
八尾市第５次総合計画 

「やお総合計画 2020」 

 

 

第３期実施計画書 
【地域別計画編】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２５年 ２月 

八   尾   市 



 



  

計画書の構成 

実施計画書【地域別計画編】の概要      ・・・  Ｐ ２  

  ・ 地域別計画関連事務事業一覧  ・・・     Ｐ   ３ 

校区別事業計画                    ・・・  Ｐ ６  

          １． 用 和小学校区     ・・・     Ｐ    ７ 

          ２． 長 池小学校区     ・・・     Ｐ   １０ 

３． 久宝寺小学校区     ・・・     Ｐ   １３ 

４． 美 園小学校区     ・・・     Ｐ   １７ 

５． 龍 華小学校区     ・・・     Ｐ   ２１ 

６． 永 畑小学校区     ・・・     Ｐ   ２５ 

７． 大 正小学校区     ・・・     Ｐ   ２９ 

８． 大正北小学校区     ・・・     Ｐ   ３４ 

９． 八 尾小学校区     ・・・     Ｐ   ３８ 

１０． 安 中小学校区     ・・・     Ｐ   ４２ 

１１． 南高安小学校区     ・・・     Ｐ   ４６ 

１２． 高 安中学校区     ・・・     Ｐ   ５１ 

１３． 南山本小学校区     ・・・     Ｐ   ５６ 

１４． 高安西小学校区     ・・・     Ｐ   ６０ 

１５． 志 紀小学校区     ・・・     Ｐ   ６４ 

         １６．  桂  小学校区     ・・・     Ｐ   ６７ 

１７． 北山本小学校区     ・・・     Ｐ   ７２ 

１８． 山 本小学校区     ・・・     Ｐ   ７６ 

１９． 上之島小学校区     ・・・     Ｐ   ７９ 

２０． 高 美小学校区     ・・・     Ｐ   ８４ 

２１． 高美南小学校区     ・・・     Ｐ   ８７ 

２２． 曙 川小学校区     ・・・     Ｐ   ９１ 

２３． 刑 部小学校区     ・・・     Ｐ   ９５ 

２４． 曙川東小学校区     ・・・     Ｐ   ９９ 

２５． 東山本小学校区     ・・・     Ｐ  １０３ 

２６． 西山本小学校区     ・・・     Ｐ  １０６ 

２７． 竹 渕小学校区     ・・・     Ｐ  １１０ 

２８． 亀 井小学校区     ・・・     Ｐ  １１５ 

 

※実施計画書【地域別計画編】は、本編の分冊として構成しています。  

  施策および事務事業の詳細につきましては、本編を合わせてご覧下さい。 
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実施計画書【地域別計画編】の概要 

１．計画策定の趣旨 

 この実施計画は、「八尾市第５次総合計画 基本構想」に示された将来都市像    

「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」の実現を図るため、策定するものです。 

 
２．実施計画【地域別計画編】の位置づけ 

「八尾市第５次総合計画 基本構想」に示された将来都市像を実現する基本方向を  

「政策」として表し、具体的な手法を体系化し「基本計画」としてまとめています。 

「第５次総合計画」では、基本計画においてまちづくりの目標ごとの計画である   

「目標別計画」を定めるとともに、庁内各部局の連携のもと、地域に暮らす市民とともに

地域ごとの現状と方向性を整理し、関連する行政の取り組みなどを学校区ごとに    

取りまとめた「地域別計画」を定めています。 

本市は、「地域分権」により“行政と地域との適切な役割分担のもと協力し合い、    

それぞれの地域が、自らの想いの実現に向けて主体的にまちづくりを進めている”   

地域社会の構築を進め、「多様な夢と顔をもった地域づくり」をめざします。 
その実現に向けて、行政は、地域の多様性を尊重したまちづくりが進められるよう、

仕事のやり方、仕組みを変革し、行政としての責任を果たしていく「地域と向き合う  

行政」を全庁的に実践し、地域での事業展開を基点に、地域の実情や特性を反映した  

サービスを効果的に提供していきます。さらに、地域と行政の適切な役割分担による  

パートナーシップを図りながら、住民主体のまちづくりを進めていきます。 
実施計画【地域別計画編】においては、「地域別計画」に掲げられた各小学校区    

（地域の活動の状況に応じて中学校区）における取り組みをとりまとめ、校区のまち  

づくりの方向性、目標別計画における該当施策、市の主な取り組み、関連事務事業と  

ともに、地域ニーズや社会情勢等の変化に鑑み、当該校区における今年度の取り組み  

内容等を掲載しています。 
（第３期実施計画では、平成２５年度における内容の記載となります。） 
 

３．計画策定方法及び期間 

  「地域別計画」は、市役所の各部局やコミュニティ推進スタッフなどが把握している

地域の状況、「八尾市の未来を語るタウンミーティング」（平成 20 年度(2008 年度）・   

21 年度(2009 年度）実施）などで伺った地域の状況や住民の意見、平成 22 年度    

（2010 年度）に実施した「地域別計画」意見交換会及び市民意見提出制度（パブリック

コメント）を踏まえて策定したものです。 
  実施計画【地域別計画編】では、「地域別計画」策定の過程を踏まえたうえで、    

「目標別計画」との整合性を図りながら、各校区における事業計画を策定しました。 
 実施計画の計画期間は３ヵ年ですが、【地域別計画編】における事業展開は、     

地域ニーズや社会情勢の変化等を勘案し、毎年見直しを実施し、翌年度の取り組み内容

を掲載しています。 
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■地域別計画関連事務事業一覧

施策名 事務事業名 担当課

防犯灯整備推進事業 地域安全課

地域防犯活動支援事業 地域安全課

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課

地域安全マップ推進事業 地域安全課

災害時情報伝達体制強化推進事業 地域安全課

防災資器材等の整備 地域安全課

自主防災組織の育成事業 地域安全課

防災訓練事業 地域安全課

（仮称）若林地区水防拠点整備促進事業 政策推進課

3．災害に強い消防体制づくり 消防団活性化事業 警防課

交通安全教育推進事業 交通対策課

交通安全対策事業 交通対策課

6．市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進 放置自転車対策事業 交通対策課

市営住宅管理事務 住宅管理課

市営住宅機能更新事業 住宅整備課

地域健康づくり支援事業 保健推進課

地域支援事業【特別会計】 保健推進課

13．ともに支えあう地域福祉のしくみづくり 小地域ネットワーク推進事業 地域福祉政策課

見守りネットワーク推進事業 高齢福祉課

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

地域包括支援センター運営事業【特別会計】 高齢福祉課

地域子育て支援センター事業（妊産婦子育て支援） 保育課

地域子育て支援センター事業（親子子育て支援） 保育課

子育て総合支援ネットワークセンター事業 保育課

つどいの広場事業 保育課

地域子育て支援センター事業（地域子育て支援） 保育課

公立保育所在宅子育て支援事業 保育課

放課後児童室事業 青少年課

放課後子ども教室推進事業 青少年課

すくすく子ども地域活動支援事業 青少年課

青少年育成支援事業 青少年課

22．次代を担う青少年の健全育成

10．疾病予防と健康づくりの推進

14．高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみづくり

18．母子保健の増進

19．地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み

　ここでは、第３期実施計画における事務事業のうち、「地域別計画」に関連する事務事業を一覧にして掲載し
ています。
　掲載された事務事業のうち、平成２５年度に各校区での事業展開があるものについては、「校区別事業計画」
に取り組み内容を記載しています。

5．交通事故をなくすための安全意識の高揚

１．安全なまちをつくる防犯の取り組み

2．安心を高める防災力の強化

8．安心して暮らせる良質な住まいづくり
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施策名 事務事業名 担当課

小･中学校教育の指導事務 指導課

子どもが輝く学校園づくり総合支援事業 指導課

地域ブランド化計画推進事業 産業政策課

八尾の魅力発信事業 産業政策課

観光活動支援育成事業 産業政策課

自然保護事業 みどり課

市民協働による里山保全事業 環境保全課

高安千塚古墳群保存活用事業 文化財課

市指定文化財等保存・活用事業 文化財課

市史編纂事業 文化財課

文化財施設管理運営事務 文化財課

社会教育事業 生涯学習スポーツ課

生涯学習推進事業 生涯学習スポーツ課

国際理解教育（分室）事業 生涯学習スポーツ課

生涯学習人材バンク推進事業 生涯学習スポーツ課

家庭教育学級事業 生涯学習スポーツ課

団体活動振興助成事務 生涯学習スポーツ課

体育施設整備事業 生涯学習スポーツ課

総合型地域スポーツクラブ支援事業 生涯学習スポーツ課

32．産業政策を活かした「まちづくり」の推進 産業政策検討事業 産業政策課

工場立地促進事業 産業政策課

「ものづくりのまち・八尾」ブランド化推進事業 産業政策課

人材育成及び空き店舗対策検討事業 産業政策課

商業まちづくり推進事業 産業政策課

特産物指定産地育成事業及び特産物ブランド化事業 産業政策課

遊休農地の解消対策事業 産業政策課

農道の整備 土木建設課

農業用排水路整備事業 土木建設課

ため池保全整備事業 土木建設課

ワークサポート事業 産業政策課

就労・生活相談事業 産業政策課

地域就労支援事業 産業政策課

都市計画推進事業 都市政策課

開発の許認可に係る事務 審査指導課

開発指導要綱に係る事務 審査指導課

都市景観形成基本計画推進事業 都市政策課

36．就業支援と雇用創出

37．土地の有効利用と都市景観の保全

27．歴史資産などの保全と活用

35．味力をうみだす農業の振興

23．知徳体のバランスのとれた小中学生の育成

25．八尾の魅力発見と発信

26．自然的資源の保全

31．スポーツ・レクリエーションの取り組み

28．生涯学習の取り組み

33．世界に誇るものづくりの振興と発信

34．地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
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施策名 事務事業名 担当課

