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平成 26 年度 事業報告書
特定非営利活動法人 浜寺公園駅舎保存活用の会
Ⅰ 事業期間
平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
Ⅱ 事業の成果
南海本線連続立体交差事業は、浜寺公園駅地区の用地買収が完了し、駅前広場の当面の整備も
完了しています。平成 26 年度には仮線工事の準備として、信号設備の移転が行われ、引き続い
て仮駅の建設準備の段階の地下道の改修が行われました。
現駅舎が仮移転して保存活用事業が開始されるのは、平成 29 年 12 月の予定ですが、徐々に事
前準備が進行して参りました。
当法人の事業としては、前年度に引き続いて、ギャラリー事業とこどもや高齢者を含む地域住
民のふれあい交流事業を実施しました。このような事業の遂行を通じて、移転後の駅舎の活用に
ついての体験が出来ました。また、連続立体交差の事業主体である堺市による、駅周辺景観デザ
インについての市民意見交換会に参加して、移転後の環境状態を理解することが出来ました。
会員動静については、前年度に引き続いて新規の会員募集を行い、平成 27 年 3 月 31 日の会員
数は次の通りになっています。
個人会員 正会員
75 名
団体会員 正会員
2 団体
団体会員 賛助会員
4 団体

Ⅲ 事業の実施状況
１ 特定非営利活動に係る事業
（１）（事業名）ギャラリー事業
（内 容）
浜寺公園駅舎のギャラリーを借用して地域住民の制作作品展や浜寺昭和小学校児童の
絵画や書道の作品を展示しました。また、本年度は地元老人クラブの書道の作品と浜寺
南中学校美術部の作品も展示しました。さらに、折り紙教室や押し花教室とか詩吟の会
なども催して、参加型のイベントにも挑戦しました。このような展示の他に、来訪者に
コーヒーとお菓子を提供して潤いのある会場を演出しました。
堺市からの補助金については、本年度も申請を致しておりません。
（実施場所） 南海本線浜寺公園駅駅舎
（実施日時） 平成 26 年 7 月と 12 月に各1 週間の期間
（事業の対象者）地域住民や浜寺公園駅の利用者
（収 入）
0円
（支 出）
29,381 円 (施設賃借料および材料費)
（来訪者数） 7 月は 235 名、12 月は 140 名
（２-１）（事業名）こどもや高齢者を含む地域住民のふれあい交流事業 ふれあい食事会
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（内 容）
高齢者や障害のある方をお招きして食事を提供し、講話や娯楽をともに楽しみ
交流する機会を提供する会
（実施場所） 浜寺昭和校区地域会館、浜寺聖書教会
（実施日時） 平成 26 年 6 月、9 月、12 月、平成 27 年 3 月に実施
（事業の対象者）地域の高齢者や障害のある方
（収 入）
150,000 円 (浜寺昭和校区連合自治会からの助成金)
（支 出）
154,692 円 (会議費、材料費、印刷代、諸謝金、賃貸料)
（２-２）（事業名）こどもや高齢者を含む地域住民のふれあい交流事業 いきいきサロン
（内 容）
高齢者や障害のある方をお招きして茶菓を提供し、講話や娯楽をともに楽しみ 交流
する機会を提供する会
（実施場所） 浜寺昭和校区地域会館
（実施日時） 平成 26 年 4 月、5 月、6 月、7 月、9 月、10 月、11 月、12 月、
平成 27 年 2 月、3 月に実施
（事業の対象者）地域の高齢者や障害のある方
（収 入）
200,000 円 (浜寺昭和校区連合自治会からの助成金)
（支 出）
169,753 円 (会議費、材料費、消耗品費、印刷代、諸謝金)
２ その他の事業

