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平成２８年度 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ指定管理者事業報告 

 

Ⅰ 指定管理者名 

特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾  

代表理事  菅 春水 

 

Ⅱ 報告期間 

   平成28年４月１日から平成29年３月31日   開館日数 311日 

 

Ⅲ 施設の利用状況 

●平成28年度施設来館者数 15,881人 

（有料施設使用、施設見学、講座等イベント参加等による来館者の計） 

◆月別来館者数◆                                  （人）  

月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月  計  

人数  1,031 1,235 2,614 1,759 1,379 979 1,385 1,155 1,258 907 1,114 1,065 15,881 

●その他、地域行事での教室開催等館外イベントの参加者数   1,240人 

 

Ⅳ 管理運営業務の実施状況  

１．管理運営全般に関すること 

⑴ 有料施設の使用の許可に係る業務  

    利用件数 11件、利用拒否件数 ０件 

⑵ 利用料金の徴収及び還付等に係る業務  

    利用料金収入 4,500円、減免件数 ２件 

 

２．維持管理に関すること  

⑴ 清掃業務 

日常清掃及び定期清掃について仕様書等に基づき適正に実施。 

⑵ 施設・設備等点検整備業務  

自動ドア保守点検、消防用設備等点検、防火対象物点検について仕様書等に

基づき適正に実施。 

⑶ 施設警備業務 

 施設の施開錠、施設内巡視、防犯カメラの管理等警備全般について仕様書等  

に基づき適正に実施。  

⑷ 室内観葉植物管理業務  

施設内の観葉植物の定期交換及び管理について仕様書等に基づき適正に実施。 

⑸ 修繕・維持補修業務  

指定管理者の責任区分の範囲内で実施すべきものについて適宜実施。 
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３．事業の実施に関すること 

⑴ リサイクルセンター見学対応（見学コース、ごみの３Ｒ講座） 

学校園及び各種団体等を受入れ、リサイクルセンター見学コースの案内及び  

ごみの３Ｒの講義等を実施。（希望に応じ、リサイクル体験工房教室を組入れ。） 

・大型バス等による送迎の実施   51団体（延べ78台） 

・市内小学校４年生の受入れ体制の確保   26校実施（全28校中） 

・環境事業課との連携の推進（パッカー車投入体験等）  

  ◆見学対応実績（学校園）◆  

区分  学校園数  人数（人）  
内訳（人）  

園児 ･児童 ･生徒数  引率者数  

保育所（園）・幼稚園（市内） 21 767 655 112 

小学校（市内）  26 2,225 2,103 122 

小学校（市外）  3 171 158 13 

高等学校（市内）  2 63 59 4 

計  52 3,226 2,975 251 

  ◆見学対応実績（その他）◆  

区分  組数・団体数  人数（人）  

個人  90 395 

各種団体  35 1,095 

計  125 1,490 

 

⑵ 講座等環境啓発事業  

① ３Ｒをテーマにした市民参加型事業  

ごみの３Ｒの推進をはじめとした環境啓発として、以下のとおり事業を実施。 

㋐ リサイクル体験工房教室  

○定期工房教室（178回開催） 

  受講者数 2,062人 

   （開催教室）ハギレ編み物、デニムバッグ、布ぞうり、ネクタイリメイク、  

つまみ細工、食品ロスゼロ、パッチワーク風小物、  

エコクラフト、新聞紙ちぎり絵、竹細工、チラシクラフト、 

帯バッグ、ちびっ子エコクラフト、エコバッグ、エコ籠作り、 

和布バッグ、折り紙、紙すきハガキ作り、巨大ちぎり絵、  

ニットこもの作り、ゴルフクラブカバー作り    全21教室 

○見学者工房教室（35回開催） 

  受講者数 1,062人 

   （開催教室）紙すきハガキ作り、布ぞうり、新聞紙ちぎり絵、エコクラフト  
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○講習会（12回開催） 