JR八尾駅周辺整備事業 都市整備課

竜華都市拠点地区施設管理業務 都市整備課

八尾空港西側跡地活性化促進事業 政策推進課

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所

交通安全施設等整備事業 土木建設課

公園・緑地整備事業 みどり課

既設公園施設改良事業 みどり課

公園・緑地等の管理（自主管理） 土木管理事務所

愛護団体による公園・緑地等の管理推進事業 みどり課

緑化推進事業 みどり課

42．公共交通網の充実 交通まちづくり推進事業 交通対策課

43．快適な生活環境づくり
発生源の監視・指導啓発
（大気対策、水質対策、騒音対策）

環境保全課

44．きれいなまち八尾の実現 環境美化活動推進事業 環境保全課

準用・普通河川等整備事業 土木建設課

水路整備事業 土木建設課

水路整備事業 土木管理事務所

国及び大阪府事業の整備促進 土木建設課

河川水路等維持管理 土木管理事務所

流域貯留浸透事業 土木建設課

国及び大阪府事業の整備促進（土砂災害対策） 土木総務課

市街地水路整備事業 土木建設課

玉串川沿道整備事業 土木建設課

公共下水道事業（計画）【特別会計】 下水道普及課

公共下水道事業（建設）【特別会計】 下水道建設課

52．多文化共生の推進 多文化共生推進事業 文化国際課

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課

市立コミュニティセンター機能更新事業 市民ふれあい課

小学校区集会所整備事業 市民ふれあい課

54．地域のまちづくり・地域活動への支援

40．生活道路の整備と維持

41．公園とまちの緑化による緑のある暮らし

47．治水対策と環境を意識した水環境の形成

49．下水道事業の推進

38．魅力ある都市核などの充実
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校区別事業計画

1

担当所属等 当該校区における取り組み関連事務事業
本編の概要

掲載頁

　ここでは、基本計画「地域別計画」で示された、２８の学校区（小学校区を基本として、地域活動
の状況に応じて中学校区）における「校区のまちづくりの方向性」、その実現に関連する「該当施
策」と「市の主な取り組み」を掲載するとともに、具体的な「関連事務事業」の当該校区における平
成２５年度の取り組み内容を「当該校区における取り組み」として明らかにしています。
　尚、関連事務事業の「市全体のまちづくり」における動向については、「実施計画書」本編でご確
認いただけるように、本編における事務事業概要の掲載頁をお示ししています。

校区別事業計画

市の主な取り組み

      校区のまちづくりの方向性

施策No 該当施策

中学校区名
小学校区名

校区別事業計画の掲載内容

まちづくりの方向性に関連する市の主な取り組み
（関連する「目標別計画」の施策番号と施策名を転載）

市の主な取り組みに
関連する事務事業名

関連事務事業
担当課

当該校区における平成２５年度の
取り組み内容

実施計画書
(本編)第３章
における概要
掲載頁

地域特性、課題を踏まえて、地域と行政との連携、協働などにより取り組む学校区の
「まちづくりの方向性」を説明。（基本計画（地域別計画）より転載）

まちづくりの方向性に関する市の主な取り組み概要
（関連する「地域別計画」の該当校区より転載）
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1.八尾中学校区

校区のまちづくりの方向性

①地域での交流や支えあいがあり、災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

用和小学校区

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　用和小学校区では、小学校区集会所を活動拠点に、地域住民が主体となって、市民スポーツ祭やふれあい祭りなど
住民交流の催しや一人暮らしの高齢者の給食会などの地域福祉活動を行っています。しかし、近年、町会に加入しな
い世帯も増加しています。これらの住民交流の機会や地域活動を通じて、新しく引っ越してこられた方に地域コミュニ
ティづくりの良さや高齢者を地域で支えることの重要さなどを理解していただき、町会（自治会）への加入や地域活動へ
の参画につなげていくことが必要です。また、校区全体での自主防災組織を結成しており、日ごろから防災に関する取
り組みを行っています。今後も、地域と行政が連携して、地域での交流や支えあいがあり、災害に備えのあるまちをめ
ざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課
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②子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

③交通マナーを守って安全に暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 112

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○末広保育所において育児相談、地域交流会･園
庭開放の実施

○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

　用和小学校区では、子どもたちの安全確保をはじめ、地域住民による子育て支援の取り組みなど、地域ぐるみで子ど
もを育む取り組みを行っています。今後も、地域と行政が連携し、スポーツに親しめる機会の提供など、子どもたちが健
やかに育つまちをめざします。

　用和小学校区の南端には、乗客数が市内で最も多い近鉄八尾駅があります。駅前では、放置自転車が多く、歩道に
止められた放置自転車は、特に高齢者や障がい者の通行の妨げとなっています。迷惑駐車も交通安全上の課題となっ
ており、地域では、行政や警察とともにパトロールが続けられています。市では、適宜、放置自転車の撤去などを行って
おり、今後も、放置自転車対策について、有効な対策を検討するとともに、地域と行政が連携し、交通マナーを守って安
全に暮らせるまちをめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課

○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
 全の確保に向けた取り組みの実施

○近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防止啓発パト
ロールの実施

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策６ 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進
駅周辺の放置自転車の移動保管活動や啓発活動に取り組み
ます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放置自転車対策事業 交通対策課
○近鉄八尾駅周辺における放置自転車の移動保

 管、街頭指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動等の実施
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④身近な公園で憩えるまち

本編の概
要掲載頁

1 169

⑤にぎわいがあり、誰もが暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 160

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

○マナー看板設置

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

　用和小学校区には、多くの市民に利用されている公園があります。公園は、地域の憩いの場であることから、市内の
多くの公園では、利用する人の安全確保のため球技禁止となっています。また、公園利用者による騒音や夜間にたま
り場になっており不安を感じる人がいるなど、公園の使用については、さまざまな考え方や意見があります。公園が年
齢を超えた人々の憩いの場となるよう、地域と行政が一緒に考え、身近な公園で憩えるまちをめざします。

　用和小学校区には、百貨店や大型商業施設など市民の利便性が向上し、都市機能を高める商業施設があります。し
かし、一方では、これらの店舗の進出により人々の流れが変わり、近鉄八尾駅周辺の既存の商店街が衰退傾向にあり
ます。商店街は、市民の日常の買い物を支える存在であるとともに、高齢者・子育て支援、防犯・防災といった地域コ
ミュニティとしての機能も有しており、まちのにぎわいにも貢献しています。高齢化が進む中、身近なところで買い物がで
き、人と人のふれあいがある環境は、地域にとって貴重な財産といえます。地域、行政、事業者が連携して、商店街の
活性化とにぎわいがあり、誰もが暮らしやすいまちをめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公園・緑地等の管理（自主
管理）

土木管理事務所

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み
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1.八尾中学校区

校区のまちづくりの方向性

①安全安心を進めるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　長池小学校区には、狭い道路や入り組んだ道路が多く、災害発生時などの緊急車両の通行に課題があります。一
方、校区では、自主防災組織も結成され、地域ぐるみで防災への取り組みが行われています。今後も、交通安全や防
災対策など、地域と行政、関係機関が連携して、安全安心を進めるまちをめざします。

長池小学校区

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
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②子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 169

③緑ヶ丘コミュニティセンターを中心とした生涯学習活動や地域活動が活発なまち

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○長池公園　あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

