
平成 28年 度 第 3回 理事会 議事録

・開催 日時  平 成 29年 2月 18日  19時 より
・開催場所  堺 市西区浜寺昭和町 1丁 63

線寺聖書幼稚園会議室
・理事の数       14t名
・出席 した理事の数    8名
・出席 した理事の氏名

平出方弘 田 中正史 足 田八洲雄 中 川高秀、細野役明、lLl下壽子

中野治二、壌野清士
・出席 した監事の氏名

石橋忠義
・その他の出席者

四方和彦 下 井治
,議 事の経週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ったので、定款の規定により理事長平山芳弘が議

長になり、理事会を開会した。

議案の審議に先立ち、理事長より次の事項の報告と説明があつた。

広報について紙、当面の行事として 4月 には西区の歩こう会が浜寺公園で行われ

る。その際に田中副理事長から参加者姪駅舎のことを説明して貨う。また、5月 にロ
ーズカーニバルがあるので、その時どうするかという問題がある。

会議予定は、2月 の理事会が 18日 、三者会議が 24日 、3月 の理事会は 18日 の 13:30

から松の本会の定例会を開催 して、その後で理事会を開催、24日 に三者会議。4月 ほ

22日 に理事会、28日 に三者会議を開催する。総会は 5月 7日 に開催の予定。

また、広報で蔵、1月 に 「松風」に投稿 している。その時犠 4～6月 の岡に曳家を実

行 し、7～9月 で改装をして、10～11月 で開館準備をして 12月 にオープンするとい

う記事になっている。その後、工事の遅れが出て来て、広報さかいは れあい西だより)

では、夏ごろに曳家、冬ごろに試験活用開始という記事になつている。

次に 3月 の第 2日 曜に配布される 「フェニックスどに配付資料末尾に示すような

記事が掲載される。この記事犠一部修正して 2潟 20日 に脱稿する。ここでも夏の曳

家と来冬の事業開始という表現になる。また、堺市の要望事項として、連絡先が堺市

連続立体推進課になっているが、ここに、当NPOの 名前を付け加えることと、活用

について 「公共施設 として」と書かれているところを、「地域の交流施設など」と変

更することが示されている。

その次は 4月 の 「松風』で、二月末に原稿締切になるが、次の三者会議で工程に変

更があれば、それに準拠した記事を掲載する。「松風」はこの後、7月 、10月 に出る

し、校区の回覧やホームページで広報する。

決算と総会提案事項については、昨年は2月 の理事会で役員問題などを決めたが、

今年は月次に理事会があるので 3月 の理事会でそれらを打ち合わせる。役員につい

ては理事長をしては、堺市の協犠事業が 28年 度から30年 度までの 3年 間で実施さ

れ、その中で 30年 度から試験活用が始まるので、事業をきつちりした状態に線路を

引いた上で、次の人にバ トンタッチじて行きたい。そのために副理事長も 5人 位に
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増員しておきたい。これは24日 の三者会議で相談する。また副理事長の増員につい

