
令和 2年度 臨時理事会議事録

圏 時 令和2年年7月 18日 (火)20時00分～22時00分 会員総数 名 (令和 年 月現在)

場 所 浜寺校区文化会館 正会員  個人 名

議 長 長谷川 琢也 ″    団体 名

議事録作成者 足田八洲雄 賛助会員 個人 名

議事録署名人 〃   団体 名

出席者 7名
○ 長谷り11 ○ 足 田 ○ 末吉 ○ 赤堀 ○ 堀江 井手口

〇 古 田 宮元 ○ 佐々木 〇 土 田 玉木

はじめに 臨時理事会の開催

駅舎の試験活用に関して 7月 10日 に、堺市、南海電鉄、まちづくり協議会の打ち合わせがあり、開館

までの工程見通しの報告があり、開館日とオープングセレモニーの概要に関する打ち合わせがあった。

その結果を受けて、諸要件に対して早急に対処する必要があり、臨時理事会を開催することになった。

議案 1議事録の作成

議事録は足田菖1理事長が作成する。議事録署名人は選任しなかった。

1   議案 2堺市、南海電鉄、浜寺校区まちづくり協議会・浜寺諏訪森を考える会の打ち合わせ内容の報告

1.7月 10日 の三者会議より

① 建物正式な引き渡しについて

駅合の引き渡しは8月 7日 10時に行われる。

この時に、ALSOKの セキュリティーカードの受け渡じと扉の鍵の受け渡しが行われる。

(注 1)セ キュリティーカードはクレジットカード大のカードで入り回の設置されたカードリーダーに

かざして読み込ませることで所有者の出入 りが確認される。また、鍵は各扉共通であり、合計 10本が

南海電鉄からNPOにり|き 渡される。

ALSOKの カードの受領には、本人の氏名と住所の登録が求められている。

浜寺公園駅舎の経験では、このカードを市販のカードホールダーに入れて、その吊り紐に鍵を取 りつけ

て常に首から提げられるようにしている。

(注 2)議論が詰まっていないが、店長さんにたいする鍵とカードの受け渡しについては今後の検討にな

って居る。

1      瀬「

は ALSOKか らカードの使い方の説明があるので、都合の付く理事は引き渡しに立ち会つて欲し

(佐々木理事は、当日は参加出来ないとのこと。)

② 弓|き渡し後の手lllE

8月 7日 から8月 25日 まで什器備品の搬入。

8月 27日 から9月 1日 までプレ 。オープン

9月 3日 のオープニング式典、事業開始

③ 契約について

試験活用事業は、堺市と南海電鉄とまちづくり協議会の三者が事業の実施に関して協定を結ぶ。
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その協定に従つて、まちづくり協議会は事業の実施業務を「浜寺諏訪森を考える会」に委託する。