愛護団体による公園・緑地
等の管理推進事業

みどり課
○公園愛護団体のない公園について、地元町会等
の団体に対し、公園愛護団体の掘起こしに向けた
取り組みを実施

　長池小学校区では、子どもたちの安全確保の取り組みをはじめ、０歳から幼稚園への就園前の子どもと保護者を対
象として月１回開催される子うさぎ教室での子育て支援や放課後子ども教室など、地域ぐるみで子どもを育む活動を
行っています。今後も、地域と行政が連携して、子どもたちがのびのびと遊び、子どもたちが健やかに育つまちをめざし
ます。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　長池小学校区には、緑ヶ丘コミュニティセンターがあります。ここでは、地域住民が主体となって校区内の高齢者の交
流などを目的として、毎月一人暮らしの高齢者を対象にふれあい給食サービスを実施したり、一年に一度、いきいきふ
れあいサロンを開催しています。また、書道、絵画、男性料理教室などの定期講座と絵手紙や陶芸などの特別講座な
ど、さまざまな講座が開催されており、身近な地域での生涯学習や地域活動の拠点となっています。しかし、コミュニ
ティセンターは、場所が分かりにくく、高齢者や障がいのある人など誰も利用しやすくするための検討が必要などの課題
もあります。
　校区の住民がつながり、緑ヶ丘コミュニティセンターを中心とした生涯学習活動や地域活動が活発なまちをめざしま
す。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。
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④住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けることができるまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

　長池小学校区では、地域住民が主体となって、一人暮らし高齢者の給食サービスの会や地域住民の交流を目的とし
たふれあい喫茶など地域福祉の活動を行っています。給食サービスの会では、毎月、多くの人が早くから集まってこら
れ、談笑されています。また、ふれあい喫茶では、だれでも気軽に参加できることから、話がはずむ中で、高齢クラブの
加入を検討されたり、地域福祉活動に興味をもたれるなど、新たな広がりを見せています。
　今後、高齢化が進む中、身近な地域での高齢者の相談窓口である地域包括支援センターを中心に相談体制を充実
するとともに、地域で支えあう見守りネットワークを広げ、地域と行政が連携し、誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮
らし続けることができるまちをめざします。

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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2.久宝寺中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育ち、誰もが外出しやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

久宝寺小学校区

　久宝寺小学校区内には、南北に府道大阪八尾線、大阪中央環状線、ならびに近畿自動車道が、東西に府道大阪港
八尾線が通っており、道路交通の利便性に優れた地域です。しかし、これらの道路の抜け道として地域内の狭い道路
に自動車が入ってくる問題があります。通学時の進入禁止時間帯の通学路での通過交通、また地下通路にも危険性
などの課題などがあり、地域では子どもたちの交通安全のための取り組みに力を入れています。地域主体の地域子ど
も教室、子育て世帯の交流や世代間交流を行うなど、地域ぐるみで、子どもたちを育む取り組みを行っています。今後
も、狭い道路や、通学路などの安全で安心な歩行環境を確保できるように地域と行政が連携して検討するとともに、交
通マナーの向上を図ります。また、子どもたちが安全に遊べる場所を確保し、子どもたちが健やかに育ち、誰もが外出
しやすいまちをめざします。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②健康づくりを進めるまち

本編の概
要掲載頁

1 115

③安全安心に取り組むまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の普及促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り

 付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

　久宝寺小学校区では、介護予防教室や八尾徳洲会総合病院と連携した医療講座の開催など、地域ぐるみで健康づく
りに取り組んでいます。八尾徳洲会総合病院の移転や診療所の閉鎖など校区内の医療機関が減少し、高齢化も進む
中、地域に根ざした健康づくり活動を支援するなど、地域と行政が連携して、健康づくりを進めるまちをめざします。

　久宝寺小学校区では、自治振興委員会が中心となって久宝寺地区自主防災組織が結成され、毎年、防災訓練を活
発に行うなど、地域ぐるみで防災の取り組みを行っています。また、地域での防犯活動や、一人暮らしの高齢者や障が
いのある人の見守り活動なども積極的に行われています。これからもこれらの取り組みを続け、災害発生時の初期対
応や住民どうしの支えあいができるようにしていくことが重要です。また、校区内には、近年、放置された空き家や老朽
化した住宅も多くみられ、近隣の生活に支障がみられます。今後も、地域の安全安心に対する取り組みを支援していき
ます。

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域支援事業【特別会計】 保健推進課 ○内容、運営等地域と検討の上実施

施策１０ 疾病予防と健康づくりの推進 地域における健康づくり活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④寺内町などの地域の魅力を発信するまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

⑤環境美化と緑化を推進するまち

本編の概
要掲載頁

1 170

本編の概
要掲載頁

1 172

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 市民・地域・事業者などとの協働により緑化を推進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

緑化推進事業 みどり課 ○緑化啓発行事や緑化推進フェアーなどの実施

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

　久宝寺小学校区には、本願寺宗主の蓮如が建立した久宝寺御坊顕証寺があり、御坊格寺院でも中核の寺院です。
本院を中心とする寺内町も残っており、現在も、町割などに16世紀半ばの面影をとどめています。市は、地域住民ととも
にその保全に努め、久宝寺寺内町における歴史的資産の継承および八尾市のまちづくりの地域活動拠点として「八尾
市まちなみセンター（寺内町ふれあい館）」の運営を行い、地域でも久宝寺寺内町まちづくり推進協議会を中心に燈路
まつりを開催するなどの魅力発信を行っています。今後も、さらなる久宝寺寺内町の魅力発信を支援していきます。

　久宝寺小学校区では、地域一斉清掃や大阪府主催の「中環をきれいにする日」への協力をはじめ、電柱への張り紙
を禁止する運動にも積極的に取り組むなど、地域ぐるみで環境美化に努めています。また、近年、散歩中の犬のフンが
住民の迷惑になっています。地域独自の犬のフン禁止を呼びかけるプレートの作成を行っていますが、限界があるた
め、飼い主のマナーへの取り組みが必要です。
　今後も地域の美化や緑化が一層進むよう、地域と行政が連携して、環境美化と緑化を推進するまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑥地域活動がさかんなまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

⑦工業集積などを活かしたまち

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

　久宝寺小学校区には、工業専用地域が存在するほか、工業地域・準工業地域が広がっており、市内でも有数の工業
集積地です。これらは地域にとっても大きな資源であり、地域住民の生活において、地域、事業者、行政が連携し、住
まいと工場が良好な関係にあり、工業集積などを活かしたまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　久宝寺小学校区では、福祉委員会活動をはじめとして地域活動を活発に行っています。他の校区にはない独自の取
り組みとして、地域住民が気軽に集まり、地域の課題などについて自由に意見交換をする「何でも言わん会」を開催し、
地域の今後のまちづくりについて意見を出し合っています。また、他のさまざまな活動にも多数の住民が参加し、地域
一体となってまちづくりを進めています。今後も人と人のふれあいを大切にし、地域に根ざしたまちづくりが進むよう地
域活動を支援します。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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2.久宝寺中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

市の主な取り組み

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課

 ○美園公園　あそび会実施
 ○育児相談

 ○情報提供　
○年1回地区集会所あそび会実施

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

　美園小学校区では、大阪中央環状線（上部は近畿自動車道）が校区内を縦断しており、通学路の交通量が多い状況
です。校区の西側に住む子どもたちは歩道橋を横断して小学校へ通学していますが、地上から子どもたちの姿が見え
ないため、子どもたちと保護者は不安を感じています。また、歩道橋の下には、児童遊園がありますが、子どもたちに
とって使用しづらいといわれているなど、西側地域において子どもたちが安全に遊べる場所が求められています。
　この校区では、声かけ運動など、地域住民が子どもたちの登下校時の安全のための取り組みをはじめ、放課後子ど
も教室を運営するなど、地域ぐるみで子どもたちを育む活動を行っています。今後も、地域と行政が連携して、人と人の
ふれあいを第一に、なお一層子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

美園小学校区

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策
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②誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 120

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

　美園小学校区では、久宝寺コミュニティセンターなどを拠点に、地域住民が主体になって、地域福祉をはじめさまざま
な地域活動を活発に行っています。しかし、集会施設については、高齢者や障がいのある人など誰もが施設を利用し
やすくするための検討が必要とされています。また、誰もがいくつになっても住み慣れた地域で暮らすには、地域包括
支援センターなどの身近な相談窓口が今後ますます重要となっています。この校区では、子どもたちが学校で必要な用
品類を校区内で買いそろえることができないという声もあり、身近な地域での日常生活に必要な買い物ができるように
していくことが求められています。また、安心して出かけられるように防犯対策や交通安全にも取り組むことが必要と
なっています。地域と行政が連携し、誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちをめざします。
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本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 160

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進の取り組み
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③災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

④住まいと工場が良好な関係で共存するまち

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

⑤心やすらぐ緑の空間のあるまち

本編の概
要掲載頁

1 169

本編の概
要掲載頁

1 172

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

　美園小学校区では、美園地区自主防災組織を結成し、日ごろから地域ぐるみで防災について考え、災害に対する備
えをしています。校区内には、大阪中央環状線（上部は近畿自動車道）が縦断しています。これらの道路は、大規模災
害時には緊急輸送路となり、一般車両などの通行が規制されることがあります。このため、これらの道路の西側の地域
では、八尾市の中心部から孤立する懸念があります。災害発生時に、校区内で地域住民が孤立することがないように、
地域と行政が連携して、避難場所の確保や避難訓練の実施など、近隣市との連携を含めた災害に備えのあるまちをめ
ざします。

