
団体名 事業名 事業概要 確定額

1.防災対策整備推進事業
・消火訓練、AED応急手当訓練、通報訓練、煙中訓練
等総合防災訓練（９月20日）を行った。

2.ふれあい活動支援事業
・用和ふれあいまつり（11月９日）を行った。
・ふれあいサロン（月１回）を開設し、歌を通じた交流を
行った（９月から）。

3.広報啓発事業
・校区まちづくり協議会の組織や活動内容等を広く周
知・啓発するため、ホームページを開設した。

1.安全・安心まちづくり推進事業
・放水訓練、AED応急手当訓練、炊き出し訓練、煙中
体験等総合的な防災訓練(７月６日）を行った。

2.子育て推進事業 ・子育て支援教室「子うさぎ教室」（年10回）を行った。

3.生涯学習・地域活動推進事業
・世代間交流スポーツのためクロリティ（輪なげセット）
を購入し、フェスタ長池（１月24日）や高齢クラブ、育成
会等各種団体のイベントに活用した。

4.地域福祉推進事業
・フェスタ長池（１月24日）を行った。
・いきいきサロン（２月22日）を行った。

1.安全・安心まちづくり推進事業

・放水訓練、AED・担架・車椅子・消火器の操作訓練、
バケツリレー、炊き出し訓練、煙中体験等大規模な防
災訓練(11月23日）を行った。
・災害に備え、ヘルメット、マンション用救護担架、消火
器等の防災備品を配備した。
・地域清掃も兼ねた夜間の安全パトロール等、地域内
の安全・安心を図る取り組みを行った。

2.世代間交流事業

・長瀬川桜まつりにあわせて沿道のライトアップ等を
行った。
・好きやねん久宝寺まつり（９月14日）を行った。
・ふれあい喫茶「久宝寺ほっとステーション」（月１回）を
行った。
・花の育成を通じて、地域住民や学校園との交流を図
る等の事業を行った。

3.久宝寺小学校区活性化事業

・住民相互が交流し合えるよう子ども会活動の支援
等、子どもの健全育成の取り組みを行った。
・歴史的資源である久宝寺寺内町を分かりやすく明示
するための案内表示を作成した。

1.安全・安心まちづくり推進事業

・住民の危機管理意識向上とスキルアップを図るた
め、京都市市民防災センターで体験型防災研修会（１
月18日）を行った。
・校区内２カ所の防災倉庫に防災用具・非常食等を配
備した。
・防犯カメラの設置表示板を作成した。

2.世代間交流事業

・地域一斉清掃（６月８日）を行った。
・校庭キャンプ（７月20日から21日）を行った。
・ふれあい祭り（11月９日）を行った。
・すくすく・わくわく・ＤＯようび（１月24日）を行った。
・三世代グラウンドゴルフ大会（２月１日）を行った。

3.子育て支援事業
・自転車用見守りプレートやパトロールベスト等を整備
し、登下校時の子どもたちへのあいさつ、防犯・交通
安全等の声かけによる見守り活動を行った。

美園小学校区
まちづくり協議会

2,000,000円

久宝寺小学校区
まちづくり協議会

3 2,000,000円

長池小学校区
まちづくり協議会

4 1,758,496円

1
用和小学校区
まちづくり協議会

平成26年度の八尾市校区まちづくり交付金の実績は、下記のとおりです。

776,993円2

八尾市校区まちづくり交付金について
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団体名 事業名 事業概要 確定額

1.交通安全事業 ・交通安全講習会（５月31日）を行った。

2.防犯事業
・防犯講習会（２月７日）を行った。
・登下校時の見守りを行い、夏休みや歳末等は巡回
パトロールの強化を図った。

3.防災事業
・放水訓練、炊き出し、煙中訓練等地域内全体を巻き
込んだ防災訓練（２月１日）を行った。

4.広報事業
・協議会通信『まちづくり協議会通信』（年２回）を発行
した。

5.啓発事業
・ペットの飼育マナー向上の啓発看板を作成し、啓発
活動を行った。

6.住み良いまち推進事業

・健康講演会（９月２日）を行った。
・敬老慰問演芸会（９月７日）を行った。
・グラウンドゴルフ大会（11月30日）を行った。
・子育て支援事業「キッズパーク龍華」（年10回）を行っ
た。

