
平成２６年度

八尾市まちなみセンター指定管理

事業報告書

自 平成２６年 ４月 １日

至 平成２７年 ３月３１日

ＮＰＯ法人 寺内町久宝寺



Ⅰ．施設の名称・所在地

八尾市まちなみセンター

八尾市久宝寺三丁目３番 20 号

Ⅱ．指定管理者名

ＮＰＯ法人 寺内町久宝寺

代表者 理事長 田中 良明

Ⅲ．報告期間

平成 26 年４月１日～平成 27年３月 31 日

Ⅳ．業務の実施状況

１．事業の成果

（１）久宝寺寺内町が多くの歴史的文化遺産をもつ地であることを伝え、まちなみの

維持と継承並びに観光振興に関する事業を久宝寺まちづくり推進協議会と連携を

図りながら実施した。

（２）八尾市のまちづくりの推進を図ることで地域社会の形成に寄与するため、「燈路

まつりの活用」や「アドプト活動」などの事業を実施した。

２．事業の実施状況

（１）提案事業の実施状況

①【事 業 名】 第６回 燈路まつりの活用

【内 容】 「八尾市河内音頭まつり」と同日開催で、メインは木製燈籠、カッ

プ燈籠約 1,400 基を配置するとともに、近畿大学や顕証寺等の協力を

得て光と影が織りなす幽玄な世界を久宝寺寺内町まちづくり推進協議

会と一体となって演出した。

【実施場所】 八尾市久宝寺３－３－20 号地先他６路線

【実 施 日】 平成 26年９月７日（日）

【来 訪 者】 約 5,500 人

②【事 業 名】 ボランティアガイド事業

【内 容】 寺内町来訪（見学）者に対し、寺内町の歴史遺産やまちなみの案内

説明を行うとともに、ガイドの養成にも努めた。

【実施場所】 まちなみセンター及び寺内町一帯

【実 施 日】 随時

【来 訪 者】 411 人

③【事 業 名】 講演会の開催

【内 容】 歴史民俗資料館館長（小谷氏）や浅野五三男氏を講師に招いて地域

内外の住民を対象に講演会を開催した。

【実施場所】 まちなみセンター

【実 施 日】 平成 26年６月 22日、11 月９日



【参 加 者】 105 人

④【事 業 名】 ホームページ等作成事業

【内 容】 久宝寺寺内町を広くＰＲするためにホームページを立ち上げた。

【実 施 日】 平成 27年３月 31日

⑤【事 業 名】 パンフレット等作成事業

【内 容】 従来のパンフレットを一新し来訪者等に、より親切な内容とした。

併せて、「久宝寺寺内町新聞」を創刊した。

【実施場所】 まちなみセンター及び寺内町

【発行部数】 約 6,500 部

⑥【事 業 名】 情報展示コーナーの変更

【内 容】 地域の方が所蔵する「大坂の陣」の掛け軸を借用し、パネルに加工

して研修室の壁面に展示した。

⑦【事 業 名】 「昔の道具展」の開催

【内 容】 地域の学校や地域の方々の協力を得て古い道具類を提供していただ

き展示した。

【実施場所】 まちなみセンター研修室

【実 施 日】 平成 26年 10 月 25・26 日

【来 訪 者】 125 人

⑧【事 業 名】 「ちょっと昔の写真展」の開催

【内 容】 地域の方々から久宝寺の古い昔の写真を提供していただくなどで写

真展を開催した。

【実施場所】 まちなみセンター研修室

【実 施 日】 平成 27年１月 31日・２月１日

【来 訪 者】 156 人

⑨【事 業 名】 まちなみセンター写真の常設展示

【内 容】 地域の有志により四季折々の写真を展示してもらい、来訪者に見学

鑑賞していただいた。

【実施場所】 まちなみセンター研修室（自由通路側）

【実 施 日】 通年

⑩【事 業 名】 綿繰り機等の常設展示

【内 容】 伝統ある久宝寺木綿を地域に発信していくために、綿繰り機等を展

示した。

【実施場所】 まちなみセンター

【実 施 日】 通年



（２）自主事業の実施状況

①【事 業 名】 アドプト活動

【内 容】 寺内町の美化とまちを愛する心の育成を目標に掲げ、大水路の清掃