なし

Ⅳ 社員総会等の開催状況
平成 25 年度通常総会
（日 時）
平成 26 年 4 月 27 日 13 時 30 分から 14 時まで
（場 所）
浜寺昭和校区地域会館
（正社員総数） 78 名
（出席者数） 57 名（うち委任状出席者 40 名）
議長に平山芳弘氏を選出。
（内 容）
第 1 号議案 平成 25 年度の事業報告及び事業決算承認の件
議長は、事業報告書と活動計算書、貸借対照表、財産目録などの詳細につい
て、事務局より報告するように指示し、その内容について質疑を求めた。
さらに監事より当法人の業務と会計が適正に執行されたという報告が
あった。その上で議長は議案の承認を全員に諮ったところ、全員異議なく、
これを承認し、本案は可決された。
第 2 号議案 議事録署名人の選任の件
議事録署名人について、議長から本日出席の田中正史と足田八洲雄の 2 名を指名
したところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。
議長は、以上をもつて特定非営利活動法人浜寺公園駅舎保存活用の会の総会に関するす
べての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。(14 時)
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Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況
第１回(臨時)理事会
１．開催日時
１．開催場所

平成２６年４月２７日 １３時
堺市西区浜寺昭和町２丁１７７番地５
浜寺昭和校区地域会館
１．理事の数
８名
１．出席した理事の数
８名
１．出席した理事の氏名
平山芳弘 田中正史 足田八洲雄 中川髙秀
細野俊明 飯田月子 奥野喬子 鷺ノ森和子
１．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った。
第１号議案 平成２５年度事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録の承認につ
いて
足田副理事長より平成２５年度に係る事業報告、活動計算書、貸借対照表、財産目録
について報告があり全会一致で承認された。
第２号議案 平成２６年度事業計画書、活動予算書の承認について
足田副理事長より平成２５年度の事業計画及び活動予算について報告があり、全会一
致で承認された。
第３号議案 議事録署名人選任
議長より、議事録署名人を２名以上選任する必要がある旨及び次の者を指名したい旨
提案があり、全会一致で承認された。
議事録署名人
田中正史 中川高秀
議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後１時２５分
閉を宣した。

第 2 回理事会
１．開催日時
１．開催場所

平成２６年６月７日 １１時３０分～１２時３０分
堺市西区浜寺昭和町２丁１７７番地５
浜寺昭和校区地域会館
１．理事の数
８名
１．出席した理事の数
６名
１．出席した理事の氏名
平山芳弘 田中正史 足田八洲雄 中川髙秀 飯田月子
奥野喬子 鷺ノ森和子
１．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たので、直ちに議案の審議に入った。

4

第１号議案 平成２６年度４・５月事業報告書について
平山理事長より平成２６年度４・５月事業報告あり全会一致で承認された。
第２号議案 ５月末会員・会費収入・月次報告について
平山理事長より５月末会員・会費収入・月次報告があり、全会一致で承認された。
第３号議案 第２回浜寺公園駅前景観デザイン意見交換会について
平山理事長より６月２９日 13：30～15：00 地域会館にて開催されますので是非
ご参加くださいとの連絡があった。
第４号議案 平成２６年度運営について
平山理事長より、浜寺公園駅ギャラリーにて７月１４日～２１日、地域の作品展、
開催したいとの提案があり全会一致で承認された。
第５号議案 議事録署名人選任
議長より、議事録署名人を２名以上選任する必要がある旨及び次の者を指名した
い旨提案があり、全会一致で承認された。
議事録署名人
田中正史 飯田月子
議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、１２時３０分閉会
を宣した。
第３回 理事会
１．開催日時
平成２６年８月１６日 １３時３０分
１．開催場所
堺市西区浜寺昭和町２丁１７７番地５
浜寺昭和校区地域会館
１．理事の数
８名
１．出席した理事の数
７名
１．出席した理事の氏名
平山芳弘 足田八洲雄 中川髙秀 細野俊明 飯田月子
奥野喬子 鷺ノ森和子
１．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った。
ア議案 ２６年度第一期（４－７）事業実施報告について
議長より事業収入並びに事業支出について報告があり、全会一致で承認された。
イ議案 ７月末会員・会費収入・
７月末現在の会員数の加入状況について、下記のとおり報告があった。
個人会員７２、法人会員５ 計７７
ウ議案 １２月ギャラリー運営について
議長より、１２月１５日から２１日の６日間浜寺公園駅のステーションギャラリ
ーにおいて作品展示会事業を開催する旨提案があり、全会一致で承認された。
エ その他
理事会に先立ち堺市連続立体推進室から、浜寺公園駅前工事並びに駅舎移設予定
について報告があった。
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オ議案 議事録署名人選任
議長より、議事録署名人を２名以上選任する必要がある旨及び次の者を指名した
い旨提案があり、全会一致で承認された。
議事署名人
細野俊明 中川高秀
議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後１４時３０
分閉会を宣した。