7.きれいなまち推進事業
・地域一斉清掃を行った。
・龍華小学校西側歩道にある花壇の管理を行った。

1.交通安全啓発事業 ・交通安全啓発イベント（５月17日）を行った。

2.防犯パトロール事業
・校区内パトロールや年末夜警、青色防犯パトロール
等を行った。

3.防災力向上事業

・防災倉庫や防災グッズ等を整備するとともに、初期
消火訓練、通報体験、煙中歩行、炊き出し等防災訓練
（２月15日）を行った。
・集会所にＡＥＤを設置した。

4.「永畑っ子」を守ろう事業
・一斉下校訓練（９月６日、１月９日）を行った。
・子どもを守るさまざまな活動を継続的に行うための環
境整備を図った。

5.かわら版、WEBかわら版運営事
業

・『まちづくり協議会かわら版』を発行した。
・ホームページを活用し、地域の声の集約・交流の場、
緊急連絡等の情報発信を行った。

6.見て見て事業
・「安全・安心」「環境」等の情報共有、公共マナー向上
を図るため、看板等を作成した。
・校区まちづくり協議会専用掲示板を順次作成した。

7.からだを動かそう事業
・グラウンドゴルフ大会（５月25日、11月30日）を行っ
た。

8.みんなですすめる心とからだの
健康づくり事業

・地域包括支援センターと連携し、健康づくりの情報発
信や講座（４月23日、７月30日、９月29日、11月25日、
２月26日）を行った。

9.祭でふれあおう事業
・ふれあい祭（11月３日）を行った。
・地域交流フェスタ（12月７日）を行った。

10.おじいちゃん、おばあちゃんと
楽しもう事業

・敬老慰問演芸大会（９月７日）を行った。
・ふれあい喫茶の実施に向けた環境整備を行った。

11.「永畑っ子」応援事業
・季節の行事やさまざまなイベントを行った。
・地域で子どもたちを見守るために、新１年生にランド
セルカバーを配布した。

12.地域の歴史を学ぼう事業
・地域への誇りや愛着を育むような事業について検討
を進めた。

13.わがまちクリーンアップ事業 ・地域一斉清掃の充実を図った。

14.まちを花できれいにしよう事業
・通りや公園に四季の花を植え、維持管理まで担える
持続的なしくみを作った。

5
龍華小学校区
まちづくり協議会

永畑小学校区
まちづくり協議会

2,000,000円

2,000,000円

6
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団体名 事業名 事業概要 確定額

1.青色防犯パトロール事業
・大正北小学校区まちづくり協議会と連携し、青色防
犯パトロールを行った。

2.防災対策備蓄事業 ・各町会の倉庫・集会所等に防災食の備蓄を進めた。

3.ふれあい交流事業
・耐寒マラソン・ウォーキング大会（１月18日）を行っ
た。
・キッズわくわくコンサート（３月15日）を行った。

4.地域活動支援事業
・地域活動を支援するための備品等を収納する倉庫を
設置した。

5.地域活動広報事業
・広報部会を創設し、地域の様々な魅力を発信する広
報紙『さざなみ』を創刊し、町会・自治会を通じて配布し
た。

6.地域情報発信事業 ・防災掲示板を利用して、地域の魅力発信を行った。

7.防災マップ掲示事業 ・防災マップを掲示するための掲示板を作成した。

8.自主防災訓練事業
・地区市民スポーツ祭当日の午前中に担架運搬訓
練、放水体験、炊き出し等自主防災訓練（10月26日）
を行った。

1.安全安心環境整備事業
・地区集会所にＡＥＤを設置するとともに、維持管理及
び普及啓発活動を行った。
・防犯カメラの維持管理を行った。

2.青色防犯パトロール事業
・大正小学校区まちづくり協議会と連携し、青色防犯
パトロールを行った。

1.広報事業

・協議会通信『八尾小学校区まちづくり協議会ニュー
ス』を発行した。
・「八尾小学校区のまちづくり事業等についてのアン
ケート調査」を行った。
・地域行事において備品等PR展示を行った。

