平成 29年 度第 5回 理事会 議事録

平成 29年 9月 16日 13:30よ り 14:05まで
浜寺昭和校 区地域会館 2階 厨房室 にて開催

出席理事

平山芳弘 田 中正史 足 田八洲雄 中 川高秀 奥 野喬子
飯田月子 西 澤慎三 中 野浩二 米 川 潤

出席監事

石橋忠義 四 方和彦

理事 の総数 14名 に対 して出席 した理事 の数 は 9名 であった。

⊂

定款 の規定 によ り平山理事長 が議長 とな り、開会 を宣言 した。
1号 議案 連続立体 ・駅舎試験活用説明会 の作
説明会 の開催 については、
堺市 ・南海電鉄 との協議 の結果、11月 11日 (土)1900よ り、地
域会館 で開催す ることにな った。 開催 までのスケジュール は、回覧案内書 を堺市 ・南海 で作
成 して 9月 22日 の三者会議 に提出 し、 10月 11日 の 自治会 の回覧 で配布す る。
説明事項 については、連続立体 工事 とそれに伴 う駅舎 の曳家工事 の進捗状況 と今後 の工
事予定、工事中の駅構内の東西交通状況、高架構造物 と船津水路 の干渉事情、阪堺線 の常浜
堺市 から説明 して頂 き、合わせて 11月 19日 に実施する曳
線以南 の運行措置などについて、
家工事 に伴 う記念事業 について実行委員会 から説明をす る。
これに関連 して、
駅舎 の
資料 No,2に て、駅舎 の曳家経路 と試験活用時 の駅舎 の設置場所、
企画案 を示 してい る。

⊂
2号 議案 曳 家記念行事 のあらしについて
曳家 イベ ン トの広報 について、10月 の松風 の第 1面 に記念事業 の記事 が出る。また、チラ
シ ・ポス ターは現在作成中である。 さらに、南海では NATT'Sへ の掲載 と大阪経済記者 ク
ラブヘ の連絡 をして貰 うことにな っている。最終的 には、
本 日 19時 から開催する第 3回 実
行委員会 で決定 され る。
3号 議案 図 書 ヨーナーの運営 に付 いて
米川理事 から資料 に基 づいて事業案 の説明があつた。詳細 は席上で配布 された資料 に記
載 されてい る。
担当者 として、阪 日さん と小椋 さんに加わ って頂 き、また、図書館 コーデ ィネーターの実
照子 さんの助言 も頂 いてい る。その他 に石橋 さんにも参画を御願 い してい る。巽照子 さんは

⑤

全国 の図書館協会 の役員 もされてい る方である。巽 さん とは、田中理事、
米川理事、浜寺公
園協会 の方、巽 さんの四者で打合せを持 ったが、巽 さんは、現在、堺市健康福祉 プラザの図
書 コーナーの業務 に携わ って居 られるので、10月 7日 の午後 に、その内容を見学 させて頂 く
事 にな った。当日は、米川理事 の他 に、田中理事 と足田理事が参加す る。その時 に、什器 の
購入 に関 して も助言を頂 ける。
この図書 コーナーの運営 の コンセプ トとしては、「
世代間交流 と地域理解 のための情報提
供 の場、浜寺公園協会 との連携 の場」 とい う命題 を掲 げることにする。
活動内容 については、当初 はボランティアによる運営 になるので、無理 のない形 でステ ッ
プを踏み出す とい う事 で始 めて、一年 ぐらいで形を作 りたい。
そ こで、図書 および情報誌 の情報提供 は常設 とする。貸 し出 しについては、当初 は月 1回
として、徐 々に週 1回 にして行 く。また、幼児 ・児童 に対す る読み聞かせ活動 は月 1回 程度
ボ ランティアに御願 い して実施す る。
開設 とその準備 については、
平成 30年 4月 に開設す ることにして、運営 については、
①公
立 図書館 との連携 コーナー(月 1回 の開催 で 50船 か ら 100船 程度 を準備す る)、②寄贈書 ヨ
ーナ ー(ある程度制限をしない と、読 めない本 が集 まって処分できな くなる恐れがあ り発刊
3年 以内 とい うような制限を付ける)、③新刊書 コーナー(新刊書 の購入 は予算次第 になる)、
④地域情報 コーナー (これ については浜寺公園協会 に主体的 に運営をお願 いする)の四つの
コーナー に分 けて運営する。
具体的な事前準備 については、平成 30年 2月 頃までに什器の手配をして、図書 の入手 の
手配 を実施す る。寄贈書 の取扱 については、
展示 の取捨選択権 を受入側が保有す ることにし
ない と問題 が起 こる。
運営 の要員 についてはボ ランティアを募集す るが、まず、NPOの 中で募集 し、集 まらな
ければ地域全体 に声を掛 けるとい うようにする。
駅舎施設 の図面が出た段階 で、
書架 の大 きさを決 めて、蔵書 の規模 も見積 もって運営をす
ることになる。
質疑 と確認事項 として、
・ポランテ イアは NPO浜 寺公園駅舎保存活用 の会 の会員の中から募集す る。
・ライブラリー グループは米夕
￨￨グループ リーダーの もとに、石橋、小椋、阪 日のメンパ ー
が所属す る。 (更新済みの実行組織表 が配布 された。)
・
駅舎 の建物 の図面は新 しいのがあるので、これは必要 に応 じて配布す るように準備 して
い る。理事会 の席上 で、一組 が米川理事 に手交 された。
・本箱 は単価 10,000円の本箱 を 11台 購入す る費用 を予算 に入れている。
'図 書 については山埼豊子 コーナー作 った らどうか。

