
平成 28年 度 第 6回 理事会 議事録

。開催 日時  平 成 28年 12月 17日  18時 より

・開催場所  堺 市西区浜寺公園町

浜寺公園レス トハウス 2F会 議室

・理事の数       14名

。出席 した理事の数   8名

・出席 した理事の氏名

平山芳弘 田 中正史 足 日八洲雄 中 川高秀

濱野清士、長尾信子、飯田月子、中野浩二

。出席 した監事の氏名

石橋忠義

・議事の経過の要領及び議決の結果

上記のとお り定足数に足る出席があつたので、定款の規定により理事長平山芳弘が議

長になり、直ちに議案の審議に入つた。

★ 最初に理事長より次の通 り、概況の説明があつた。

松風 1月 号と広報さかい 2月 号に 「浜寺公園駅駅舎(旧駅舎)試 験活用へ動き出す」とい

う記事が掲載されることになつた。夏頃に曳家して冬頃に開館する事と、事業内容として、
十

ギャラリー、ライブラリー、カフェ及びイベン ト開催などが予定されている事が記載されて

いる。

また、平成 28年 11月 の月次収支報告が提示されて、収支内容は 10月 末以後の動きはな

いという説明があつた。

NPOの 理事会及び三者会と松の木会定例会について 12月 、1月 、2月 、3月 の予定がし

めされた。1月 と2月 については、地域会館が改修工事で閉鎖になるために、浜寺聖書幼稚

園会議室で開催する。

議案 1 ギ ャラリー ・多目的会議室 ・コンコースの貸出料の件 決 議事項

最初に、貸出する施設の運用条件について、次の通 り提案された。

1. 駅 舎施設の開館 日と開館時間

通常の休館 日      火 曜 日を休館 日とす る(祝 日の場合は翌 日)

公園に準拠

祝祭 日の休館      年 末年始の休館 日 別 途決定

開館時間        通 常営業時間  1000～ 1700

会議室本J用時間  18:00～22'00



2.ギ ャラリー開館 日と開館時間

開館 日は駅舎施設開館 日と同じ

施設利用期間      1週 間単位 最長 3週 間

開館時間は 10:00～17:00

展示期間は、水曜日1000か ら翌週の月曜日1500ま で

火曜日が祝 日の場合は、火曜日から翌週の月曜日までその場合、(水曜 日

は休館)

展示物搬入は月曜日15:00～17:00

3.ギ ャラリー設備についての要件

ギャラリー内の展示パネルは、900mm巾 の大型パネルが 13基 と小型パネルが

6基 になっているので、絵画展などでは展示できる作品数が少ない。その代わ

り、机や棚が多いので、様々な形状の作品の展示ができる。この点に留意して

料金を決める

4.参 考料金事例

(会議室にはギャラリー展示設備はありません)

浜寺公園駅駅舎ギャラリーの床面積

ギャラブー 1: 5。2m x4,3m  22ぱ

ギャラリー名 面積 収 容

人数

利用期間 使用料

消費税別

備 考

浜寺昭和地域会館 60人 9'00～ 17:00 8,000円 会議室

堺市西文化会館 94ぱ 9:00～ 17:00 6,890円

8,320円

平 日

休 日など

堺市外の団体 5割 増

堺市総合福社会館 45人 9:00～ 17:00 6,860円 会議室

さかい利品の社 75 rr 9:00～ 18:00 8,640円 営利目由的は1.5イ吉

ガル ジー堺 70ポ 1日 (1 1～18 )

1週 間 76,000円

堺市熊野町西 3‐2‐14

Relic 15ポ 1週 間 25,000円 14:00～20:00

堺市西区鳳南町 3‐185

ギャル ジ 電ヽGA 57ぱ

34ポ

1週 間 103,000円

72,000円

池田市栄町 1‐1

ギャラリー香 36ポ 1週 間 125,000円 大阪市中央区道頓堀

豊中市民ギャラリー 69 rf

37ポ

1週 間 80,000円

40,000円

(豊中市施設、阪急高架下)

