
平成 29年 度第 9回 理事会 議事録

平成 30年 1月 13日 13:30よ り14:46まで

浜寺昭和校区地域会館 1号会議室にて開催         ,

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 驚 ノ森和子 山 下壽子 米 川潤 西 澤慎二

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 10名であつた。

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 広報の流れ(報告)資 料 No.1参 照

駅舎に関する広報についての時事長の報告があつた。

松風の 1月 号に、資料 No.1のような、駅舎の試験利用開始の記事が掲載される。又、

1   砲 きた濫a撫艶‖開 綜:民法亀塁掘課賢F生後の他、フキ
ックスの 3月 号にも記事を掲載 して貰 う。

広報について、足田副理事長から、今後の広報についての意見が出た。

4月 15日までの広報は、

① オープニングまでのスケジュールの通知、グランド・オープンやプレ。オープン

の実施のおしらせ

② ギャラリーの展示者の募集、イベント企画の募集など

 ヽ       ③ カフェやライブラリーの宣伝

の二つになるので、そのような趣旨で進めて欲しいという要望があった。

理事長から足田副理事長に広報のたたき台を作るように指示があつたが、足回副理事長

は、広報は中川理事の担当になつているので、そこで考えるべきで、もし中川理事が多忙で

1  督踏猿盟稲鼈繁股騒が盛基薄練1脊蟹言ゑ紫綴官
いう意見が出された。

また、四方監事から広報については、情報の発信だけではなく受信という機能も重要で、

、  受 信体制の整備もいるという意見が出た。具体的には、外からの問い合わせなどをどこで受

け止めるのかといったことを決める必要がある、という意見であつた。

これに関して、駅舎事務室の開設前と開設後では状況が変わるが、開設までは担当者の個

人電話の利用を考えるべきたという意見があつた。
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2号 議案 駅舎 「試験活用」までのスケジュール

資料 2に より理事長から状況説明があつたが、さらに事務局から、前日に堺市と南海に確

認 した事柄も報告された。両方を合わせた最新の状況は次の通 り。

建物の工事は、基礎の方から上に進めるが、床を張り終わるのが大体 2月 末で、内装工事

は3月 15日 までに完成して、そこから検査にはいる。

検査の完了日が流動的であるので、NPOと しては、最悪の事態を想定して、3月 25日 (日)

から31日 までの期間に4f器備品を搬入 して据え付けるという工程にする。米川理事から書

架の発注先の大工さんが、建物の内部のイメージを見て最終の仕上げをしたいとい意向だ

という連絡があつたが、このような工程なので、その時期は 3月 に入つてからが望ましい。

大工さんなので、床張りが終わつていなくても入つて頂けるが、遅い方が良い。

4月 以降の予定では、月開け早々に開業準備をする。グラン ド・オープニングは 4月 15日

に内定している。それまでの期間内で、準備ができ次第プレ・オープンを実施する。

3号 議案 オープニングセレモニーについて

堺市長の御都合もあり、4月 15日 (日)10時 から開催する事に決定している。セレモニー

の主催は、堺市、南海、まちづくり協議会、NPO浜 寺公園駅舎保存活用の会の四者の共同開

催 となる。理事長が案内状の草案を作成 し、資料 No.3と して紹介 している。合わせて、式

典の次第案を資料 4と して参考までに提出されている。

引き出物について岩本さんの絵のはがきを使ったらどうかという提案があった。

田中副理事長から、オープニングセ レモニーについては実行委員会を作つて計画すると

いうことが提案された。メンバーは堺市は、金城、辻、南海は盛岡、井戸の各氏がメンバー

となる。WOと しては、中野理事、米川理事に御願いする。1月 25日 の夕刻に第 1回 の委員

会を開催する。田中副理事長からは、日中、足日の両副理事長もできる限り参加するという

説明があつた。理事長からは田中副理事長に中心になって動いて欲 しいとい う要請があつ

た。

4号 議案 駅舎活用の手引きに関する件

足田副理事長からは以下の説明があつた。

最初に配布 している 「試験活用開業について」という手引きは 3月 末まで使用するという

前提で作成 している。

4月 から実際にオープンして一般に配布する 「ごあんない」は、出来たらちゃんと印刷 し

たもので、A4サ イズニつ折 りのものを想定している。この 「ごあんない」は、施設に来て頂

くお客さんに対するもので、この理事会で配つているサンプルは、開業時の当面利用分にな

つている。その中に掲載している写真等が仮の画像で有り、開業後に本物の写真を撮影 して

置き換える予定にしている。

したがつて、開業後に最終版を作成 して、本格印刷するが、それまでは自家製の印刷物で

対応する。

二番 目に、ギャラリーを使つて貰う方、サロンの貸席を利用される方、イベン トスペース
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を使 う方などに、この様な条件で使って下さい、と伝えるものを準備する。今回配布 してい