＼ウ
海理

・新刊書 の購入 については、
予算はないが、一つ は利用者 から読み終 えた本 を提供 して頂
くとい うことと、読書 クラブのような会員制 にして、その人たちの NPO会 費 を集めて、
それで新刊書 を購入す る事 を考 えたら良い。

ツ

なお、 ライブ ラジー グル ー プか らは、巽 さんの交通 費 として 1回 2,000円程度 を支払 い た
い とい う要求 があ り、事務局 か ら、それ は予算 の範囲内 で支払 えるとい う事 で 了承 され
た。

4号 議案 次回以降の 日程 の作
10月 の理事会 10月

21日 13時 30分 から

10月 の三者会議 10月 27日 10時 から予定
5号 議案 8月 の月次報告
平成 29年 8月 の月次活動計算書 の内容が説明が行われた。
資料 No.3に て、
その他 の議案
(1)ケ ーキ試作 のための器具 について
事務局 から什器購入申請書(案)が提出 された。これは、カフェグルー プの山畑 さんがカ
フェの開店前 にケー キの試作 をして置 きたい とい う希望 にしたがった もので、既 に電子
オー ブンは購入 してい る。今回 は、実際 にケーキづ くりに使用す る器具類の計画 であ り、
その内容 はケーキ作 り器具購入計画書 に記載 されてい る。見積価格 は一部 に価格 が未計
上の品があるが、合計が 44,256円 になってい る。 これ に対 して、実行予算は、46,000円
が計上 されてい る。価格未計上品を含 めると実際 に必要な金額 は 50,000円 程度 になると
想定 され る。
50,000円 以内で購入 にする事で、承認 された。
本件 は、品目と価格 を再確認 して、
O)平 成 29年 度 の予算 の見直 しについて
平成 29年 度 の予算は、
駅舎 の試験活用事業が平成 29年 度 12月 末 から開始 され るとい
う前提 で作成 されてい る。現状では工事 の実施 が遅れて、事業開始は平成 30年 3月 末 に
な っている。この状況 に関連 して事業 の収支 に影響 が出るので、ここで は、その概略 につ
いて、説明がなされた。
3ケ 月分 の事業収益が発生 しな くなるので、241,500円 減少す る。 これに
経常収益 は、
対 して、
経常費用 も、次 のよ うに減少す る。

く

‑243,000円

人件費等

‐33,750円

材料費
水道光熱費

‐

80,000円

業務委託 費

‐17,800円

租税公課
リー ス料

‐15,500円

合計

‐16,824円
‑406,874円

赳

したがって、収益 と費用 の差額 では 165,374円の財産増 となる。
この状況 の変化 に伴 い、
平成 30年 3月 末までに発生経費 の内容 を正確 に試算 して、期
間損益 の適正化 を計 り、堺市 か らの委託料 を無駄 な く使 うようにす る事 が求 め られてい
る。各 グルー プでは、その時期 に合 わせて、事業計画 を進めて費用 の確定 をして貰 いたい。
これ に関連 して、
例 えば、冷蔵庫 は リース購入 になっている。 これは 3万 円以上 の品目
はリース購入す ることが望 ましい とい う条件 に従 っている。結果的 に、リースにこだわっ
て高価な業務用機種 の購入 を予算化 してい るが、それ にこだわ る必要が無 ければ、安価な
市販品を現金購入出来 る。堺市からは、この ような場合 は、価格優先 で良い とい う指示を
受 けているので、 この ような調達手段 の変更 を検討する。

以上 で議事 は終了 して閉会 した。
上記議事 の要領及 び議決 の結果 を明確 にす るために議事録 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 9月 22日
特定非営利活動法人 浜寺公園駅舎保存活用 の会
平成 29年 度 第 5回 理事会
平山 芳弘

議事録署名人

口

中 正史

議事録署名人 足 田 八洲
0