2.防犯・防災事業
・防災備品の点検、炊き出し、煙中体験訓練等防災訓
練（２月22日）を行った。
・防犯カメラの維持管理を行った。

3.子育て支援事業
・校区内の各種団体等が行う子育て事業を支援する
ため会合を行った。

4.交流ふれあい事業
・校区内の各種団体等が行う世代間交流事業を支援
するため会合を行った。

1,500,000円
八尾小学校区
まちづくり協議会

9

969,672円

7 2,000,000円

8
大正北小学校区
まちづくり協議会

大正小学校区
まちづくり協議会
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団体名 事業名 事業概要 確定額

1.青少年健全育成事業
・子ども会一日体験（９月23日）を行った。
・校庭キャンプ（８月23日）を行った。

2.高齢者・障がいのある人の支援
事業

・ふれあい喫茶を開設した（12月から）。
・いきいき体操教室（１月14日）を行った。

3.安全・安心のまちづくり事業

・こども交通安全教室（５月25日）を行った。
・救命救急講習会（９月13日、９月27日）を行った。
・防犯講習会として「スマホ・ケータイ安全教室」（１月
24日）を行った。
・AEDや防災備品を購入し災害等非常時に対する環
境整備を図った。

4.地域活動支援事業

・地域の清掃活動(６月29日)を行い、ペットマナー啓発
看板を作成した。
・校区集会所に広報掲示板を作成するとともに、まち
づくりの標語を入れた啓発看板を作成した。
・地域で子どもたちを見守るために、新１年生に交通
安全ランドセルカバーを配布した。

5.「きずな」事業

・安中フェスタ（11月９日）を行った。
・文化を伝えるため「みそづくり講座」（11月29日、11月
30日）を行った。
・地域活動情報紙『まちづくり通信』の発行(年３回)や
ホームページの運営を行った。

1.地域防犯への意識向上事業

・登校時の子ども見守り活動（月２回）を行った。
・青色防犯パトロール及び青色防犯パトロール講習会
（７月17日）を行った。
・シルバー交通安全運転教室（11月19日、11月20日）
を行った。
・防犯カメラの維持管理を行った。

2.防災意識向上事業
・通報訓練、初期消火訓練、救助訓練等自主防災会
を中心にした防災訓練（11月16日）を行った。

3.【積立】防犯・防災拠点整備事
業

・地域の防犯・防災に関する中心的役割を担う拠点施
設の整備における必要物品を購入する。

4.地域住民交流事業

・枝豆収穫祭（７月13日）を行った。
・敬老祝寿式・演芸会（９月15日）を行った。
・協議会通信『そよかぜ通信』（年６回）を発行した。
・住民講演会（11月15日）を行った。

5.青少年育成事業

・校区全体を対象としたこども会を立ち上げ、校区まち
づくり協議会と青少年指導員が子どもたちを育成する
取り組みを行った。
・夜店祭（８月10日）を行った。
・焼きイモ祭（12月７日）を行った。
・こどもまつり（２月21日）を行った。

6.歴史・伝統文化事業
・むかしあそび祭（５月６日）を行った。
・住民講演会（11月15日）を行った。

7.美しいまちづくり事業
・地域一斉清掃（８月３日）を行った。
・南高安小学校を利用して、ウィンターイルミネーション
（12月７日から23日）を行った。

8.健康維持促進事業
・「地域参画による健康管理」をテーマに住民講演会・
研修会（５月24日）を行った。

安中小学校区
まちづくり協議会

10 2,000,000円

2,202,467円11
南高安小学校区
まちづくり協議会
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団体名 事業名 事業概要 確定額

1.地域福祉事業

・町会の集会所４カ所にAEDを設置した。
・AEDを設置した集会所で使用方法や救命方法の講
習会を行った。
・「AED設置のお知らせ」ちらしを校区全体に回覧し、
住民への周知を行った。

2.防災事業

・災害時の避難者を想定した炊き出し訓練をはじめ、
防災訓練（11月23日）を行った。
・各地区の集会所が一時避難場所として機能するよう
に、災害用食料の備蓄を行った。

