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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. 事業期間 

  平成 29年 4月 1日～平成 30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持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」や講演会等を開催するとともに、ホームページ 

による発信力を活用し事業を実施した。 

 

２． 事業の実施状況 

（１）提案事業の実施状況 

①【事 業 名】 第９回 燈路まつり 

【内 容】 9月 10日は「八尾河内音頭まつり」と同日開催で、木製燈籠、 

絵カップ燈籠と紙燈籠等を計約 1,800基を配置するとともに、 

寺社.施設.学校等の協力を得て光と影が織りなす幽玄な世界を 

演出しました。今年も愛の郷・八尾の杜の敷地内でも開催し 

紙燈籠他を設置し燈路まつりの拡大を図りました。 

【実施場所】 八尾市久宝寺３－３－２０番地先他６路線 他 

【実 施 日】 平成 29年 9月 10日（日） 

【来 訪 者】 約 7,000人 

 

②【事 業 名】 まちなみボランティアガイド事業 

【内 容】 寺内町来訪（見学）者に対し、寺内町の歴史的遺産や 

まちなみの案内・説明を行うとともに、先進地域を見学し 

ガイドの養成にも努めた。 

【実施場所】 八尾市まちなみセンター及び寺内町一帯 

【実 施 日】 随時 

 

 



 

③【事 業 名】 地域団体交流会 

【内 容】 「つどい」との交流会、先進地域との交流で発展につながる 

企画の立案、ハッピーアースデイ・八尾フェスに交流参加。 

 

④【事 業 名】 ホームページ等の活用 

【内 容】 ホームページ「久宝寺寺内町のまちなみ」更新・充実の活用 

事業、情報発信。 

を活用し寺内町の啓発やイベントなどの情報発信を行った。 

【実 施 日】 随時 

 

⑤【事 業 名】 講演会や研修会の開催 

【内 容】 安井氏・由義寺・大和川に関する講演会を開催した。 

【実 施 日】 10月 29日、11月 23日、2月 25日 

 

⑥【事 業 名】 情報展示コーナーの充実 

    【内 容】 展示品の入れ替えや歴史関連図書の購入などにより情報展示

コーナーの充実を図った。 

【実 施 日】 適宜 

 

⑦【事 業 名】 パンフレット等の発行 

    【内 容】 寺内町新聞（年２回）やパンフレット等の発行を行った。 

    

⑧【事 業 名】 昔のまちなみ再現とＣＧ作成 

    【内 容】 ジオラマやＣＧで寺内町のまちなみを再現できるかの検討 

          を行った。 

 

 

⑨【事 業 名】 久宝寺木綿の伝承 

【内 容】 地域・関係団体などと連携し久宝寺木綿の伝承を行うため 

綿花を種から育てたり小学校において出前講座を開催するなど 

久宝寺木綿の伝承を発信した。 

【実施場所】 まちなみセンター 他 

    

⑩【事 業 名】 古民家（空家）の活用 

【内 容】 寺内町内の古民家（空家）を借りて、「まちなみ麟角堂」と 

して、貸室としてイベントなどに利用できるようにするととも 

に、昭和初期の生活様式等を実感してもらえるよう来訪者の 

見学に供するなど、空家の利活用を行った。 

【実施場所】 八尾市久宝寺３－７－４ 

【実 施 日】 通年 



 

⑪【事 業 名】 借用農地の活用 

【内 容】 空農地及び使用貸借地でさつま芋・玉ねぎ等を植え、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】 八尾市西久宝寺 他 

 

⑫【事 業 名】 石碑の修復等 

【内 容】 久宝寺寺内町内の大水路の金毘羅燈籠の修復と土台石 

（許麻橋）の再生のための調査・検討を行った。 

 

 

（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、大水路の清掃を 

久宝寺まちづくり推進協議会及び関係機関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 

    【参 加 者】 地域住民、久宝寺中学校生徒等 

 

②【事 業 名】 クールシェアルームの実施 

【内  容】 夏の暑い時期に、高齢者や乳幼児の熱中症予防のために、展示 

コーナー等をクールシェアルームとして開放した。 

 

 

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      13,321人 

    （内訳） 

     来館者           3,455人 

          研修室           6,397人 

     会議室（洋室）       2,728人 

     会議室（和室）        741人 

 

２． 利用拒否等の件数及び理由 

 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       572,840 円 

    （内訳） 

     研修室          370,580 円 

     会議室（洋室）       160,720 円 

     会議室（和室）       41,540 円 



 

Ⅶ．管理運営経費の収支状況 

 

１．収入の部 

 

 

２．支出の部  

 

 

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． まちなみセンター自動ドア保守点検業務 

４． まちなみセンター消防用設備等保守点検業務 

５． まちなみセンター池ろ過装置保守点検業務 

 

金　　額

12,732,431

572,840

130,515

14

307,163

191,810

13,934,773

預金利息

繰越金

合　　　　　　計　　（Ａ)

区　　　　　　分

指定管理料

施設利用料

その他収入

指定管理者負担分

区　　　分 金　　額

人件費 8,414,393

委託料 警備・清掃・保守点検等 1,519,150

需用費 光熱水費・修繕料・印刷製本費・消耗品等 2,179,499

役務費 通信運搬費・保険料 251,859

委託料 事業実施委託料 38,880

報償費 謝礼等 47,000

需用費 印刷製本費・消耗品等 412,325

使用料 土地・建物使用料等 98,067

その他 公租公課 租税公課 973,600

13,934,773

0　　　　差　　　　　　引　　（Ｃ＝Ａ－Ｂ)

合　　　　　　計　　（Ｂ）

支　出　内　訳

職員・嘱託職員

維持管理経費

事業費



 

 次に、２９年度で補修等を実施した項目は以下のとおりです。 

１．北棟研修室東側ブラインド修理      ９１，３４６円 

２．南棟会議室（和室）畳替え        ７０，２００円 

３．南棟会議室リモコン（２台）交換     ２６，９００円 

４．北棟北面排煙窓            １０９，０８０円 

５．北棟展示コーナー東側ブラインド修理   ８６，８６３円 

６．北棟トイレ洗面所手洗い修理       ２１，６１４円 

 


