康増進とコミュニティーの活性の活動として、インストラクターもお呼びして早朝ラジオ体操を開催して

います。お気軽にご参加ください。 

日時：毎月 第一、第三日曜日 ７：３０～ 

場所：はぜ公園（江ノ電由比ガ浜駅踏切横、旧今井邸隣） 

 

7，まち美化活動：クリーン作戦について‥‥（議案 6） 

 

毎月一回 30分～1時間のクリーン作戦です。お喋りをしながらののんびり活動ですが自分たちのまちの様

子を知り意見も交換できる貴重な時間となっています。朝の気持ちの良い時間です。是非ご参加ください！ 

（手袋、ゴミ袋はご持参ください） 

 

日時：毎月第二日曜日 ８：００～ 

集合場所：梅公園（4丁目ライオンズマンション前） 

ゴミ拾いコース：梅公園→由比ガ浜関谷線→１３４号線→シードレスバーを右折→ＷｅＢａｓｅ前→松原庵

→江ノ電踏切→由比ガ浜保育園脇道（旧今井邸脇）→鈴木屋酒店 

 

 

8，町の空き地をみんなの畑コミュニティーの場に‥‥（議案 7） 

 

クリーン作戦をする中で 由比ガ浜保育園に隣接する空き地（旧今井邸跡地）へのゴミの投げ捨てが目立ち

ました。毎回フェンス下からトングで届く範囲をどうにか拾っています。そんな体験と状況から、この空き地

を市民の畑として利活用する方が鎌倉市にとっても周辺住民にとっても有意義なのでは！？‥‥というアイデ

ィアが持ち上がりました。この空き地は鎌倉市に寄付された公的不動産であるものの、何も計画されないまま

長年放置され、雑草とゴミのポイ捨ての温床となっているのは周辺住民とっても悩みの種です。鎌倉市として

も草刈費用がかかるばかりです。それならば市民の畑として青空の下で子供からご高齢者までが楽しくふれあ

い活動できる場所として利用することで、地域コミュニティーの活性化へも大いに期待できる場所になり得る

のではないでしょうか？畑であれば構造物も不要ですから市に何かしらの計画が持ち上がった場合も問題には

なりません。防災の面からも有事の際、空地はとても重要です。鎌倉市へ旧今井邸跡地を市民のふれあい畑と

しての利活用を希望しませんか？評決の際に、ご意見の方もお待ちしております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

9，役員、班長について‥‥（議案 8） 

会長：兵藤  副会長：藤田 会計：手代木 会計監査：横田 民生員：高橋 

４丁目大規模開発特別委員会／THINKYUIGAHAMA／共同代表・・・原／産形 

★広報を募集しています★ 

令和三年 組長、班長 

１組  組長／藤田      班長／服部 ・ 小澤 

２組  組長／手代木     班長／鈴木 

３組  組長／兵藤      班長／遠藤 ・ 原 

グランベール班…‥綿引 



★各組で今年度の班長の引継ぎをお願いします。 

 

10，班長引き継ぎ…‥（議案 9） 

 

令和 2 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。 

（やむを得ず出来ない場合はその方の次へ引き継ぐ） 

★新班長は総会書面評決書（最終頁）と年会費￥３０００を集めて組長へご持参ください。 

 

令和 4 年度の班長（今年度班長の氏名をご記入ください） 

1 組‥‥福原／丸山 

2 組…‥ 

3 組…‥ 

グランベール班…‥ 

班長の仕事…‥●各組内の配布物、回覧、掲示の管理 

       ●班員の会費を収集し組長へ渡す（￥3000/世帯） 

●役員会へのできる限りの参加 

 

11，深沢地域事業及び深沢新庁舎等に関する説明会‥‥（議案 10） 

 

深沢地域事業及び深沢新庁舎等に関する説明会を希望する自治会がある場合、市の担当課が事業説明と質

疑応答合わせて 1時間程度の会を開催してくれます。但し会場、日時の設定は各自治会が取りまとめを行い

ます。 

 

12，海水浴場対策協議会及び部会の発足・・・・・（議案 11）  

 

令和 4 年度より鎌倉海水浴場対策協議会と、協議会への提言をする部会が発足されました。由比ガ浜西自治

会は協議会、部会の両方に所属しています。地域住民の生活環境との調和を図り、誰もが快適に安心して利用

できる海水浴場を目指すための協議会です。海岸前の地元住民として皆様からの忌憚ないご意見をお待ちして

おります。 

13，敬老の日の御赤飯の配布について・・・・・（議案 12）  

由比ガ浜西自治会では、毎年敬老の日に 80歳以上の会員様のいらっしゃるご家庭にお赤飯をお配りしています。毎

年喜んで受け取っていただけているのですが、自治会員様全員の年齢を把握できておりません。80歳以上でこれまでお

赤飯の受け取っていない、また今年 80歳になられるという会員様がいらっしゃいましたら表決書の議案 12の欄にお名前

と生年月日をご記入ください。今年の敬老の日も民生員の高橋さんとお赤飯をお届けに上がります！ 

 

 

               由比ガ浜西自治会                  令和４年 5月吉日 



第 1７回定例総会書面評決書 

令和４年度由比ガ浜西自治会（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」に☑を、どちらでもない場合は真ん中の黒点・に☑をお願いします。 

この頁（評決書）をご記入のうえ、年会費¥3000 と併せて今年度班長にご提出ください。 

議案 1、コロナ下において定例総会書面評決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対  

議案 2、令和 3年度活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案 3、令和 3年度予算執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案４、由比ガ浜 4丁目大規模開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案５、健康増進活動の早朝ラジオ体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案６、まち美化活動；クリーン作戦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案７、空き地（旧今井邸跡地）を市民の畑コミュニティーの場として利活用する提案・・・・・・賛成  ・  反対 

議案８、令和４年度役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案９、班長引き継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案 10、深沢地域事業の説明会を希望する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案 11、海水浴場対策協議会、及び部会の発足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賛成  ・  反対 

議案 12，敬老の日の御赤飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賛成  ・  反対 

     80歳以上の会員様・・・・・（氏名                   生年月日          ） 

【ご意見】 

 