第 4 回 理事会
１．開催日時
平成２６年１１月２２日 １３時３０分～１５時３０分
１．開催場所
堺市西区浜寺昭和町２丁１７７番地５
浜寺昭和校区地域会館
１．理事の数
８名
１．出席した理事の数
４名
１．出席した理事の氏名
平山芳弘 田中正史 足田八洲雄 奥野喬子
１．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たので、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案 平成２６年度１０月末事業実施報告について
平山理事長より平成２６年度１０月末事業実施報告あり全会一致で承認された。
第２号議案 １０月末会員・会費収入・月次報告について
平山理事長より別紙、１０月末会員・会費収入・月次報告があり、全会一致で承認され
た。
３号議案 浜寺公園駅舎内工事について
堺市連続立体推進室・南海電鉄より別紙 現状、進行状況の説明があり質疑応答した。
第４号議案 平成２６年度運営について
平山理事長より、浜寺公園駅ギャラリーにて１２月１６日～２１日、地域の作品展、開
催したいとの提案があり全会一致で承認された。
第５号議案 議事録署名人選任
議長より、議事録署名人を２名以上選任する必要がある旨及び次の者を指名したい旨提
案があり、全会一致で承認された。
議事録署名人
田中正史 奥野喬子
議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、１５時３０分閉
会を宣した。
第 5 回 理事会
１．開催日時
１．開催場所

平成２7 年２月２１日 １３時３０分
堺市西区浜寺昭和町２丁１７７番地５
浜寺昭和校区地域会館
１．理事の数
８名
１．出席した理事の数
７名
１．出席した理事の氏名
平山芳弘 田中正史 足田八洲雄 飯田月子 鷺ノ森和子
奥野喬子 中川髙秀
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１．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った。
ア議案 ２６年度事業報告書の作成について
足田理事より２６年度事業報告書の作成計画について提案があり、全会一致で承
認された。
イ議案 ２７年１月末収支報告
議長より、会費収入並びに事業支出について報告があり、全会一致で承認された。
ウ議案 次年度新規事業計画について
議長より、平成２９年１２月の試験活用まで駅舎ギャラリーは使用ができなくな
る。 平成２７年度事業については、駅舎の将来的な保存活用の方向性を明確に
するとともに駅舎の活用等を検討し、利用しやすい駅舎になるよう調査設計に意
見を反映したい旨提案があり、各理事に諮ったところ、全会一致で承認された。
また、鷺ノ森理事から、平成２９年１２月の試験活用までギャラリー事業ができ
なくなるため、ギャラリー事業として地域会館等を利用し事業を継続したい旨提
案があり、各理事に諮ったところ、全会一致で承認された。
エその他
議長より、平成２６年度定時総会を平成２７年５月１０日（土）午後に開催する
旨提案があり、全会一致で承認された。
オ議案 議事録署名人選任
議長より、議事録署名人を２名以上選任する必要がある旨及び次の者を指名したい
旨提案があり、全会一致で承認された。
議事録署名人
田中正史 中川高秀
議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後１５時に閉
会を宣した。
以上