一 日の使用料を記載の施設では一週間の使用料は6日 分で比較する。



ギャラジー 2: 7.9m x4.3m  31ポ 合計 53ポ

★ 使用料金についての議論と結論

ギャラリーの使用料については、予算計上額の 20,000円 を基礎として、他の地域の

ギャラリーの料金と比較 して検討 した。

南海電鉄の時代の料金は 1週 間 6,000円 であつたので、それと比較すると20,000

円は高いとい う意見と、その時に比べて設備を改善していることや 6,000円 というの

はかなり前に決められた価格であること、などから、それにこだわる必要は無いとい

う意見も出た。

また、一日5,000円 として 6日 で 30,000円 というのは判 りやすい金額だというこ

とと、この際、ある程度高めの価格を提案 しても良いではないか、という意見も出た。

結論 として、高い価格を引き下げることは容易だが、低いものを値上げするのは難

しいとい う意見が出て、結論として 30,000円 に決定した。また、値引きとして会員

価格を決めるという事も可能で有るという点にも配慮された。

また、営利 目的の利用には高い価格を要求することに賛同されたが、営利 目的の利

用を許可するかどうかについては、堺市の意向も聞くことになった。これに関連 して、

朝市やコンコース内の有料イベン トの開催について、理事会の席上では、料金を決め

ているが、これ らについては、営利 目的イベン トの開催可否についての議論は出てい

ない。

カフェ ・会議スペースについては、昼間の利用はカフェの営業やライブラリー閲覧

者の支障になるので、原則として利用は出来ない。また、夜間の利用については、戸締

まりなどの管理責任を利用者の手に委ねるとい うことになつた。

ギャラリー使用料 1週間

営利利用の場合は

カフェ ・会議スペース 4時 間まで

原則として 18:00から22:00までの利用

議論にはなかったが、前提条件 として、利用者の在住地により区

別 しない事が暗黙の了解事項になっている。

中央イベン ト広場利用料金

一般的な利用は無料

朝市などの物販を行 う場合は売上高の 10%を 利用料として徴収する。また、イベ

ン トなどで、参加料を徴収した場合には、その金額の 10%を使用料として徴収する。

注釈)消 費税については、議論はなかつた。本 NPOの 事業に対して、消費税の支払い義務が

生じるかどうかが現時点では不明で有 り、ここでは決定価格が消費税別の価格 という認識

で議事録を作成している。

30,000円(消費税別)

50,000円(消費税別)

3,000円(消費税別)



以上の通 り、意見が変換された後、本件は全員
一致で可決された。

議題 2駅 舎試験活用設計に関するWOか らの要望事項について 報 告事項

12月 14日 に、堺市の連続立体推進課とNPOの プロジェク トメンバーが

打ち合わせを行い、曳家から仮設に至る工事の設計業務に折り込むための、NPOか らの要

望事項について、個別に打ち合わせを行い口頭でまとめを行つた。

打ち合わせ事項を明らかにするために、下記の資料を整理して記録に留める。

1.浜 寺公園駅駅舎内装設備に関する諸元一覧

2.浜 寺公園駅駅舎北棟 キッチン計画図 planl(打 ち合わせ時に取 り決めた配置)

3.浜 寺公園駅駅舎北棟 キッチン計画図 plan2(後 日作成した代案)

4.浜 寺公園駅駅舎 給水排水と電気供給などの配置

本議題はこのような形で要望事項を提出したことの理事会としての確認を求めるもの

で、異議は出なかつた。

議題 3ギ ャラリーの設計に関するコンサルタン ト費用の請求について 報 告事項

ギャラリーの設計について、ヨンサルタン トとして大阪大学工学研究科加賀有津子教授

に依頼 してMATRIX社 の栗山千代子氏にデザイン提案を依頼した。

この業務は、11月 4日 に実地検分と加賀先生の指導、11月 22日 に栗山氏から、加賀先生

同席のもとに、提案と説明があつた。

このコンサルタン ト業務に対して、双方から次の通 り見積書と請求書が出た。

1.加 賀先生の請求書

指導料(2回分)税 込み価格 55,160円 値引き 25,920円 請求額 27,320円

2.デ ザイン業務に関する見積書と請求書

⑥ NPO法 人社会空間デザイン研究所0日賀先生主字の組織)からの請求書

サービスー式 税込み価格 518,400円 値引き 200,000円 請求額 318,400円

◎M劇 阻IX社 のデザイン業務に関する見積書銃 先協栄 。大策有限会わ

サービスー式 税込み価格 518,400円  サ ービス内容明細書付き

このデザイン業務、は 5枚 の図面と価格等の見積書一枚に表示されている。対価の請求に

ついては、それ らを成果品と見なして、その作成費用を見積書に記載 し、また、その見積額を

請求書として提出する事を求めている。

デザイン業務にたいして提出された書類は、MATRIX社 が業務を担当し、その成果品を、

NPO社 会空間研究所を通して納入するという一連の業務の流れに従っていないことと、業

務を担当しない研究所が値引きを行い うという不自然な契約形態を示している。また、値引

きの形式として、外税表示の価格からの値引きを、税込み価格に対して行 う形を採用してい

る。これはあたかも表示された消費税額を賦課されているような印象を与えるので、望まし

い値引き表現ではない。これらの問題点を是正 した見積書と請求書を社会空間デザイン研

究所名で提出し、その見積書にMATRIX社 の見積書を添付するように要求している。



また、力『賀先生の請求書は形式としては妥当であるが、値引きについて明かな計算間違い

があるので、これを是正するように依頼 している。

本議題は経緯の報告事項で有り、正式の請求書が再度提出された際に理事会に提出し、通

常業務の手続きで支払われる。

以上をもつて本 日の議事を総て終了したので、議長は 17時 50分 に閉会を宣言し

た。

上記議事の経過の要領及び議決の結果を明確にするためこの議事録を作成 し議長

及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 28年 12月 22日

特定非営利法人浜寺公園駅舎保存活用の会

議    長   平 山 芳
蟻

議事録署名人  田 中 正 史

@

議事
審

署叡 即 高

餓