その上で、堺市、南海電鉄と「浜寺諏訪森を考える会」は実施に関する確認書に調印する。

現段階で、三者協定は 3月 31日 に調印され、業務委託書は近々発行される。また、三者の確認書は 7

月末までに調印される。

④ ALSOKの料金支払いについて

引き渡しが完了するとALSOKの警備保障の料金支払い義務が課せられる。料金は月額 13,200円で、

月末締めで、翌月払いになる。

8月 分は日割 り計算になる。

この件に関して、古田理事から、支払いは銀行預金からの引落にして欲しいと言う要求が出た。引落で

無いと振込手数料が発生する。この件は長谷川理事長がALSOKと 交渉する。

ALSOKと の契約はNPOが対処する。

⑤ 火災保険などにつて

古田理事から火災保険はどうなっているのかという質問があつた。

これに対して、長谷川理事長と足田副理事長から次の通 りの説明があつた。
｀

駅合の建物は南海電鉄の所有であり、
‐
m~海が火災保険などを掛ける。

建物の使用者側では、建物内の設備や什器にたいする「ビジネスキーパー保険」と施設や業務に起因す

る損害賠償リスクを補償する「施設所有(管理)者賠償責任保険」の二つが適用される。

現在は、ビジネスキーパー保険だけをかけようとしている、という説明があつた

店長さん募集について

募集のチラシが出来ている。

7月 21日 の連町会で、回覧板で回す手続きをする。回覧板の他、掲示板にも貼るし、お店にも置いても

らう。掲示板は表側だけになる。その他、説明会に来られた方や今までに手を上げている方に郵送する。

チラシの印燿1料はNPOの費用で処理する。

事業に関する予算措置などについて    ′

① 施設購入の実行予算

試験活用事業の初期設備費用について、長谷川理事長から 100万円を NPOの資産から支出すること

にたいしての理事会の承認が求められた。これについては既に理事会で大枠は承認されているが、改め

て承認を求められ、全会一致で承認された。

足田副理事長から実行予算書が提出された。これはコロナ発生の現状下で規模を縮小し、且つ、予算の

制約が厳 しいという認識の下に作成されたもので、最低これだけあればなんとか事業を開始できると

いうものだ、都説明された。この内容は、店長さんの希望もあるので、再調整が必要になる。

古田理事から、「現在の NPOの資産は 135万円であり、その中の 100万円を充当する。残 りの 35万

円については、事業運営費が発生するので、それは 35万円の中から支出することになる。この 35万円

は設備費用には使わない。」という確認があった。

② 資金調達について

前回の理事会でMAKUAKEと いうクラウドフアンドの利用を報告したが、当初の交渉は止まっている。

別のフアンドにも当たることにする。

長谷川理事長から、コロナのために、この種のファンドには、お金が集まりにくくなっているらしいと

いう話があつた。
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0製 氷機などの寄贈

長谷川理事長から製氷機と食洗機の中古品の寄贈申し込みがあるとの報告があった。

共にホシザキ製で製氷機は630mmW X 460mm D X 830mmH

フライヤーもあるがこれは断つたとのことである。

現在予定している製氷機は390mmWであり、場所的には630mmが置けるかどうかは確認が必要だが、

多分大丈夫だろうという報告があつた。

④ 古田理事から、什器備品の費用は 30万円以下のものは消耗品で計上するが、備品台帳は必要かと

いう質問があつた。足田副理事長から、会計上は、必要が無いはずであるが、事業の管理上台帳に記載し

た方は良いだろうという返事があった。

④ 食器などについて

寄付を募るという事も考えられるが、一般募集するといろいろなものが出て来て始末に困ることにな

る。的を絞って御願いする形が良いだろうということになった。皿類は大きさを揃えないと収納に困る

ことになる。

一応、皿は大皿、中皿、小皿を各 10枚程度、コップは小型の水サービス用とジュース、アイスコーヒー

用の大きいコップがいる。水コップは少し多めに購入する.

プレ `オープンまでに揃えるが、適当な店で買えば良い。

⑤ キッチンの設備について

流しはダブルシンクで、水道水の他に温水と濾過水が供給される。

議案 3今後の予定

① セレモニーの次第について

まちづくり協議会が主催者で、堺市と南海が共催者になる。

マイクとテントは南海で用意してくれる。ただし、予算が足りなければ小学校の設備を借 りるなどを

考える。その時は学校側には運び手がいないので、南海に頼む。

来賓は堺市の出席者に合わせて南海も然るべき人を選ぶ。堺市長はこのような行事には顔出ししない

ことにしているらしい。

その他の招待客は卒業式並みで 14校区に声を掛ける。どれだけ来かは判らない。参列者は卒業式並

みなら全部で 30人程度。

久先生には声を掛けるが来られるときは来賓扱いになる。その他に、山形先生など。また、堺市では

青山さんと松岡さんを呼びたい。

② 理事の皆さんは式典準備のサポートを御願いする。

③ 会場について

会場図で仮駅、駅舎、AEONタ ウンの位置関係を確認。

堺市の会場計画図でステージと着席位置を確認。外壁が青線で示されている。

各列の幅は 6m、 5人掛け8列、最大 40人の席数。両サイドは報道陣席

④ テープカット、小学生のパーフォーマンスの流れ

小学生のパーフオーマンスの前にテープカットを入れる。

小学生は西側から駅舎内に入 り待機し、テープカットが終わると中から出て来て演技を行う。

テープカットの前に中に入っているというのはおかしい、という意見もあったが、プレ・オープンで
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既に中に人が入つて居るのだから、良いだろうということになった。コロナ対応だともいえると。