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

　美園小学校区の北部では、準工業地域が広がっており、八尾の活力を支える中小企業が操業しています。しかし、近
年、工場が転出した跡地に住宅が建設されることがあり、住宅と工場が混在しているところがあります。地域・事業者・
行政が連携し、住まいと工場が良好な関係で共存するまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

　美園小学校の南側には美園公園があります。この公園は、地域住民だけでなく、他の校区からも訪れる人がいる魅
力的な美しい公園で、地域住民による美化活動により美しく保たれています。しかし、公園を利用する人たちのマナー
の問題も生じています。これからも公園を地域の憩いの場として活用できるように、地域と行政が連携し、心やすらぐ緑
の空間のあるまちをめざします。

○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公園・緑地等の管理（自主
管理）

土木管理事務所 ○マナー看板設置

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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3.龍華中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちの笑顔があふれるまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

　龍華小学校区では、子育て支援や青少年健全育成、子どもたちの安全確保の取り組みなど、地域ぐるみで子どもた
ちを育む活動を活発に行っています。近年、少子高齢化が進んでいますが、この小学校区の高齢化率は市全体の割
合よりも下回っており、比較的進み方が緩やかです。これからも子育て世代が「住みたい」「住み続けたい」と感じ、子ど
もたちの笑顔があふれるまちをめざします。

龍華小学校区

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

つどいの広場事業 保育課

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

 ○事業継続実施
○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○龍華公園　あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②いくつになっても暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

　龍華小学校区では、地域住民が中心となって高齢者のつどいや世代間交流事業を活発に行っています。校区は地形
的にも平坦で交通利便性が高く外出しやすいところですが、幹線道路においては交通量が多いため、歩道の整備な
ど、安心して歩ける歩行環境が必要です。
　いくつになっても安心して暮らしていくためには、一人暮らしの高齢者をはじめとする高齢者の見守り活動や地域で支
えあうしくみが重要です。今後も、地域と行政が連携して、いくつになっても暮らしやすいまちをめざします。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③コミュニティセンターを核とした地域活動がさかんなまち

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

3 182

④さまざまな人が活躍するまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

　龍華小学校区では、防災や防犯、活発な子ども会活動など、地域の人たちがつくり上げて、地域で支えてきた活動が
あり、地域内はもとより、市内外のイベントなどで活躍するまでになった団体もあります。しかし、これらの活動を続けて
いくためには、活動を支える人材、活動拠点、活動資金などの課題もあります。多くの世代の地域住民が、さまざまな
地域活動に参画し、活動を支える人材を確保することにより、地域力を高め、誰もがいくつになっても活動し、さまざまな
人が活躍できるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　龍華小学校区では、地域住民がコミュニティセンターを核とした地域活動を活発に行っていますが、地域活動団体の
一部は、校区と活動区域が異なるところがあり、今後の地域活動のあり方について、地域と行政で検討していく必要が
あります。
　また、校区内には旧市立病院の跡地があります。跡地の活用については、西側を公共施設、東側を民間活用し整備
することになっており、今後は老朽化が進んだ龍華コミュニティセンターの移転建て替えと地域図書館の建設が予定さ
れています。コミュニティセンターを核とした、地域活動がさかんなまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

市立コミュニティセンター機
能更新事業

市民ふれあい課  ○龍華コミュニティセンター建設工事着手

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域活動の拠点となる龍華コミュニティセンターを移転建て替
えします。また、地域のまちづくり活動を支援する体制を充実し
ます。

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

自治振興委員会支援事業
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本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

3 182

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

市立コミュニティセンター機
能更新事業

市民ふれあい課 ○龍華コミュニティセンター建設工事着手

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進の取り組み
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3.龍華中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちの笑顔があふれ、いくつになっても安心して暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

　永畑小学校区では、地域ぐるみで、一人暮らしの高齢者を対象とした昼食会、世代間交流事業や子育て支援の活動
などを活発に行っています。少子高齢化が急速に進む中、この校区では比較的緩やかに進むと見込まれていますが、
校区内の地域により高齢化率に大きな差が生じている現状があります。高齢者が多い地域を中心に、高齢者の生活を
支える取り組みが今後さらに重要になってきます。多くの世代が地域活動に参画し、住民間のコミュニケーションが活発
で、これからも子育て世代が「住みたい」「住み続けたい」と思うようなまちづくりを進めるとともに、子どもたちの笑顔が
あふれ、いくつになっても安心して暮らせるまちをめざします。

永畑小学校区
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本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

3 182

②歴史の魅力あふれるまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 153

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

市立コミュニティセンター機
能更新事業

市民ふれあい課  ○龍華コミュニティセンター建設工事着手

　永畑小学校区には、多くの歴史資産があります。校区内には古くから大阪と奈良を結ぶ重要な街道であった奈良街
道が通っています。街道沿いや老原地区には古くからのまちなみも残っており、道標や常夜灯、お地蔵さんなど、日常
生活の中に歴史を感じることができます。また、渋川神社境内にある樹齢千年とも言われる大阪府の天然記念物であ
る大きな楠も日常生活に密着しています。校区内には、安中新田会所跡旧植田家住宅があり、昔の暮らしを体験でき
る場として公開されています。また、地域住民が植松地区のまちの魅力を探り、発信しようとする集まりも芽生えていま
す。地域と行政が連携し、歴史を次世代につなぎ、歴史資産のある魅力あふれるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業

文化財施設管理運営事務 文化財課

○旧植田家住宅の指定管理者による企画展示や
 イベント、出前授業の実施

○旧植田家住宅の指定管理者による植松史の聞
き取り調査及び刊行物の発行

施策２７ 歴史資産などの保全と活用
安中新田会所跡旧植田家住宅を通じて、地域の歴史を伝える
とともに、大和川付け替えや昔の暮らしなどについて学べるよ
うにします。

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③安全安心をみんなで推進するまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り付
けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全の確保に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　永畑小学校区では、交通量が多い国道25号が校区中央を東西に通っています。また一方では古いまちなみが残り、
狭い生活道路がある地域もあります。朝夕には、ＪＲ八尾駅周辺では自転車の交通が集中しています。このように交通
安全に関する課題が多いことから、地域と学校、行政が連携し、校区全体で交通安全を考える活動に取り組んでいま
す。また、地域ぐるみで防犯や防災の取り組みも行っています。今後も交通ルールの遵守とマナー向上の啓発をはじめ
とする交通安全の取り組みを継続し、地域と行政が連携して安全安心をみんなで推進するまちをめざします。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。
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④ＪＲ八尾駅と周辺の環境整備を進めるまち

本編の概
要掲載頁

1 165

⑤商店街を中心としたにぎわいのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 160

施策３８ 魅力ある都市核などの充実
JR八尾駅および駅周辺の整備・バリアフリー化などを行いま
す。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

JR八尾駅周辺整備事業 都市整備課
 ○工事実施（北側道路）

○実施設計（アクセス道路、南側駅前広場）

　永畑小学校区にはＪＲ八尾駅があり、多くの人がこの駅を利用していますが、駅舎および駅構内のバリアフリーは確
保されていません。また、歩行者や自転車利用者の南北間の横断は、踏切の利用になります。高齢者や障がい者が安
心して利用できる駅であること、安全かつ便利に南北間の通行ができる環境整備を、地域と鉄道事業者と行政が連携
して進めます。

　永畑小学校区では、ＪＲ八尾駅南側周辺に地域に密着した商店街があります。商店街では、店舗の減少などにより、
かつてのにぎわいを感じることはできませんが、地域や学校などと連携して、花壇の設置や、美化活動、イベントなどを
実施して、地域ぐるみで活性化に向けた取り組みを行っています。商店街は防犯灯などを設置しその維持管理を行うな
ど、まちの安全安心の一端を担ってきました。
　地域に密着した商業の活性化は、地域住民の買い物利便性の向上だけでなく、日常生活の安全安心の確保にもつ
ながるため、商業者・地域・行政が連携して、地域の歴史資産などを活かして、商店街を中心としたにぎわいのあるまち
をめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。
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4.大正中学校区

校区のまちづくりの方向性

①水辺環境と緑を活かしたうるおいのまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 169

2 170

本編の概
要掲載頁

1 176

2 176

　大正小学校区の南側には大和川が流れており、河川敷には公園があり、堤防はサイクリングロードにもなっていま
す。近年は水質も向上し、生物や環境学習の場としても期待されています。校区北側には飛行場南側排水路、中央部
には大正川が流れており、一部は遊歩道となっています。特に飛行場南側排水路上の遊歩道は、八尾空港を一望する
ことができます。河川や公園は市民の貴重な憩いの場であり、地域と行政が連携し、施設整備や管理を進め、水辺環
境と緑を活かしたうるおいのあるまちをめざします。