を年３回（うち１回は久宝寺中学校生徒も参加）久宝寺寺内町まちづ

くり推進協議会メンバーと一緒になって実施した。

【実施場所】 八尾市久宝寺３丁目地内 大水路

【実 施 日】 平成 26年６月、10 月、平成 27年２月

【参 加 者】 役員延べ 26 人、久宝寺中学校生徒 48 人

②【事 業 名】 寺内町案内板設置事業

【内 容】 久宝寺小学校区まちづくり協議会の協力を得て、公共交通機関を利

用して寺内町の見学に来られる方々の案内をスムーズに行うため案内

板を設置した。

【実施場所】 ＪＲ久宝寺駅自由通路他

【実 施 日】 平成 27年３月 24日

③【事 業 名】 地域団体交流会事業

【内 容】 富田林市で開催の寺内町サミットや奈良県高取町との交流を通して

久宝寺寺内町のＰＲに努めた。また、空農地を借りてさつま芋・玉ね

ぎ・綿を植え、地域内の幼稚園・保育園児と一緒に収穫するなどの交

流を図った。

【実施場所】 富田林市・奈良県高市郡高取町他

【実 施 日】 平成 26年 11 月 16 日他

【参 加 者】 理事長以下 22 人、園児 65人

④【事 業 名】 まちなみセンターに風鈴を吊るす

【内 容】 まちなみセンター内に数個の風鈴を吊るし、来訪者に一服の涼を感

じてもらう取り組みを行った。

【実施場所】 まちなみセンター自由通路

【実 施 日】 平成 26年７月～８月

Ⅴ．施設の利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

１．利用状況

施設利用者総数 13,918 人

（内訳）

来館者 2,837 人

研修室 5,294 人

会議室（洋室） 4,363 人

会議室（和室） 1,424 人

２．利用拒否の件数及び理由

利用拒否はありません



Ⅵ．利用料金の収入実績

利用料金収入 488,350 円

（内訳）

研修室利用料 256,500 円

会議室（洋室）利用料 178,850 円

会議室（和室）利用料 53,000 円

Ⅶ．管理運営経費の収支状況

１．収入の部

２．支出の部

金額

13,997,960

488,350

132,994

600

14,619,904

区分

指定管理料

施設利用料

利息

合計

その他収入

区 分 金 額

人件費 6,846,583

委託料 警備・清掃等・保守点検等 1,292,848

需用費 光熱水費・修繕料・印刷製本費・消耗品等 3,586,700

役務費 通信運搬費・保険料 385,563

備品購入費 施設関係備品 328,150

委託料 ホームページ作成等 459,640

旅費 視察旅費 1,000

報償費 謝礼 12,000

需用費 印刷製本費・消耗品費等 391,865

役務費 通信運搬費 7,002

備品購入費 事業関係備品 102,504

その他 公租公課 租税公課 2,321

繰越金 1,203,728

14,619,904合計

支出内訳

維持管理経費

事業費

職員・嘱託職員

繰越金



Ⅷ．施設の保全状況

八尾市まちなみセンターの施設保全については、平成２６年４月１日から当ＮＰＯ法人寺

内町久宝寺が指定管理者として八尾市の業務を引き継ぎました。

基本的に保守点検業務等は、八尾市が直接維持管理を行わせていた業者に委託するなどに

より、施設の維持・保全に努めました。

なお、下記の業務を委託しました。

１．まちなみセンター清掃業務

２．まちなみセンター警備業務

３．まちなみセンター消防用設備等保守点検業務

次に、２６年度で補修等を実施した項目は以下のとおりです。

１．南棟空調設備更新工事 ９９９，０００円

２．北棟電動ブラインド修繕工事 ６７，５００円

３．北棟トイレ改修工事 ２０５，２００円

４．音響設備の修繕 ７２，３６０円

５．南棟の照明器具の修繕 ３２，４００円

６．展示用品の修繕 １，５００円