③ 付近におられる一般の方々への対応。

式典の様子は道路からは覗けるが、見えた方が良いのか、むしろ見せないほうが良いのかという点では、

見せた方が良いだろうということであつた。それなら、入 り回の柵の隙間をもっと広 くするとか、柵

のキャンバスを取 り除いて中が見やすいようにすることを考えたら良い。当日の午前中に細工をしよ

うということになつた。

式典の音声はスピーカーで道路側に聞こえるようにする事も考える。式典のご挨拶なども、地域の方々

へのメッセージであるべきで、そういう配慮が必要だ。

道路側は、ガードマンは雇わない。自治会の防犯委員が警備に当たるが交通整理をするようなガード

マンの役割は出来ない。この時間の通行量は少ないが行事をしていれば集まってくる人も居る。フェ

ンス際によってくる人達をどのように整理するかを考える必要がある。下手をすると、警察から警告

が出る。古田理事は事前に警察にも状況を報告しておく必要があるという考えで、交番と銀行にはビ

ラを持つて事前に話をして置くという申し出があった。光洋には連絡するかについては、古田理事は

ルー トがないのでなにもできないということだつたが、それ以上の意見調整は無かつた。

今回はコロナの問題があるので、積極的には宣伝しない。曳家は建物が動く瞬間が呼び物になったが、

今回は、式典後はオープンするのだからそれに来て貰えば良い。

④ 広報について

赤堀理事から、広報サカイの 9月号にオープニングの記事を出すことが企画されているという報告が

あった。そこでも、店長さんの募集記事を入れる。チラシにも式典の予定が出ている。

式典へのマスコミの取材については、堺市が卒業式と同様の対応をする。多分、記者クラブに通報する

形になる。

⑦ テープカツトについて

式典は、ご挨拶 3人と小学生六年生のパーフォニマンスがメインになる。

テープカットは誰々に御願いするか、また、小学生の代表にも参加して貰うかどうかという話しにな

り、余 り大勢にはしない方が良いということではあつた。普通は3人か5人かということになる。

具体的には、テープを一本張つてそこにリポンなどの飾 りをつけて、何人かがかけ声に合わせて切る

ということになるが、はさみは金色という意向が出ていた。色々と話が出たが、それ以上の決定は無か

った。

テープカットについての具体的な問題は、式典の 1週間前までにまちづくり協議会で決めて、それを受

けてNPOが どうするかを、理事会で決めることになった。

今後の理事会は7月 末と8月 末に開催の予定になつている。

③式典準備に関連する連絡については,

堺市、南海、まちづくり協議会は長谷川理事長の担当

小学校関係は末吉副理事の担当

というということになつた。

◎会員さんへのお知らせ

NPOの会員さんには、チラシだけでなくセレモニーのお知らせをした方が良いのかという問いかけが

あり、セレモニーのお知らせだけでなく、事業の推移を合めてある程度詳しくお知らせすべきだとい

う意見があつた。誰がどうするかは未定。
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お盆頃にはお知らせを出すことにする。対象については今年度の会員さんというよりは前年度の会員

