平成 29年 度第 10回 理事会 議事録
平成 30年 2月 10日 13:30よ

り 15:14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 鷺 ノ森和子 出 下壽子 濱 野清 士

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
理事長 か ら、次 の よ うな報告 があつた。
既 に実施 した駅舎 に 関す る広報 につい ては 、 広 報 さか い 2月 号 の西 区版 に記事 を掲 載
した。 また 、 ほが らか堺 の 1月 1日 号に も同様 の記事 が掲載 された。
今後 は、フェニ ックスの 3月 号 にも記事の掲載 を依頼 してい る。そ の他 に 、広 報 さか い
の 4月 号 へ の記事掲載 をを願 い してい る。
2号 議案 駅舎 「
試験活用Jま での ス ケジ ュール
資料 2に よ り理事長 か ら最新 の状況説 明 があつた。
2月 7日 付 け の工程表 では、堺市 の工事 は 3月 15日 に完成す る予定で、そ の後 、行政
検 査 を 3月 16日 か ら 3月 23日 まで実施す るの で 、什器類 の搬入 は 3月 24日 か らにな
る。
また 、工 事期 間 中の東側改札 日か ら駅舎 へ の動線 を示 した図 面 が示 され て 、連続 立体交
差 工 事 が完 了す るまでは 、 旧駅舎 へ のア クセ ス は地 下道 を通 る仮駅 のル ー トにな る とい
う説 明 があつた。
さらに、駅舎周辺 のア クセ ス を示す図面が提供 され た。理事長 か らは、駅舎 には西側 か
らだ け しかア クセ ス で きな い とい う説 明 があつた。これ は事実 と異な るが 、それ につい て
は 、次回 の堺市 の 専門家 か らの説 明を聴 け とい う発言 があつた。
3号 議案 管 理 当番表 ・
記録表 (案)の検討

① 管理当番表
理事長から管理当番表 (案)が提示されて、そ こには4月 1日から8日 までの担当者
の氏名が記哉 されている。この配員を基準にして、各員の都合により調整 して欲 しい。
② 管理当番記録表
理事長から管理当番記録表の雛形が提示 された。

勧

③ 集会室使用予定表
集会室使用予定表の雛形 が提示 された。
これ らの雛形 に したがって、管理諸表を作成 して様式を 3月 10日 の理事会で決定す る。
4号 議案 オー プニ ング・
セ レモニー について
セ レモニー について、日中副理事長 か ら実行委員会 の状況報告 があつた。
オー プニ ング ・
実行委員会は今まで 2回 開催 されてい る。
① 来賓について
ご来賓招待状送付一覧 として、堺市、南海電鉄、まちづ くり協議会か らの推薦者名
簿が一覧表 として提示 された。人数 は ;
堺市分

11名

南海電鉄分 8名
【

協議会分

15名

合計 34名 である。
堺市は、内規 として、市が主催する式典などには、市議会議長 と地域選出の国会議
員 とか府会議員や市会議員を招待することになってい るが、今回はそのよ うな規模に
は した くない とい うことで、堺市内で調整 して市義会議長や国会議員な どを除いた推
薦者 を決定 している。
この表に対 して、次 のよ うな意見が出された。
(1)全 般的な問題 として、 この表に出てい る人名は、主催者側 の参列者 と外部か
らの招待者 が混在 しているので、 これについては区分 して考 えるべ きだ とい
う意見があ り、この点についてはそのよ うに区別す ることになつた。
(2)堺 市か らの推薦者 の中に堺市文化振興財団の理事長 があるが、それならば、
堺市観光 コンベ ンション協会 の会長 も呼ぶべ きだ とい う意見があ り、その線
で検討す ることになった。
(3)協 議会 の推薦者 に山田二郎 さんの名 があるが、地域 には企業経営者 が大勢居
るので、山田さんだけを招待するとい うのはまずい とい う意見があ り、山田さ
んを外す ことになった。
② 次第書
セ レモ ニー の次第書が提示 された。
司会については中村 さんに御願 いす る事になっている。

も￨

開会の挨拶は、堺市の竹山市長、南海電鉄 の金盛専務 、WOの 平山理事長 が行 う。
来賓祝辞を近畿大学の久教授に御願 いする。
来賓 の紹介
ギャラ リー展示会 の入賞者表彰
テープカ ッ トは、久教授 、竹山市長、金盛専務、演野会長、平山理事長
閉会挨拶は濱野会長
この後、式典参カロメンバーの館内案内を行 う。案内役は松岡課長代理、盛岡課長代

理、足田副理事長。
最後 に音楽鑑賞、 ピア ノとバイオ リンの協奏曲の演奏を企画する。
この次第書 については、異議 は無か った。
③ 会場 の配置
会場の配置については、警備計画図が示 された。
ロー タ リー南側に大小のテン トを張 り、来賓席 と受付を設営する。
駅舎 の南側に音響設備 の台を設営 して、 ご挨拶 もここで実施する。
テープカ ッ トは駅舎正面入 り口で行 う。
音楽演奏 はイベ ン トホール東寄 り部をコー ンバーで区切 つて行 う。
警備 については警備会社 を含めて、8人 程度 の体制 で、 ロー タリーか ら駅前道
路にかけて、警備す る。参加人数は、曳家イベ ン トの ような多 さではない とい
う見込みである。
④ 案内状 (招待状)
案内状 の文案が示 された。文面について試験活用事業 とい う表現 と保存活用事
業 とい う表現があるので、 これについて議論 された
一つの考えは、今回 の活用事業は高架 工事中の期間限定の活用であ り、試験
活用 とい う表現が正 しい とい うもので ある。もう一つの考 えはこれ らの事業は
駅舎 の保存活用事業 の一環 であり、保存活用 とい う言葉を使 うことは差 し支え
ない し、一般 には試験活用 とい うと及び腰 の事業に聞こえるとい う意見であつ