るのは、ギャラリー用のもので、必要に応 じて配布する。また、使用申込書は、はがきサイ

ズのものを試作した。これは NPO宛 に郵送 してもらえるように宛先を書いて配布 し、郵送

で、申込をしてもらえるようにする。

この中で、ギャラリーの使用料金を30,000円 としているが、ここでは別途消費税を払つ

てもらう形にしている。内税にすると、消費税が変わると使用料を変えないといけなくなる。

現在の消費税率の 8%を加えると32,400円になる。審議の結果、外税にすることで合意され

た。また、カフェの価格は内税で表示することになった。

なお、駅舎活用事業については駅舎利用という表現もあるが、これは駅舎活用に統一する。

また、NPOの 名称は浜寺公園駅舎保存活用の会になつているが、NPOの名称は別として、そ

の他の場合は、今後の駅の名称を浜寺公園駅駅舎に統一する。

四方監事から二つ折 りのしお りの中にビラを入れて情報を付け加えることが出来るとい

う提案があった。これについては、ギャラリー使用に関する広報をここに折 り込むこと、な

どが考えられる。

また、中央通路の名称は、当初 「夢の広場」であったが、第 7回 理事会で理事長から横文

字の 「イベン ト・スペース」に変えたいという意見が出た。これについて、第 8回 理事会で

「イベン ト・プラザ」という代案が出たが、その時点では、次の理事会までに検討するとい

うことになっていた。今回、足田副理事長から 「イベント・ホール」が良いという提案が有

り、これに決まった。

スペースは物理的な空間という意味合いで、無味乾燥な感 じがする。プラザは公共の広場

を指すことが多く、野外の広い場所のイメージになる。ホールは壁と天丼に囲まれた部屋で

あるが、著名な使い方として、ベルサイユ宮殿の鏡の問なども英語ではホールと呼んでいる

ので、イメージとしては悪くない。

4号 議案 平成 29年 度予算の進捗状況

資料 No.4に 平成 29年 度の予算見通 しがでている。収入面では、堺市からの委託料が

3,000,000円 入つている。また、NPOの 負担金は 225,127円 を提供する予定になつている。
一方、事業収益は事業の実施が 4月 にずれたので、収益はない。これに対して、支出は、報

酬・賃金の 243,000円 が発生しないので、収入減に対してはほぼ同額の費用減となるので問

題は無い。

しかし、消耗品支出の 2,088,757円などが発生しないと最終収支がその分黒字となり、委

託金の返金を求められる。この点については、事業の遂行と予算の消化を予算にしたがつて、

実施 しないと、来年度以降の事業運営の資金がなくなり、事業に支障が出る。各部門は事業

運営に必要なff器備品の調達を遅滞なく実施 して、予定された開業準備を実施 して欲 しい。

資料 No.5に 平成 29年 12月 の活動計算書が掲載されているが、この時点での費用発生は

合計が 51,263円 しかない。もちろん、現時点でff器備品を購入 しても搬入場所がないので、

3月 25日 に搬入できるような買い方をしないといけないので、実行は難 しいが、2月 、3月

で目的達成へ向けて注力して貰うことになる。
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6号 議案 策の取 り扱いについて

配布 した駅舎の配置図により、駅舎区劃の説明と管理区域のセキュリティー管理の説明

が実施された。

駅舎の東側の南北の角から東に柵が作られる。柵には切 り戸が有 り、ここには南京錠を取

り付ける。この南京錠はダイヤル式の錠にしておく。

各部屋については、カフェ・ライブラリーの東入日、倉庫の入 り口とギャラリーの東入口

が管理扉となり、この二つを共通の鍵で開閉する。この鍵は トイレ部分の外壁の外側に鍵箱

を設置して収納 し、その箱にはダイヤル錠を付ける。それ以外の扉は、中央のシャッターを

含めて鍵を付けるが、外からは開けないようにする。このようにして、物理的な鍵は持ち歩

かないような仕組みにする。多少、鍵箱盗難のリスクがあるが、本当のセキュリティーは電

子ロックに依存する。

セキュリティー装置はカー ド式の電子錠を用いて、室外で受信機にタッチして解錠する。

解錠せずに鍵で扉を開けると警備会社に通報される。この受信機は二個あって、一つはカフ

ェ・ライブラリーと倉庫の解錠、もう一つはギャラリーの解錠に使 う。また、この電子錠カ

ー ドは複数個発行出来るので、登録者に保有させる。

また、セキュリティー設備の設置は、平成 28年 10月 1日 付け 「浜寺公園駅舎の試験活用

に関する確認書」に準拠して南海電鉄が手配している。この確認書の中に、

(セキュリティー設備)

乙(南海)は、試験活用事業開始までにセキュリティー設備の設置。契約手続きを行

う。当該設備の故障・作動時の初期対応は丙(まちづくり協議会)が行 う。

という記載がある。

この契約は、設備の設置に関する契約と、設備の運用に関する契約に分かれる。現在は、

確認書に準拠 して、南海が両方の契約を結ぶ準備をしている。しかし、前者の契約による費

用は南海が負担するが、後者の契約の費用は NPOが 負担することになっている。 したがつ

て、南海から、この後者の契約を最初からNPOで 締結してはどうかという依頼があつた。さ

もないと、事業開始時に契約の移管という手続きが必要になる。

四方監事からは、原契約はそのままにして、別途の覚書きを作つて対処したら良いのでは

ないかという提案が有り、そのような線で進める事になった。また、このセキュリティー設

備の運営費の予算は、年間 180,000円を見込んでいるが、大体その予算金額以下の 15万 円

程度になりそ うである。

7号 議案 次回の日取 りについて

2月 の理事会の開催は2月 10日 13時 30分 から、また、三者会議は 2月 16日 10時から

開催する。3月 の理事会も3月 10日 の開催を予定する。

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 30年 1月 13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 9回理事会‐

議事録署名人  田 中

議事録署名人  足 田

正史曜窪夢
ノヽ洲法(tsi;)