大正小学校区

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策４７

施策№

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

水路整備事業 土木建設課 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

緑化推進事業 みどり課
○緑化啓発行事や緑化推進フェアー、大和川ク
リーンデーなどの実施

治水対策と環境を意識した水環境の形成 水辺環境の向上と保全に努めます。

該当施策 市の主な取り組み

公園・緑地等の管理（自主
管理）

土木管理事務所 ○マナー看板設置

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし
 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

市民・地域・事業者などとの協働により緑化を推進します。

該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

水路整備事業 土木管理事務所 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策№
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②工業集積を活かしたまち

本編の概
要掲載頁

1 157

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

本編の概
要掲載頁

1 171

　大正小学校区には、工業地域・準工業地域があり、特に校区北側の八尾空港周辺地域は全国有数の工業集積地で
す。また、校区西側の大阪市営地下鉄谷町線八尾南駅周辺には工業団地（印刷団地や菓子団地）があります。工業集
積は、ものづくりの原動力です。事業者と地域が一体となり、ものづくりを身近に感じ、その素晴らしさを地域に伝えるこ
とができます。これからも地域と事業者、行政が連携し、生活環境の保全に努めつつ、工業集積を活かしたまちをめざ
します。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策４３

施策№

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業

発生源の監視・指導啓発
（大気対策、水質対策、騒
音対策）

環境保全課
 ○工場・事業所への監視・指導の強化

○工場・事業所における環境への取り組み等の情
報発信

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

快適な生活環境づくり 生活環境の保全に努めます。

該当施策 市の主な取り組み

産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

産業政策検討事業 産業政策課 ○立地誘導方策の検討

施策３２ 産業政策を活かした「まちづくり」の推進
工場の立地誘導など八尾のものづくりを支える取り組みを行い
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③安全安心を進めるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

2 107

本編の概
要掲載頁

1 110

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

　大正小学校区には、大和川が流れており、若林地区ではスーパー堤防を活用した水防センターをはじめとする河川
防災ステーションなどの整備が進められています。災害時の避難所は大正小学校と大正コミュニティセンターであり、校
区の西側地域に集中しています。そのため、特に校区東側地域では、自主防災活動の取り組みを早くから行っていま
す。また、夜間は飛行場周辺や工場街などで暗がりがあることから、地域で防犯パトロールを実施していますし、校区
内に交番がないことから、パトカー駐車所を提供し警察官が巡回しやすくするなど、地域ぐるみで防犯の取り組みを
行っています。生活道路においても安全に歩けるような環境づくりが求められています。これからも消防団や水防団、
自主防災組織など、地域と行政が連携し、安全安心を進めるまちをめざします。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

消防団活性化事業 警防課
 ○各種教養訓練、厚生事業の実施

 ○現場装備品の整備
○消防団消防機械器具置場の維持管理

（仮称）若林地区水防拠点
整備促進事業

政策推進課
 ○若林地区防災拠点整備

○（仮称）大正コミュニティセンター・大正出張所・水
防センター複合施設整備（工事）

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導や防
 災資器材の整備助成等を実施

○自主防災組織の未結成地域には自主防災組織
の必要性と重要性を十分に説明し、防災資器材の
整備助成等を行いながら結成を促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化
（仮称）大和川若林地区防災拠点整備を進めます。また、災害
発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援などに取り
組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

4 141青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の実施に向けた働きかけ

　大正小学校区では、子ども会活動や子育て支援、子どもの登下校の見守りなど地域住民による取り組みを行ってい
ます。また、中学校区では各学校園（中学校・小学校・幼稚園）の取り組みを地域住民が支援する活動も行っています。
子育てについては保護者が交流できる場が求められており、校区内の昔からのまちなみの残る地域では狭い道路が
多く、交通安全の取り組みも大切となります。これからも地域ぐるみで子どもたちを育む活動を行うとともに、地域と行政
が連携し、子どもたちがのびのびと遊び、健やかに育つまちをめざします。

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後児童室事業 青少年課
○放課後児童室事業の実施による安全安心な居
場所づくり

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課

 ○太田第二公園あそび会実施
 ○育児相談
 ○情報提供

○年1回　地区集会所あそび会実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤地域活動が活発なまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

3 182

　大正小学校区には、大正コミュニティセンターがあり、各種講座など生涯学習活動を住民主体で行っています。コミュ
ニティセンターは校区の地域活動拠点となっており、福祉活動や自治会活動、高齢者社会活動、世代間交流や高齢者
ふれあい給食サービス、青少年育成活動などに利用されています。
　今後整備予定の水防センターでは、平常時に住民の交流拠点として利用することが検討されています。また、地域で
は古くから伝わる伝承音頭の「ジャイナ音頭」が引き継がれています。これからも地域と行政が連携し、地域活動が活
発なまちをめざします。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

市立コミュニティセンター機
能更新事業

市民ふれあい課 ○大正コミュニティセンター建設工事着手

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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4.大正北小学校区

校区のまちづくりの方向性

①災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 110

②新都市核として活気あるまち

本編の概
要掲載頁

1 114

本編の概
要掲載頁

1 166

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

市営住宅管理事務 住宅管理課
○第2期工区余剰地の売却後の住宅用地としての
売行き等を注視し、周辺地域の土地ニーズを把握

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 市営住宅余剰地についての検討を行います。

施策２ 安心を高める防災力の強化
防災公園（南木の本第２公園）を整備します。また、災害発生
時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援などに取り組み
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導や防
 災資器材の整備助成等を実施

○自主防災組織の必要性と重要性を十分に説明
し、防災資器材の整備助成等を行いながら結成を
促進

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

担当所属等 当該校区における取り組み

消防団活性化事業 警防課
 ○各種教養訓練、厚生事業の実施

 ○現場装備品の整備
○消防団消防機械器具置場の維持管理

　大正北小学校区には、小型航空機の拠点基地となっている八尾空港があります。同空港は遊覧飛行や宣伝広告飛
行などに利用される一方、大阪市消防局航空隊などの基地もあり、大阪府中部広域防災拠点が隣接するなど、災害発
生時には重要な拠点となります。また、校区北側の府立八尾南高校跡地は、防災公園（南木の本第２公園）として整備
が行われています。関係機関との連携のもと空港周辺地域の安全確保を図るとともに、消防団や自主防災組織など地
域と行政が連携し、これらの資源を活用し災害に備えるまちをめざします。

大正北小学校区

　大正北小学校区には、国所有の八尾空港西側跡地（八尾市域約７ha）があり、国により売却が予定されています。西
側跡地は、大阪市営地下鉄谷町線八尾南駅の北側にあり、同駅周辺は八尾市の「新都市核」として位置づけられてい
ます。今後、良好なまちづくりに資する土地利用が図られ、計画的なまちづくりにつながる売却方法が採用されるよう、
国、大阪府、大阪市、八尾市により検討を進めていきます。また、市営大正住宅の機能更新に伴う余剰地についても、
その利活用について検討を進めていきます。これからも、「新都市核」として活気あるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業

八尾空港西側跡地活性化
促進事業

政策推進課 ○国等の関係機関との協議

施策３８ 魅力ある都市核などの充実 地下鉄八尾南駅周辺の土地の有効活用を進めます。
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③緑を活かした憩いのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 169

2 169

本編の概
要掲載頁

1 176

2 176

④工業集積を活かしたまち

本編の概
要掲載頁

1 157

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公園・緑地等の管理（自主
管理）

土木管理事務所 ○マナー看板設置

　大正北小学校区には、平野川が流れています。沿道の一部は遊歩道となっており、また、遊歩道周辺に公園がある
など、緑と水辺の空間が広がっています。特に、空港北濠緑地は、校区最大の規模であり、グラウンドゴルフを行った
り、親水利用することも可能です。公園や遊歩道、河川は市民の貴重な憩いの場であり、これらの施設整備や管理を含
め、地域と行政が連携して、緑を活かした憩いのあるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

愛護団体による公園・緑地
等の管理推進事業

みどり課
○公園愛護団体のない公園について、地元町会等
の団体に対し、公園愛護団体の掘起こしに向けた
取り組みを実施

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 水辺環境の向上と保全に努めます。

水路整備事業 土木建設課 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

　大正北小学校区には、工業地域・準工業地域があり、特に校区南東側の八尾空港周辺地域は全国有数の工業集積
地です。工業集積は、ものづくりの原動力です。事業者と地域が一体となり、ものづくりを身近に感じ、その素晴らしさを
地域に伝えることができます。これからも地域と事業者、行政が連携し、工業集積を活かしたまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