ては定款の変更が必要になる。

引き続いて議案審議が行われた。

臨時議案 西区歩こう会における興舎についての説明  田 中副理事長報告

4月 16日(日)に第 10回西区花と緑の健康回廊 ・ウオーキング大会が開催される。この大

会は、西区役所を出発して、常浜線を通り、浜寺公園内を歩く企画である。参力日予定人数ほ

約 30tJ人で、8kmの 一般コースと6kmの 家族コースに分かれている。その際、公園正門横

の交番脇で、別紙資料を配付して浜寺公園駅舎保存活用の会の宣伝をする事を予定してい

る。資料はA4モ ノクロ1ページで、ホームページのLTRLも記載しているので、それを見

てもらえることも期待している。説明は2斑 に分けて、駅舎を見られるところで行い30メ
ー トルの曳家をする事も説明する。曳家の時期は夏頃と説明する予定。

議案 1.平成 29年 の広報活動実造計画案  中 川理事説明

1.駅舎の曳家に関わる広報スケジュール

広報の費用をどれだけ出すかによつてやり方が変わつてくる。曳家については、

まちづくり協議会の予算が使えるなら、その中で、校区限定で実施する。

曳家の日程が決まれば、その lヶ月半前にチラシを各町会経由で配布する。併せて、校区

内の掲示板に掲示する。

弘前城の曳家の際は、いろいろなホームページに掲載された。なかでも、弘前コンベン

ション協会のホームページに詳報されている。この例にならって堺観光コンベンション

協会が取り上げてくれれば有難い。

ポスターは、素人が作つたものはインパクトが少ないので、プロのデザインで作れば良
いが、予算次第になる。

2.試験活用開始の広報

開館の 4ヶ 月前にチラシ、ポスターなどを広い範囲の媒体に流したい。利品の社のと

きも阪堺線などに広告していたが、同じようにプロのデザイナーが作成したものを用い

たい。また、2ヶ月前にはホームページに、オープンの日程、ギャラリーの費用、カフェ

の概要、多目的活用の提案などを掲載する。さらに開場後は、南海電鉄、阪堺電車などの

車内広告や駅の広告掲示を行いたい。

南海電鉄のNAPSの 駅紹介欄で、5月 に浜寺公園駅の紹介記事が載る。その下に広告
スペースがあるので、ローズカーニバルなども併せて掲載できないかと見積もりを取つ