3.青少年健全育成事業

・高安の里マラソン（12月７日）に横断幕を作成し、選
手の安全確保や通行車両等への周知、啓発を行っ
た。
・高安地区全小学生を対象に、大声コンテストやけん
玉等10種目を競い合う高安子どもオリンピック(11月９
日）を行った。

4.広報事業

・わがまち推進計画に掲げている地域の将来像「強い
絆と緑あふれる高安の里」のスローガンとまちづくりの
目標を表示した看板を作成し、校区まちづくり協議会
のPRを行った。

1.防犯パトロール事業

・青色防犯パトロール及び自転車による見守りパト
ロールを行った。
・防犯啓発のぼりを掲揚し、小中学生の登下校時の見
守りを行った。

2.ふれあいまつり実施事業 ・ふれあいまつり（７月20日）を行った。

3.校庭キャンプ実施事業
・小学校５・６年生を対象に校庭キャンプ（８月２日から
３日）を行った。

4.敬老祝寿会実施事業 ・敬老祝寿会（９月14日）を行った。

5.自主防災実施事業
・南山本小学校の土曜スクールと連携し、バケツリ
レー、担架作り、水消火器の使用方法等防災訓練（１
月31日）を行った。

1.青色防犯パトロール事業 ・青色防犯パトロールを行った。

2.納涼祭実施事業 ・納涼盆踊り大会（８月２日）を行った。

3.子ども校庭キャンプ実施事業
・小学校４・５・６年生対象に校庭キャンプ（８月23日か
ら24日）を行った。

4.敬老祝寿式の開催事業 ・敬老祝寿式（10月19日）を行った。

5.ふれあい喫茶事業 ・ふれあい喫茶（月１回）を行った（11月から）。

6.グラウンドゴルフ大会の開催事
業

・グラウンドゴルフ大会（３月22日）を行った。

7.子ども見守り隊の実施事業
・子ども見守り隊を結成し、児童の登下校時に見守り、
あいさつ活動を行った。

8.防犯・まちづくりののぼりの掲揚
事業

・防犯啓発及びまちづくりに関するのぼりを小学校周
辺や恩智川沿いに掲揚した。

9.美化活動標語ののぼり作成事
業

・高安西小学校４・５・６年生を対象に、美化に関する
標語を募集し、優秀作品の標語ののぼりを小学校及
び恩智川沿いに掲揚した。

10.緑と花いっぱい活動の実施事
業

・高安西小学校、恩智川周辺に季節に応じた花を植え
た。

14
高安西小学校区
まちづくり協議会

13

12
高安中学校区
まちづくり協議会

南山本小学校区
まちづくり協議会

2,000,000円

2,000,000円

2,000,000円
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団体名 事業名 事業概要 確定額

1.安全安心なまちづくり事業

・青色防犯パトロール及び青色防犯パトロール講習を
行った。
・青色防犯パトロール巡回時の道路パトロールを開始
した（10月から）。
・防災講演会（12月５日）を行った。

2.ふれあいのまちづくり事業

・交通安全講習会（7月６日）を行った。
・協議会通信『志紀まち協だより』を全戸配布し、臨時
号のちらし回覧、フェイスブックの更新を行った。
・稲むらの火の館で研修会（１月24日）を行い、研修内
容を活かした防災訓練の企画を検討した。
・「志紀のまちのキャッチフレーズ」の募集を行い、コミ
センまつり来場者による投票により最優秀作品等を決
定した。

1.防災関係事業
・地域防災・実践研修「災害が起きる時～東日本大震
災の経験と教訓～」と題し、東日本大震災の被災経験
の研修や団地を使った避難訓練（２月15日）を行った。

2.防犯関係事業
・年末や年始にかけての夜警を行った。
・不審者情報等の緊急夜警等を行えるように検討を進
めた。

3.ふれあい交流事業
・ふれあい朝市(４月から)と年末もちつき大会（12月29
日）を行った。

4.広報事業
・地域内情報誌『はな緒』に校区まちづくり協議会の活
動を掲載し、情報発信を行った（10月から）。

1.安全・安心のまちづくり環境整
備事業

・北山本小学校６年生とひとり暮らし高齢者を対象に、
日中の災害発生を想定した避難誘導訓練（５月31日）
を行った。
・防災に関する備品・物品の充実を図った。

2.世代間交流事業

・七夕まつり（７月６日）を行った。
・しめ縄・クリスマスリースづくり（12月７日）を行った。
・もちつき大会（12月７日）を行った。
・ふれあい喫茶を開設した。（４月から）
・ふれあい広場（11月３日）を行った。