さんを基準にして、本年度の会員さんと、これから会費を払って欲しい人に催促を兼ねて報告を送る

べきだ。次の理事会で確定する。

式場の後の片付けと一般客の入場までの時間を決めて、いつからご覧頂けるかを広報しておく必要が

ある。

テープカット後の手順として、小学生のパーフォーマンスが終わると、会場の前の方のステージなど

を片付けて、招待客などの内覧に続いて一般の方の入場となる。

① 開場準備に関連して

テント、椅子、マイクは南海さんの手配

テープカットのテープはどうするか。はさみと合わせて 10,000円 ぐらいで準備出来るはずで、まちづ

くり協議会で手配して貰う。

① リーフレットとクリアファイルについて

まちづくり協議会が使えるお金は80万円であり、これは枠として決まっている。

その内、まちづくり協議会としてコロナ対策に 10万円を使いたいということなので、残 りの 70万円

が式典関連の予算枠になる。

クリアフアイルは記念品として配るつもりであったが、西区ではそのような物品の配る使い方はダメ

だと言っている。リーフレットは資料であり、これはこの予算で対応できる

現実的な方法として、リーフレットをクリアファイルに入れて配るということでやれるように、理事長

が堺市と話をつける。

仮の予算では :

会場デコレーション

リーフレット

クリアファイル

消耗品

合計

300,000円

50,000円

300,000円

50,000円

700,000円

となつている。

会場デコレーションについては、赤堀理事は屋外のデコレーションを外部に委託することを考え

ている。

足田理事から、その他に交流スペース内の飾 り付けが必要で、展示パネルを使いたい。恒久的なパ

ネルを準備 して、それを先々この部屋で使えるようにしたいという意向が出たが、役所のシステ

ムとしては難しいようである。

打開策について長谷川理事長が堺市の意図を打診することになった。

⑫ 日替わり店長応募の受入に対する対応について

回覧板が回るとすぐに応募してくる人が居るだろう。8月 15日 に締め切って、それから応募者に集ま

って頂いてということになるのか、という古田理事の質問いたいしては、赤堀理事から応募があったら

すぐに話し合いを始めることになり、先着順が原則になるという説明があつた。

その際に、細則を渡すことになるが、細則の草案に対して早々にコメントを出して貰い、次の理事会ま

でには草案をまとめたい。

それについて、古田理事から、誰が応募者を応対するのか、責任者は責任を持って対応できるのか、と



いった疑念が提供されて議論があつた。

次の理事会で責任体制を決める必要がある。また、細則については早急に発行して、llB次修正する形

にならぎるを得ない。ただし、細則の中の原則は既にチラシなどにも書かれており、余 り大きな修正

は無いはずである。

古田理事からは、いろいろな人が応募してくるに違いない。それぞれの応募者について人柄などが判

らないので誰がそれを判断して採決するのかという疑念が提示された。理事会で決めるという声もあ

るがしげしげと理事会を開くことは出来ないだろう。

具体的には、責任者と補助者を数人決めて対処し、判断できないようなときは理事会を開くというかた

ちしかないという認識になつた。

それとともに、店長さんとして望ましい人物像を細則に記載して、それに外れる人にはお断りが出来

るようにする必要があるという提案がなされた。

また、いくら厳選しても思わしくない店長さんも出てくるかも知れないが、その時は次国からお断り

するということにせぎるを得ない。

⑬ 店長さん応募の受付方法

FAXは長谷り|1理事長のところに来る。

これについては、長谷メ:1理事長がメールでNPOのアドレスに転送する。

直接 NPOのアドレスに来る。info@hamadera.jp

最終的のNPOの アドレスに集まるので、それを各自が見られるようにする。

パソコンで NPOのメールを受信する手順は、過去に連絡はしているが、改めて足田副理事長から各幹

事に通知する。

⑭ ホームページについて

試験活用のページを作 り、そこに;

試験活用のご案内

お店のカレンダー

運営の細則

アクセス案内

を掲載し、ご案内の中から店長さんお申し込みフォームに移れるようになっている。

理事会でデモを行ったが、フォームはネット環境がないので観ることが出来なかった。佐々木理事か

ら最初のページに申し込み欄が出せないかという質問があつた。それは出来るがまず細則などを見て

ほしいという意図があると説明された。店長さんの申し込みは、このフォームに記入することで、NPO

のメールアドレスに届くようになつている。また、スケジュール表もつけている。

細則の初版が出来たら新たに試験活用ページを追加 してホームページを置き換える。

⑮ 次回の理事会は7月 28日 2000よ り。

令和 2年 7月 24日

⑤議長  長谷川琢也 議事録作成者  足田八洲雄