産業政策検討事業 産業政策課 ○立地誘導方策の検討

水路整備事業 土木管理事務所 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

施策３２ 産業政策を活かした「まちづくり」の推進
工場の立地誘導など八尾のものづくりを支える取り組みを行い
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○木の本公園あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の実施に向けた働きかけ

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

　大正北小学校区では、放課後子ども教室や子ども会活動、子どもの登下校の見守りなど地域住民による取り組みを
行っています。また、中学校区では各学校園（中学校・小学校・幼稚園）の取り組みを地域住民が支援する活動も行っ
ています。子育てについては保護者が交流できる場が求められており、校区内の昔からのまちなみの残る地域では狭
い道路が多く、交通安全の取り組みも大切となります。これからも地域ぐるみで子どもたちを育む活動を行うとともに、
地域と行政が連携し、子どもたちがのびのびと遊び、健やかに育つまちをめざします。

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑥地域活動が活発なまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　大正北小学校区では、福祉委員会をはじめ、町会・自治会や青少年育成会、高齢クラブ、女性団体、青年団など各種
団体が活発に活動を行っています。少子高齢化が進み、身近な地域での高齢者の見守りや支えあいが、これまで以上
に重要となっています。また、現在、地域全体の活動は、小学校施設であるプレイルームを活用し、地区活動は各地区
集会所やその他の施設を利用して行われています。活動を継続するうえで、いつでも自由に使える活動拠点も重要で
す。これからも地域に根ざした活動が進むよう、地域と行政が連携して、地域活動の情報を共有しながら、地域活動が
活発なまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み
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5.成法中学校区

校区のまちづくりの方向性

①豊富な地域資源を活かした魅力あふれるまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 160

　八尾小学校区は、旧大和川の自然堤防上に長くつながった村々である長八尾、八尾庄と呼ばれた地域で、大信寺を
中心とした寺内町が形成されるなど歴史的資源も豊富です。この地で生まれた流し節正調河内音頭は「常光寺境内の
河内音頭」として「残したい日本の音風景100 選」にも選ばれ、今も地域の人によって唄い継がれ、踊り継がれていま
す。
　お逮夜市でも知られるファミリーロード商店街は、かつて金融機関や映画館などもあり、買い物・娯楽など市民生活の
中心的役割を果たしてきました。しかし、近鉄八尾駅の移転後、人の流れが変わり、にぎわいが失われています。この
傾向は隣接する商店街も同様です。高齢化が進む中、身近なところで買い物ができ、人と人のふれあいがある環境
は、地域にとって貴重な財産といえます。河内音頭や歴史資産などのさまざまな地域資源を活かし、地域・行政・事業
者が連携し、高齢者をはじめ誰もが訪れやすく、魅力あふれるまちをめざします。

八尾小学校区

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。

○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

　八尾小学校区では、放課後子ども教室の運営や校庭一泊キャンプなど、地域ぐるみで子どもたちを育む活動を行って
います。また、小・中学校を卒業後も地域と関わる機会をつくり、世代がつながるような取り組みが必要です。
　学校・家庭・地域が互いに協力・連携して、子どもたちが健やかに育つまち、のびのびと遊べるまちをめざします。

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○荘内保育所において育児相談、地域交流会、園
庭開放の実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③住み慣れた地域で誰もが暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

④地域活動がさかんなまち

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

　八尾小学校区では、各地区福祉委員会が、一人暮らし高齢者の給食会やいきいきサロンなどの小地域ネットワーク
活動を展開するなど、地域ぐるみで高齢者のふれあいや高齢者の見守り活動を行っています。今後、高齢化が進む
中、高齢者自身がさまざまな活動に参加するとともに、地域での福祉活動を通じた支えあいは重要です。住み慣れた
地域で誰もが暮らしやすいまちをめざします。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　八尾小学校区は、市役所や図書館などの公共施設が多い地域ですが、コミュニティセンターがなく、参加者数が多い
会議などを開催できる場所が限られるなどの制約もあります。この校区内では、市役所周辺の公共施設の機能更新が
行われており、更新後には、これらの施設の共有スペースを有効活用するという方法が考えられます。また、校区内で
は、地域住民がさまざまな活動を行っていますが、話し合いの場や活動の担い手確保、若い世代の参画などの課題が
あります。高齢化が進み、身近な地域でのつながりや支えあいがさらに重要になってきます。多くの人たちが、八尾小
学校区に住み続けたい、また、他の校区へ引っ越しした人たちが八尾小学校区にもう一度住んでみたいと思えるまち
になるように、地域と行政が連携し、地域活動がさかんなまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤安心して暮らせる安全なまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111交通安全対策事業 交通対策課

○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
 全の確保に向けた取り組みの実施

○近鉄八尾駅周辺違法・迷惑駐車防止啓発パト
ロールの実施

　八尾小学校区では、地域の安全な暮らしのために、さまざまな活動を展開しています。子どもたちの安全確保と地域
の防犯を目的に地域をあげて「はちどりパトロール」を実施しています。
　応急救命手当訓練や自転車の安全な乗り方の講習会を実施するほか、市民スポーツ祭に防災を取り入れたプログラ
ムを組むなど、安心して暮らせる安全なまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導や防
 災資器材の整備助成等を実施

○自主防災組織の必要性と重要性を十分に説明
し、防災資器材の整備助成等を行いながら結成を
促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化 地域における防災活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

41



5.成法中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちの笑顔があふれるまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

本編の概
要掲載頁

1 144

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

子どもが輝く学校園づくり
総合支援事業

指導課 ○各学校園が実施計画に基づいて事業を実施

施策２３ 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 特色ある学校づくりを進めます。

　安中小学校区では、地域と学校などが連携して世代間交流事業や子育て支援活動を活発に行っています。この校区
の子どもたちは、八尾小学校区の子どもたちとともに成法中学校に進みます。今後も小学校区と中学校区で互いの連
携を高め、学校・家庭・地域が互いに協力して、地域で子どもたちを育む取り組みを進めていきます。子育て世代が「住
みたい」「住み続けたい」と思えるまちづくりを進め、地域と行政が連携して、子どもたちが身近なところでのびのびと遊
び、子どもたちの笑顔があふれるまちをめざします。

安中小学校区

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課
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②ＪＲ八尾駅と周辺の環境整備を進めるまち

本編の概
要掲載頁

1 165

③美化・環境向上の活動に取り組むまち

本編の概
要掲載頁

1 112

本編の概
要掲載頁

1 172

本編の概
要掲載頁

1 176

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

 ○工事実施（北側道路）
○実施設計（アクセス道路、南側駅前広場）

施策３８ 魅力ある都市核などの充実
ＪＲ八尾駅および駅周辺の整備・バリアフリー化などを行いま
す。

　安中小学校区にはＪＲ八尾駅があり、多くの人がこの駅を利用していますが、駅舎および駅構内のバリアフリーは確
保されていません。一方、歩行者や自転車利用者の南北間の横断は、踏切の利用になります。高齢者や障がい者が
安心して利用できる駅であること、安全かつ便利に南北間の通行ができる環境整備を、地域と鉄道事業者と行政が連
携して進めます。

　安中小学校区では、ＪＲ八尾駅周辺をはじめ校区内で、各種団体や商店街の人たち、地域住民がまちの美化に取り
組んでいます。また、ＪＲ八尾駅前の放置自転車を減らす取り組みも行っています。今後、ＪＲ八尾駅周辺整備による駅
前の機能更新が進みますが、整備後の環境美化の取り組みも大切です。また、長瀬川沿いの水辺環境の緑の保全に
取り組んでいきます。地域と行政の連携でこれらの取り組みを発展させ、ＪＲ八尾駅周辺、小学校区内の美化・環境向
上の活動に取り組むまちをめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

JR八尾駅周辺整備事業 都市整備課

施策６ 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進
駅周辺の放置自転車の移動保管活動や啓発活動に取り組み
ます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放置自転車対策事業 交通対策課
○ＪＲ八尾駅周辺における放置自転車の移動保

 管、街頭指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動等の実施

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

河川水路等維持管理 土木管理事務所
○河川愛護に基づき用具等の貸与及び材料支給
の実施

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 長瀬川沿いの緑の保全活動を支援します。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み
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④住み慣れた地域で誰もが暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

⑤地域ぐるみでつくる安全安心のまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

　安中小学校区では、一人暮らし高齢者を対象とした昼食会などの地区福祉委員会が中心になって、地域ぐるみで高
齢者を見守る活動を活発に行っています。今後、高齢化が進む中、地域での福祉活動を通じた支えあいは重要です。
また、健康保持の観点からも住民が集い・交流する機会の確保は重要です。住み慣れた地域で誰もが暮らしやすいま
ちをめざします。