3.青色防犯パトロール事業
・山本小学校区まちづくり協議会と連携して、青色防犯
パトロールを行った。

1.住民同士の絆をつむいでいくま
ち

・山本小学校区盆踊り大会（７月26日）を行った。
・校区６つ目のふれあい喫茶（月１回）を開設した（３月
から）。
・玉串川桜まつり（３月29日）を行った。

2.安全・安心なまち

・避難場所までの避難経路確認、放水訓練、煙中訓練
等防災訓練（３月８日）を行った。また、八尾市障害者
団体連合会と連携し、災害時要配慮者支援講習会も
行った。
・北山本小学校区まちづくり協議会と連携して、青色防
犯パトロールを行った。

志紀小学校区
まちづくり協議会

18

16
西郡

まちづくり協議会

山本小学校区
まちづくり協議会

15

北山本小学校区
まちづくり協議会

17

2,243,954円

1,676,377円

2,000,000円

2,000,000円

6



団体名 事業名 事業概要 確定額

1.広報宣伝事業
・65歳以下のリーダー養成のため、パソコン教室（７月
26日、７月27日、８月９日、８月10日、12月21日）を行っ
た。

2.世代間交流事業
・納涼盆踊り大会（８月２日）を行った。
・グラウンドゴルフ大会（11月８日）を行った。

3.防犯・防災事業

・上之島小学校６年生を対象に校庭キャンプの一環で
消火訓練、テント設営等防災訓練（８月23日）を行っ
た。
・防災セミナー（９月27日）を行った。

4.高齢者支援事業
・敬老祝寿式（９月15日）を行った。
・平成25年度立ち上げた高齢クラブで、学習会（月１
回）を行った。

5.子ども支援事業

・幼稚園児から中学生を対象にしたサッカー教室を
行った。
・協議会通信『子ども見守り通信』（年４回）を発行し
た。
・子どもの回りにあるさまざまな暴力から自分自身を
守るワークショップ（９月21日）を行った。
・協議会通信『上っ子連合会だより』（年３回）を発行
し、回覧した。

1.防犯事業

・10月を声かけ運動強化月間とし、校門に立ち、あいさ
つ（週１回）等を行った。
・住民懇談会（７月３日）を行った。
・年末一斉防犯、防火パトロールを行った。

2.防災事業

・防災展見学（６月12日・13日）を行い、それをもとに防
災器具や備蓄品の環境整備を行った。
・防災器具・備品の保管場所及び使用方法の確認、炊
き出し、AED応急手当訓練、避難所体験訓練等多様
な防災訓練（２月21日）を行った。
・AED講習会（６月１日）を行った。
・避難所運営図上訓練（11月30日）を行った。

3.世代間交流・ふれあい事業
・世代間交流ニュースポーツの集い（６月22日）を行っ
た。
・昔の遊び交流会（11月13日）を行った。

1.誰もが「安心」して暮らせ、「住
み続けたい」と思えるまちづくり事
業

・地域一斉清掃（８月24日、１月25日）を行った。
・あいさつ運動・声かけ運動（月１回）を行った。
・歳末（12月15日、26日、27日、29日）や普段からの夜
回り運動、防犯カメラの設置後の管理に取り組んだ。
・玉ねぎ・じゃがいもの掘り取り（６月17日）、大根掘り
（12月11日）を行った。