瑠ジ

た。
この文面については、最初 に浜寺公 園駅舎試験活用事業 と書かれていて、後
段で保存活用 とい う言葉を使 つてい る。筋道を踏 んだ上の表現 であ り、この使
い方が良いのではないか とい う事にな り、次回の三者会で確認 した上、この形
で進めるとい うことになつた。
⑤ 予算について
このセ レモニー に対する当初予算 は 25万 円である。
これに対 して、今回の実施計画に対す る費用 の積算額は 55万 1千 円になって
い る。詳細に検討す ると、何項 目で多少削減 の余地があるとい うことであつた。
事務局 からは、平成 30年 度 の見直 し予算 の 中で対応できるだろ うとい う説明
があった。
⑥ 詳細な式次第
詳細な式次第の時間計画が進んでい る。 10時 開式で閉式予定時刻 が 11時 にな
つてい る。
⑦ 音楽演奏 について
会場 が狭いので、演奏者 の周囲をコー ンバーで囲み、聴衆はその周辺に立って
聴 くとい う構想になつてい る。理事長から、開式前に 10分 程度演奏 して、テ
ー プカ ッ ト時にはファンファー レを鳴 らす とい う提案 があつたが、時間的な制
約 と、宮崎 さんか らはファンファー レの様な演奏はできない とい う説明があつ

た。 また 、そ の様 な こ とは音響効果で出来 る とい う説 明があ つた。
コー ンバ ー で 囲 んで聴衆 が立 った まま とい う様 な ことしか 出来 な い な ら、音
楽鑑 賞 とい う雰囲気 ではな いので 、や めた方が 良い とい う意 見 があつた。

③ ポス ター
セ レモニー の案内ポスターが紹介 された。その中で 「
堺市、南海電鉄、関連書
の
い
団体 来賓 が招 かれ」と う表現があるが、主催者側 と招待者側 とい う区分に
当てると誤解 が生 じるのと、このポス ターの対象はあくまでも一般市民だか ら、
来賓を前に出す とい うのはまずい とい う意見があつた。

5号 議案 駅舎活用 の手 引きに関す る件
手引き書 につい ては、理事長 か ら 1月 の理事会 に提 出 され た ものが再度提示 され た。
特 に変更は無 い。
6号 議案 平成 29年 度予算 の進捗状況
平成 30年 2月 現在 の実行予算 の 見直 しについ て 、足 田副理事長 か ら説明があ つた。詳細
は説 明書 に記 載 して提 出 され てい る。

① 予算積算 のベース となる実行予算計画の rev.5が 提供 されて、その概要が説明された。
ギャラリー部門は前回までの予算額に変更はない。
カフェについては、キ ッチ ン什器 に対する見積 もり照会を行 い、仕様、価格 と納期 の確認
を した結果、この範囲では、従来価格 より少 し安 くなってい る。一方、テーブルや椅子類は
家庭用 の商品を対象 に調べ ていたが、業務用 の商品を採用す ることに して見直 しを実施 し
ている。未確定ではあるが、従来見積 もりよりかな り高 くなる見込みである。事務机等につ
いては大きい変化はないが、保健所 の指導で、事務部分 とキッチ ン部分の間に隔壁を設ける
必要があ り、それ に関す る費用増が発生 している。また、家電製品な どについては浄水器や
食器乾燥機 が追加 になる。食器類 は、必要な品物をカ フェグループで綿密 に調査 している。
これ らは主 として物品の購入費用であるが、この範囲では従来 の購入予定総額 が 2,977千
円だつたのに比べ て、今回の見直 しでは 3,219千円とな り242千 円の増加 となった。また、
カーテンの購入を平成 30年 度にず らす ことに したので、その費用 200千 円も必要経費の通
年総額に加算 され る。

納め

② 上記 の購入費用増 の年度会計への影響については、平成 29年 度実行予算書 rev.9に記
載 されてい る。左 下の集計表 で、当初予算 と今回の実行予算見積 もりとの比較を示 している。
相違点は、年度内の営業が無 くなったことにより事業収益の 482,000円が得 られなくなっ
たことで、収入 が減 つてい る。ただ し、これに見合 う販売原価 の発生は減少 している。これ
と設備に関連する支出の増加 があ り、差 し引きする と、214,010円の事業収入減 となる。
このために、NPOか らの拠出金が増加する。
この実行予算 の見直 しの結果に対 しては、費用 の圧縮 と、29年 度発生予定経費を 30年 度
に繰 り延 べ ることで年度 ごとの決算額 の平準化を図る。

③ 収支一覧表
収支一覧表 では、平成 29年 度 の原予算 と今回の見直 し基準の予算を対比 させて示 してい
る。 さらに、平成 30年 度 の見通 しを少 し見直 して記載 している。 この年度は最終収益 が
593,572円発 生す る予定になってい る。その前提には堺市か らの委託金が 1,000,000円入 つ
ている。も し、このままで推移すると年度末に余剰 の資金は堺市に返却す ることになる。し
たがつて、平成 30年 度 の見直 し予算では この点への対応 を考える。
第 7号 議案 1月 月次会計報告 と今後 の 日程について
1月 の会計報告書 が示 されてい る。
3月 の理事会は 3月 10日 、13:30か ら開催 され る。
また、平成 29年 度 の総会 は 6月 2日 13:30か らの開催 となった。
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 2月 11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 10回 理事会
議長

議事録署名人

田中 正 史
@

議事録署名人

足 田 八洲
Q