　安中小学校区では、子どもたちの安全確保と地域の防犯に積極的に取り組んでいます。特に、地域住民が通学路に
立ち、子どもたちが犯罪に巻き込まれないように呼びかけるとともに交通事故防止の活動をしています。今後は、これら
の活動をはじめ、防災情報の共有も図りながら、地域と行政が連携し、地域ぐるみで、安全安心のまちをつくることが大
切です。
　また、校区内の交通安全に関しては、狭い道路に、校区外からの乗り入れと思われる自動車が多く通っています。特
に、朝夕は、子どもたちの登下校と自動車の集中が重なり、また自転車の危険運転も見られることから安心して歩ける
歩行環境の整備に加え交通ルール・マナーの啓発をはじめとする交通安全の取り組みも必要です。
　地域のまちづくりの活動については、担い手の確保や活動拠点の充実などにより、さらに活性化していきます。校区と
地域活動の区域が異なるところがあり、今後の地域活動のあり方について、地域と行政で検討していく必要がありま
す。地域と行政が連携して誰もが安心して歩ける、安全安心のまちをめざします。

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化 地域における防災活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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6.南高安中学校区

校区のまちづくりの方向性

①地域で健康づくりに取り組むまち

本編の概
要掲載頁

1 115

②いくつになっても誰もが安心して住み続けられるまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

南高安小学校区

　南高安地域では、地域住民が主体となって結成された成人病予防会が中心となり、大阪府立健康科学センターや八
尾市保健センターとの連携により、地域住民のための健康診査を長年にわたり実施しています。成人病予防会は、健
診以外にも地域で健康づくりに関する取り組みも行い、脳卒中の発生率減少など生活習慣病予防において成果を上げ
ており、また、これらの活動は地域コミュニティの醸成にも大きく貢献しています。これからも地域と行政が連携、協力し
ながら、健康づくりに取り組むまちをめざします。

　南高安小学校区は、坂道が多く、公共交通が通っていない地域も多く、高齢化が進むと、買い物や通院などの日常生
活に不便さもあいまって、引きこもりがちになる人が増加する恐れがあります。この校区においても、高齢者の身近な
総合相談窓口としての地域包括支援センターの役割は重要です。また、身近なところでのさまざまな相談や地域での福
祉活動は今後ますます重要です。南高安小学校区ではさまざまな地域活動を活発に行っていますが、今後も続けてい
くには、多くの世代が参画し、地域でのつながりを深めていくことが何よりも大切です。高齢者をはじめとした南高安小
学校区の住民が日常生活上の不便を感じることなく、いくつになっても誰もが安心して住み続けられるまちをめざしま
す。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域健康づくり支援事業 保健推進課
○保健師による相談の実施
○活動の充実

施策１０ 疾病予防と健康づくりの推進 地域における健康づくり活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 170

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について交通安全対策を施し、
適切な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

施策４２ 公共交通網の充実
地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交
通利便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通まちづくり推進事業 交通対策課
○市民を対象にした交通まちづくりセミナーや交通
まちづくり懇話会の開催

市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業
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③子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

④山手地域の自然災害に備えがあり、暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 107

2 176

本編の概
要掲載頁

1 110

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

国及び大阪府事業の整備
促進（土砂災害対策）

土木総務課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動の支援
○技術的指導や地域での防災活動の指導的役割
を担うリーダーの養成
○自主防災組織の活性化

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策２ 安心を高める防災力の強化
砂防事業早期完了を大阪府に働きかけます。また、災害発生
時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援などに取り組み
ます。

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

消防団活性化事業 警防課

 ○各種教養訓練、厚生事業の実施
 ○現場装備品の整備

 ○消防団消防機械器具置場の維持管理
○林野火災用資機材の整備

　南高安小学校区では、「南高ひろば」や「南高安地区子どもまつり」など、地域ぐるみで子どもたちが集まって一緒に
楽しんだり学んだりすることができる活動や、防犯パトロールによる青少年の非行防止への取り組みなどを行っていま
す。また、乳幼児と保護者が気軽に交流できるつどいの広場が設置・運営されています。地域と行政が連携して、南高
安の未来を担う子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

　南高安小学校区は、土砂災害の危険箇所や生駒断層などを含む地域となっています。行政と消防団や自主防災組
織が連携をしながら、災害時の対応の充実を行うなど、自然災害に備えのあるまちをめざします。
　また、この校区は、下水道の早期整備が望まれていることから生活環境の改善や環境の保全のために、市街化調整
区域を含めた下水道整備を計画的に進め、暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

 ○事業継続実施
○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
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本編の概
要掲載頁

1 176

2 176

2 176

3 176

本編の概
要掲載頁

1 178

2 178

⑤農業の活性化により地域が発展するまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

施策２５ 八尾の魅力発見と発信
八尾ブランド特産品として、八尾の魅力を発信するしくみを検
討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

　南高安小学校区では、枝豆・若ごぼうの栽培などの農業がさかんですが、農業従事者の高齢化や後継者不足、農地
の遊休化や転用の増加、イノブタやアライグマなどの有害鳥獣の対策が問題となっています。地域と行政が連携、協力
しながら農業を安心して続けることができる環境整備を行い、農業の活性化により地域が発展するまちをめざします。

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成
河川改修などを行います。また、恩智川多目的遊水地整備の
早期完了を大阪府に働きかけます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

水路整備事業 土木管理事務所 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

準用・普通河川等整備事
業

土木建設課 ○河川、水路改修工事を実施

水路整備事業

施策４９ 下水道事業の推進 公共下水道の整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

 ○公共下水道の整備推進

国及び大阪府事業の整備
促進

土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

公共下水道事業（建設）
【特別会計】

下水道建設課  ○公共下水道の整備推進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公共下水道事業（計画）
【特別会計】

下水道普及課

土木建設課 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施
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本編の概
要掲載頁

1 161

2 163

3 163

4 163

⑥自然や歴史の魅力あふれるまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 152

本編の概
要掲載頁

1 164

施策３５ 味力をうみだす農業の振興
農産物のブランド化、意欲ある担い手に農地利用を進める取り
組み、農道・農業用排水路・財産区ため池の整備など農業振
興の取り組みを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

特産物指定産地育成事業
及び特産物ブランド化事業

産業政策課 ○新規生産農家向けの営農支援策の構築

ため池保全整備事業 土木建設課 ○農業生産基盤の整備等の実施

農道の整備 土木建設課 ○農業生産基盤の整備等の実施

農業用排水路整備事業 土木建設課 ○農業生産基盤の整備等の実施

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

自然保護事業 みどり課
 ○ハイキング道の整備

○山地美化キャンペーン巣箱付けクリーンハイキン
グの実施

施策２６ 自然的資源の保全
ハイキング道の整備、里山保全に向けた課題整理などを行い
ます。

都市計画推進事業 都市政策課 ○まちづくり手法の検討

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

　南高安小学校区は自然環境や歴史資産に恵まれている地域であり、また校区の一部は市街化調整区域にもなって
います。八尾市民、地域住民の憩いの場として市民の森のさらなる活用や、名所・旧跡を巡る散策道の設置など、市民
が憩えるような自然や歴史の魅力あふれるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み
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7.高安中学校区

校区のまちづくりの方向性

①山手地域の自然災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 176

本編の概
要掲載頁

1 110

本編の概
要掲載頁

1 176

2 176

2 176

3 176

土木建設課 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

消防団活性化事業 警防課

 ○各種教養訓練、厚生事業の実施
 ○現場装備品の整備

 ○消防団消防機械器具置場の建て替え
○林野火災用資機材の整備

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

河川改修などを行います。また、恩智川多目的遊水地整備の
早期完了を大阪府に働きかけます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

水路整備事業 土木管理事務所 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

準用・普通河川等整備事
業

土木建設課 ○河川、水路改修工事を実施

水路整備事業

国及び大阪府事業の整備
促進

土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

　高安中学校区は、山あいに位置しており、土砂災害の危険箇所が多数存在し、また生駒断層が南北方向に通ってい
ます。
　この校区では、自主防災協議会が組織され、消防団と連携して毎年防災訓練を行うなど、地域での防災への取り組
み意識は高く、今後も地域と行政が連携し、地域住民の被災予防や対策を含めた自然災害に備えのあるまちをめざし
ます。

施策２ 安心を高める防災力の強化
砂防事業早期完了を大阪府に働きかけます。また、災害発生
時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援などに取り組み
ます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

国及び大阪府事業の整備
促進（土砂災害対策）

土木総務課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

高安中学校区

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②土地の有効利用と暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 164