   受講者数 131人 

  （開催教室）リユースパソコンワード講習会、エプロンドレス作り、  

         工場見学とミニ水族館作り、新聞紙ちぎり絵で年賀状作り、 

スマホ立て作り、間伐材でひな人形作り、着物帽子作り、  

デニム生地でペンケース作り、間伐材でブローチ作り  

全９教室 

㋑ フリーマーケット（21回開催） 

    延べ出店数 334店、延べ来場者数 4,768人 

② 環境学習講座 

親子で学ぶ（楽しむ）ことを主眼に置き、子どもたちの夏休み期間等を 

利用して体験型の環境学習講座を開催。 

○夏休み親子講座（４回開催）  

   受講者数 115人 

   （開催教室）恐竜フィギュア作り、動くカエル・カメ作り、  

ソーラークッカー作り、紙すき画用紙作り  

○冬休み親子講座（２回開催）  

   受講者数  62人 

   （開催教室）ミニ門松作り、しめ縄作り  

③ 「ゆずります・ゆずってくださいコーナー」の企画・運営  

リユースの促進として、小型の家具、衣類、雑貨類等使用可能なものを譲り   

受け、希望する者に無償で譲り渡す事業を実施。  

  利便性の向上及び適正管理の観点から、市と協議のうえ、常設コーナーを３

階から２階へ移設し、小型家具や赤ちゃん用品のコーナーを３階に設置した。 

④ 「環境楽校」の開講  

○小学生を対象とする環境学習（６回実施） 

受講者数 73人 

     ○社会人を対象とする環境講座（４回実施） 

受講者数 36人 

     ○環境交流会（２回実施）  

       参加者数 26人 

   ⑤ 「めぐる祭り」の開催  

     工房教室参加者や市民の方々が作られたリサイクル作品の展示を始め、 

環境パネル展示、工場見学、リサイクル工作体験、フリーマーケットなどの  

イベントを実施。  

       来館者数 564人 

⑥ 館外イベント 

地域フェスタや八尾河内音頭まつり等の機会を利用して３Ｒの啓発を実施。 

   参加者数 1,240人 
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⑶ 広報・周知及び情報提供  

●施設、行事案内等の広報 

・市政だよりへの行事案内の掲出  

・環境情報誌「河内の風」（環境アニメイティッドやお発行）に記事掲出  

・ＦＭちゃおの取材 

●ポスター、パンフレット、チラシの作成等  

・ポスターの掲示やパンフレット、チラシ等配架の適宜実施 

・施設案内パンフレット等の作成の適宜実施 

●ホームページ更新管理  

・八尾市立リサイクルセンターホームページ更新の適宜実施 

・フェイスブックの活用による情報発信  

⑷ めぐるサポーター（市民ボランティア）の活用  

登録者数 33人、活動実績 延べ515人（参加人数の合計）  

・施設見学他、各種イベント開催時のサポート  

・定例会（月１回）開催時の自己啓発活動  

 

４．その他の主な実施事項 

●仕様書等に基づくその他の業務  

・太陽光発電、風力発電量の統計記録の作成、ニッポンバラタナゴの飼育等  

の適正実施 

●リスクマネジメント  

・火災を想定した避難訓練の実施（２回実施） 

・賠償責任保険、ボランティア保険への加入  

●環境マネジメント  

・照明及び空調設備使用の適正管理、事務用紙の裏紙使用の徹底、周辺清掃 

活動等の環境改善活動  

●サービス向上と効率的な管理運営  

・「学習プラザ運営委員会」を設置し、毎月１回定例会を開催  

・市民サービス向上の取り組みの推進 

・管理運営の効率化（業務改善）の取り組みの推進 
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Ⅴ 管理運営経費の収支状況  

[収入の部]                             （円） 

科  目  金  額  内   容  

指定管理料  20,347,010 戻入後の金額（決算書への記載額）  

利用料金  4,500 施設利用料  

事業収入  140,990 イベント参加費等  

その他収入  33,055 預金利息、雑収入  

合  計（Ａ）  20,525,555  

[支出の部]                             （円） 

科  目  金  額  内   容  

人件費計  12,395,555 給料、賃金、福利厚生費等  

事業経費計  4,765,735  

 報償費  1,114,000 講師謝礼等  

需用費  431,456 工房用消耗品費、印刷製本費等  

役務費  359,768 通信運搬費、手数料、保険料  

使用料及び賃借料  2,850,336 バス借上げ料  

負担金  10,175 研修参加負担金  

維持管理経費計  3,282,098  

 需用費  456,732 消耗品費  

委託料  1,484,280 清掃、観葉植物管理、設備保守点検等  

役務費  0  

使用料及び賃借料  91,139 テレビ聴視料、モップ・マット使用料等  

備品購入費  209,030 事務用備品  

租税公課  1,040,917 消費税、収入印紙  

合  計（Ｂ）  20,443,388  

差引（Ａ－Ｂ）  82,167  
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