2.誰もが「いきがい」をもって暮ら
せるまちづくり事業

・ふれあいまつり（11月１日）の中で世代間交流を通じ
た生きがいづくりに取り組んだ。

3.「子育て」「親育て」を見守るまち
づくり事業

・餅つき大会（１月11日）を行った。

4.人権感覚豊かなまちづくり事業
・多文化共生の地域社会の実現に向けた取り組み等
について検討を行った。

5.防災・減災を考えるまちづくり事
業

・震災弱者・避難弱者を中心に障害者総合福祉セン
ターから高美南小学校への避難訓練及び防災訓練
（３月28日）を行った。

721,987円

2,000,000円

21

20
高美小学校区
まちづくり協議会

19
上之島小学校区
まちづくり協議会

高美南小学校区
まちづくり協議会

2,000,000円

7



団体名 事業名 事業概要 確定額

1.災害に強いまちづくり環境整備
事業

・人と未来防災センターで防災研修会（３月20日）を行
い、研修内容を活かした防災訓練（３月28日）を行っ
た。
・防災備蓄倉庫を設置した。

2.地域の憩いの場づくり事業

・グラウンドゴルフ大会（１月25日）を行った。
・クリスマスコンサート（12月７日）を行った。
・カローリング大会の開催を検討し、環境整備を行っ
た。

3.青少年の健全育成と元気が出
るまちづくり事業

・子育て世代が安心して集い、地域でコミュニケーショ
ンが図れるよう環境づくりを行った。

4.みんなで育む安全なまちづくり
事業

・校区内の危険個所等に啓発看板を作成した。

5.地域のつながり推進事業
・校区まちづくり協議会の機関誌を発行した。
・地域で募集した人権標語を盛り込んだクリアファイル
を作成し、伝統文化を地域に広く周知した。

1.安全安心パトロール事業 ・青色防犯パトロールを行った。

2.防災・減災への備え事業
・防災備品、非常備蓄薬品等の展示や炊き出し等防
災訓練（２月15日）を行った。また、地域住民に対し、
防災・減災についての取り組みの広報を行った。

3.地域ふれあい推進事業 ・ふれあいまつり（８月２日）を行った。

4.広報啓発推進事業
・地域内機関誌『おさかべ』に校区まちづくり協議会の
活動や目的等を掲載し、広報の充実を図った。

1.世代を越えたふれあい活動事
業

・世代を越えたふれあいまつり（７月26日）を行った。

2.高齢者憩いの場づくり事業
・高齢者祝寿式（９月15日）を行った。
・地域の誰もが集える場として、ふれあいサロンの開
設をめざし、環境整備を行った。

3.災害に強いまちづくり環境整備
事業

・ひとり暮らし高齢者等の安否確認訓練、初期消火訓
練、炊き出し等防災訓練（10月26日）を行った。
・災害時に備えた環境整備を行った。

4.地域生涯学習推進事業
・基本的なパソコン操作方法の習得を目的にパソコン
講座を行った。

5.伝統文化の継承と地域の絆事
業

・地域の伝統文化を地域に広く周知するとともに、町
会加入やこども会加入促進につながるような取り組み
の検討を行った。

2,000,000円

2,000,000円

22
曙川小学校区
まちづくり協議会

曙川東小学校区
まちづくり協議会

刑部小学校区
まちづくり協議会

2,000,000円

24

23

8



団体名 事業名 事業概要 確定額

1.地域防災事業
・東山本小学校の土曜スクールと連携して、防災倉庫
の見学、防災備品の確認、煙中体験、炊き出し等防災
訓練（９月20日）を行った。

2.登下校見守り隊事業 ・子どもの登下校時に見守り活動を行った。

3.情報共有化基盤整備事業

・定例会の議事録をまとめたラウンドテーブルニュース
を発行し、ふれあいサロン等で配布した。
・まちづくり通信『はるごと』を発行し、全戸配布した。
・ホームページ及びブログを開設した（８月から）。

4.ふれあいサロン事業
・校区内住民を対象にふれあいサロン（年10回）を行っ
た。

5.校庭キャンプ事業
・東山本小学校５・６年生を対象に校庭キャンプ（８月
23日から24日）を行った。

6.恩智川クリーンアップ事業

・東中学校の土曜スクールと連携して、恩智川清掃（３
月14日）を行う予定であったが、当日雨天により周辺
清掃を行った。
・小学２年生にポスターを描いてもらい、パネル化して
川のフェンスに掲示した。
・小学生とともに川を浄化する取り組みを行った。