たところ、定価 625,∝洵円であるが、三者協定の枠内という事で割引価格が 437,000円

だという。この記事掲載の機会に合わせることが駅舎の工程上無理であれば、開館時に実

施する事も可能である。

事務局から、プロジェクトの中では、手製の広報程度の予算しか見ていないという説明

あつた。理事長からは、プロジェクトの予算で賄えなければ、NPOの 負担で実施しても

良いという意向が示されたゅ



議案 2,平 成 28年度決算と平成 29年 度の事業計画作成について

1.役員人事の取り扱いについて

期末の注意事項として、今期末は全役員の2年 の任期が終了するので、役員の留任、

退任、新任の手続きが必要になる。また、理事長も、理事としての任期が終了するので、
一旦退任し、新たに就任する形になる。今期末の役員退任としては、櫻井監事から辞任

の意向が脱ているめ

2.決 算の再程について

日程表が提示された。この日程表は総会を 5月 7日 に開催するという条件で作成さ

れている。この内容は、昨年のものと全く同じように作成されている。決算については

ほとんどが事務局で作成できるが、次年度の事業計画と予算については各理事と相談

して決めることになる。監査につては決算書が出来て理事会にかける前に監査をして

いただくので、日取りを決めて欲しい。

昨年までとちがつて、月次の理事会が開催されるので、臨時理事会の開催ほ予定して

いない。総会終了後に、すぐ理事会を開催して理事長の互選を行 うが、他に理事会の審

議事項がなければ、引き続いて全体会議を開催する。もし審議事項があれば全体会議の

開催を止めるか、あるいは,1に理事会の日程を決めるかする必要がある。

討議の結果、例年通り理事会を開催して理事長を選任し、その後に全体会議を開く

ことになつた。審議事項があれば、その時点で別途臨時理事会を開催することを考慮す

る。

3.事業計画作成について

事業計画作成にあたり、議提条件が資料 2と して示されている観

① 事業計画の構成について、NPO浜 寺公園駅舎保存活用の会の事業は 「NPOの 管

理業務どと 「NPOの 事業活動」に分かれている。この事業活動の中に 「浜寺公園

駅保存活用事業」が存在している。さらに、この 「活用事業」は 「管理業務」と 「事

業活動」に分かれる。予算はこの枠組みで作成される。

② 事業計画の取りまとめについては、ギャラリー部門、カフェ部Pl、ライプラリー

部門については各部Plで計画を作成する。その他の広報や物販については管理部

門の計画と併せて事務局で作成する。

③ 事業計画については、1月の三者会議で示された工事工程に従って定める。

工事設計の契約

曳家

工事完成

試験活用開始

平成 29年 2月 中

平成 29年 8月

平成 30年 2月

平成 30年 3月 1日

この工程は建物についての現在の知見に基づくもので、建物の基礎部分の状況に

よつては、曳家工程が遅れる可能性がある。

④ 各事業部門の課題について、資料 3を 配布 して説明している。要点は次の通 り。

ギャラリー部F電については、加賀先生の提案による設備計画があるので、これを

もとにして、具体的な全体設備の計画を作成することになる。また、十日ギャラリー

の備品が残つて居るので、これらの利用にも配慮する。営業面では広報と連携 して

前広に予約を入れて貰い必要がある。平成 29年 度の営業日は lヶ 月しかないの

で、収益は最大 1郷,000円程度しか見込めない。

カフェ部F母はキッチン施設の計画を進めているが、まだ最終的な決定は出来て

いないけ予定の献立とそれに必要な調理道具や食器の準備をする必要がある。

この理事会には担当理事が欠席 しているので、検討の状況の報告はなかつた。



ライプラリーについては、石橋案などが出ているが、子ども図書館の運営をどの

ように実施するのかという詰めが必要である。 ま た、子ども図書館だけでは利用

時間が少ないので、成人向けの図書館の運営が必要になる。これを含めて、総括的

な運営計画が固まつていない。成人向けの図書館は本を読む人たちが自主的に経

営するのが望ましいので、そのような体制づくりが必要である。

ライプラリー部門は、担当の標井監事が退任するので、後任を選定して体制を強

化する必要がある。

議案 3.平成 29年 1月収支報告

資料 4に したがつてNPO個 別収支報告、浜寺公園駅舎活用プロジェクトの収支報告、及

びNPOの 連結収支報告が行われため

1月 は、ギャラリーの企画についてのコンサルタント費用の支払いがあつた。その他の費

用としては、NPOの 理事会と二者会議の会議室使用料の支出があつた。

この結果、NPO個 別会計の資産残高は822,987円、浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト

会計の資産残高は 1粥,060円 になつているので、合計資産は 1,022,047円として翌月に繰

り越される。

以上をもつて本国の予定議題審議は終了した。議長からその他の意見を求めたところ、次

のような提案が出たので、各理事の意見を求めて、対応策を示した。

山下理事の提案 NPOの 会員募集について

広報活動をはじめとして費用が嵩むようだが、この際、積極的に会員を勧誘 して会費収入

を増やすことを考えたら良い。歩こう会なども 300人 の人が集まるので、その人達に入会

の案内をすれば良い。ホームページを使えば全国的な会員募集ができるだろう。

これに対して、歩こう会の際は、日頭で入会を勧誘するが、その際に印用J物も渡すべきだ

という意見も出た。さらに、会員募集のパンフレントを作成して、様々な機会に会員の勧誘

をするのが良いということになつため
一方で、会員はなかなか増えないので、それよりもギャラリーの利用者を増やすとか、物

販のポス トカー ドなどの販売を促進するなどを考えるべきだ。カフェの売り上げは余り期

待できない。大体、誰が世話をしてくれるのかと疑問視する意見も出た。それらについてい

くつかの意見が出た。毎日の施設の管理には、NPOの 役員の他に、まちづくり協議会のメ

ンバー組織の人たちに当番を割り当てるという考えが出された。また、カフェの事業計画に

ついては事務局と担当者で運用策を明確にすべきだという意見が出た。

事務局からの追加報告 パ ソコンなどの調達について現状報告
パノヨンとその関連機器などを平成 28年度に調達することになっている。このうち、パ

ンヨンとプジンターの価格が一台郷,α滑円を超えるので、規程によリジースで調達するこ

とになつている。実際に調達警備をしたところ、このような少額品で数量が 1台 ではリー

ス対象となりにくい。また、OA機 器専門のリース会社に問い合わせたところ、提供できる

機種に制約があり、希望通りの機器が調達出来ないことが判つた。また、家電量販店では、

リースは47Arってぃないが、3年 以内の月賦販売はできるという。ただし、延べ払い金和!が

23%に なるというので、採算上利用できない。

具体的な対応策として、予算が、平成 28年度 118,374円、平成 29年度 116,748円、平

成 30年度 116,748円、平成 31年度 62,928円となっているので、原Rllとして、この予算範



囲内で必要機器を分割購入する事を考えている。

具体的には、平成 28年 度の予算の残高 199,060円 を使つてパ ソコンを購入し、平成 29

年度予算でプ リンターその他のものを購入するようにしたい。このような対応を協働プロ

ジェク トの中で採用して良いのかは、堺市の関連部署の了解が必要になる。

ここでは状況を報告 して、この方策で進められるなら、そのように予算を執行する事で、

了解を求めた。理事会としては、異議はなかつため

また、確認事項として、各年度の予算執行上で、その年度に余剰金が出た場合には、次年

度に繰 り越すことが出来るかという点については、繰 り越すことが出来ないので、その部分

の委託金は返金することになる。

以上をもつて本日の議事を総て終了したので、議長は 20時 18分 に開会を宣言した。

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 29年 2月 27日

特定非営利法人族寺公園駅舎保存活用の会

議    長   平 出 芳
鞠

議事録署名人  日 中 正 史
鰻聾勤

議事録署名人  中 サ|1 高秀
 電 置紗