1.青色パトロール防犯事業
・青色防犯パトロールを行った。
・以前から設置している啓発のぼりの取り替えを行っ
た。

2.親子ふれあいフェスタ事業
・校区内の小学生親子を対象に、玉串川清掃を行った
後、金魚を放流し、金魚すくい（４月20日）を行った。

3.福祉事業憩いの場サロン『さく
ら』事業

・校区内住民を対象にふれあい喫茶（年11回）を行っ
た。

4.校区内イベント啓蒙・啓発事業

・敬老祝寿式（９月６日）を行った。また、友愛訪問の実
施等ひとり暮らし高齢者や寝たきりの方への見守り活
動を行った。
・校区内でのイベント時に啓蒙・啓発物品を配布し、校
区まちづくり協議会の周知を図った。

5.防災減災学習啓発事業
・野島断層研修会（６月15日）を行い、防災・減災に対
する啓発を行った。

6.校区内美化推進運動事業 ・地域内にカバー付き広報板を設置した。

2,000,000円

2,000,000円

26
西山本小学校区
まちづくり協議会

東山本小学校区
まちづくり協議会

25

9



団体名 事業名 事業概要 確定額

1.竹渕ふれあい号活用事業
・「竹渕ふれあい号」で校区内パトロールを行った。
・「竹渕ふれあい号」を活用した高齢者等のボランティ
ア移送事業「竹渕ふれあい号ででかけよう」を行った。

2.ものづくりふれあいのあるまち
づくり事業「てづくり教室」

・折り紙教室（６月25日）を行った。
・もっくん作りとクイズ（10月22日）を行った。
・松ぼっくりのツリー作りと豆づかみゲーム（11月26日）
を行った。
・パッチンカエル作り（２月25日）を行った。

3.まちの魅力再発見事業

・AED講習会（７月13日）及びAED普通救命救急講習
会（11月30日）を行った。
・工場見学（10月15日）を行った。
・「講師の先生を招いてお話を聞く会」（２月６日）を行っ
た。

4.安全・安心のまちづくり推進事
業

・稲むらの火の館で防災研修会（６月13日）を行い、広
報紙を通じて、住民に啓発した。
・陸上自衛隊八尾駐屯地見学会（８月30日）を行い、
防災意識を高めた。
・防犯・交通安全教室（10月19日）を行った。
・竹渕小学校の土曜スクールと連携し、避難訓練、初
期消火訓練、応急担架訓練等防災訓練（２月28日）を
行った。

5.世代をこえたスポーツでふれあ
いのあるまちづくり事業

・ペタンク、キンボール（月１回）を行った。
・住民体力測定(10月19日）を行った。

6.【積立】地域交通研究事業
・地域の支えあいの中で運行している「竹渕ふれあい
号」の地域実績を踏まえ、交通問題の解消に向けた事
業を検討する。

1.防災対策事業
・災害時避難所開設机上訓練（11月28日）を行った。
・災害クロスゲーム（１月30日）を行った。

2.青色防犯パトロール事業
・防火防犯パトロールを行った。
・青色防犯パトロールカーによる地域の見守り活動を
行った。

3.緊急時連絡体制構築事業
・地域ふれあい活動の連絡機器等の環境整備を行っ
た。

4.歴史マップ作成事業

・「第２回歴史探訪IN亀井小学校区」と題した講演会
（１月21日）を行った。
・「わがまち歴史マップVOL2」作成に向けて、校区内の
史跡まちあるき（２月15日）を行った。
・「わがまち歴史マップVOL２」ワークショップ（２月21
日）を行った。

5.地域マナー向上事業
・校区まちづくり協議会のスローガンを記入したのぼり
を作成した。
・マナー向上啓発ポスターを作成した。

6.世代間交流事業

・地域フェスタIN亀井小学校（５月25日）を行った。
・地域住民懇談会（７月18日）を行った。
・敬老演芸大会（９月７日）を行った。
・地域一斉清掃を行った。

7.まちづくり協議会推進事業案
内、報告等の広報事業

・広報用掲示ボックスを設置した。

計 51,788,361円

27
竹渕小学校区
まちづくり協議会

2,000,000円

28

　　　いずれも午後６時15分より、市役所本庁舎６階大会議室にて開催を予定しています。

1,938,415円

　※　平成27年度八尾市校区まちづくり協議会活動成果報告会を、平成27年８月５日（水）から７日（金）、

亀井小学校区
まちづくり協議会
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