本編の概
要掲載頁

1 178

2 178

③いくつになっても誰もが住み続けたいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

都市計画推進事業 都市政策課
 ○地元地権者による組織形成の誘導・促進

○地元組織への支援（コンサルタント派遣、助成
金）

施策４９ 下水道事業の推進 公共下水道の整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

公共下水道事業（建設）
【特別会計】

下水道建設課  ○公共下水道の整備推進

　高安中学校区には、市街化調整区域が多く残っており、歴史的景観をはじめ、魅力的な景観の整った地域となってい
る反面、開発が抑制されている地域となっています。この景観の維持や府立八尾支援学校東校用地（旧清友高校跡
地）を含め、地域として土地利用・地域開発のあり方を検討する場を持つとともに、住民間で地域の将来ビジョンを共有
していきます。
　また、この校区では、下水道の早期整備が望まれていることから生活環境の改善や環境の保全のために市街化調整
区域を含めた下水道整備を計画的に進め、暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公共下水道事業（計画）
【特別会計】

下水道普及課  ○公共下水道の整備推進

　高安中学校区は、坂道が多く、公共交通が通っていない地域も多いため、今後高齢化が進むと買い物や通院などの
日常生活に不便さを感じる人や引きこもりがちになる人が増加する恐れがあります。身近なところでのさまざまな相談
や地域での福祉活動はますます重要です。高齢者をはじめとした地域住民が、日常生活上の不安を感じることが少な
く、いくつになっても誰もが住み続けたいまちをめざします。

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 170

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

④子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通まちづくり推進事業 交通対策課
○市民を対象にした交通まちづくりセミナーや交通
まちづくり懇話会の開催

施策４２ 公共交通網の充実
地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交
通利便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

施策４０ 生活道路の整備と維持
交通安全対策を施し、適切な維持管理に努めるとともに、農免
農道の南進についても検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

　高安中学校区では、幼稚園・小学校・中学校が高安地区福祉委員会の一員となって、地域での子育て支援、青少年
健全育成、子どもたちの教育に取り組んでいます。また、地域教育協議会での取り組みも活発です。さらに、乳幼児と
保護者が気軽に交流できるつどいの広場が設置・運営されています。地域と行政が連携して、地域ぐるみで、高安の未
来を担う子どもたちを見守り、子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策２２

施策№

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。
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⑤自然や歴史文化を活かした魅力あるまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 152

2 152

本編の概
要掲載頁

1 153

2 153

本編の概
要掲載頁

1 169

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

施策２６ 自然的資源の保全
ハイキング道の整備、里山保全に向けた課題整理などを行い
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自然保護事業 みどり課
 ○ハイキング道の整備

○山地美化キャンペーン巣箱付けクリーンハイキン
グの実施

施策２７ 歴史資産などの保全と活用
貴重な歴史資産である高安千塚古墳群の保全に取り組みま
す。また、歴史民俗資料館やしおんじやま古墳学習館を通じ
て、郷土の歴史を伝え、文化財の情報を発信します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

文化財課
 ○国史跡指定の申請

 ○古墳管理台帳の作成
○古墳群保全ボランティアの組織化の調整

市民協働による里山保全
事業

環境保全課
 ○実施主体：環境アニメイティッドやお

 ○自然楽校の開催
○高安山の森林整備

公園・緑地整備事業 みどり課
 ○ハイキング道の整備

○山地美化キャンペーン巣箱付けクリーンハイキン
グの実施

文化財施設管理運営事務 文化財課

○歴史民俗資料館・しおんじやま古墳学習館の指
定管理者による企画展示やイベント、出前授業の

 実施
○歴史民俗資料館指定管理者による高安郡の総
合調査報告書の刊行

公園とまちの緑化による緑のある暮らし
ハイキング道の整備、里山保全に向けた課題整理などを行い
ます。

該当施策 市の主な取り組み

　高安中学校区は、自然と農村集落としての里山の風景に恵まれており、歴史文化では６世紀に造られた横穴式石室
をもつ古墳が多く残されています。また、校区内には絶滅危惧種であるニッポンバラタナゴが生息しているため池もあ
り、自然や環境をテーマとする活動も活発に行われており、さらに、近年では歴史文化を軸とするイベントも開催される
ようになっています。
　近年、健康志向を受けてハイキングを楽しむ人が増えており、これら地域資源を十分に活かすためにもハイキング
コースの整備が必要です。今後は、地域で自分たちの住む地域が持つ資源を見直すとともに、地域と行政が連携して、
これらの地域資源を活かした自然や歴史文化を活かした魅力あるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策４１

施策№

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

高安千塚古墳群保存活用
事業
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⑥農業の活性化により地域が発展するまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 161

2 163

3 163

4 163

施策２５ 八尾の魅力発見と発信
八尾ブランド特産品として、八尾の魅力を発信するしくみを検
討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

施策３５ 味力をうみだす農業の振興
農産物のブランド化、意欲ある担い手に農地利用を進める取り
組み、農道・農業用排水路・財産区ため池の整備など農業振
興の取り組みを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

特産物指定産地育成事業
及び特産物ブランド化事業

産業政策課 ○新規生産農家向けの営農支援策の構築

ため池保全整備事業 土木建設課 ○農業生産基盤の整備等の実施

　高安中学校区では、花卉・花木の栽培などの農業が盛んですが、農業従事者の高齢化や後継者不足、農地の遊休
化や転用の増加、イノブタやアライグマなどの有害鳥獣による食害の被害が深刻であるなど、さまざまな課題への対策
が必要となっています。地域と行政が連携、協力しながら農業を安心して続けることができる環境整備を行い、農業の
活性化により地域が発展するまちをめざします。

農道の整備 土木建設課 ○農業生産基盤の整備等の実施

農業用排水路整備事業 土木建設課 ○農業生産基盤の整備等の実施
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8.曙川中学校区

校区のまちづくりの方向性

①誰もが生き生きと安心して暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災組織の必要性と重要性を十分に説明
し、防災資器材の整備助成等を行いながら結成を

 促進
○防災意識の向上を図るため啓発事業を実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

　南山本小学校区では、小学校にある地区集会所（小学校区集会所）を拠点として地域ぐるみで住民どうしのふれあい
や交流などさまざまな活動を行っています。少子高齢化が急速に進む中、住み慣れた身近な地域で、子どもから高齢
者まで誰もが生き生きと暮らすことができるよう、今後このような活動のさらなる充実や、誰もが気軽に集える拠点の充
実について地域と連携しながら進めていくことが必要となります。また、誰もが安心して生活できるようにするためには、
災害への備えが重要です。この小学校区では現在のところ自主防災組織が結成されていませんが、地域での防災体
制の整備や地域と行政との情報共有に向けた検討を進め、誰もが生き生きと安心して暮らせるまちをめざします。

南山本小学校区
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本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

②子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

　南山本小学校区では、長年にわたり、子どもたちと地域住民とのふれあいの場づくりとしての地域ボランティアによる｢
わくわくプラザ｣や登下校時の見守り活動など、地域ぐるみで子どもたちを育む活動を行っています。また、地域での世
代間交流の推進や、子どもたちが安全で安心してすごせる場の確保など、子どもたちの健全育成のための取り組みを
地域と行政が連携して進め、未来を担う子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

市の主な取り組み

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○南小阪合公園あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○山本南保育所において育児相談、地域交流会、
園庭開放の実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③貴重な自然的資源である玉串川を守るまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 177

④地域商業の活力にあふれ、にぎわいのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 160

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 玉串川の護岸整備および沿道の景観整備を行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

玉串川沿道整備事業 土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

　南山本小学校区には、玉串川が流れています。川沿いの桜並木は市を代表する名所のひとつで、「大阪みどりの百
選」にも選ばれた市民の憩いの場である貴重な自然的資源です。今後も、地域、関係機関および行政の連携のもと、
玉串川の護岸整備や景観整備を行い、市民が「やすらぎ」を感じることができる環境づくりを進めます。

　南山本小学校区には、近鉄河内山本駅南側と高安駅西側に商店街があります。しかし、近鉄八尾駅周辺などの大型
スーパーの進出などにより、身近な商店街などは衰退傾向にあります。商店街は市民の日常の買い物を支える存在で
あるとともに、まちのにぎわいにも貢献しています。地域、行政、事業者が連携して商店街を中心とした、地域商業の活
力にあふれ、にぎわいのあるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。
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⑤近鉄河内山本駅周辺の交通安全を考えるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 112

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策６ 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進
駅周辺の放置自転車の移動保管活動や啓発活動に取り組み
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放置自転車対策事業 交通対策課
○近鉄河内山本駅周辺における放置自転車の移

 動保管、街頭指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動等の実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　南山本小学校区は、近鉄河内山本駅の南側に位置しており、駅の東側の踏切では、朝夕を中心に遮断機が長時間
下りていることがあります。この影響で、府道八尾茨木線が渋滞したり、歩行者が渡りきれないことがあります。また、
周辺の道路には通学などに危険な場所もあります。近鉄線の高架化には課題が多い状況ですが、放置自転車対策な
ども含め、河内山本駅周辺をはじめとする交通安全対策について、地域、関係機関および行政が連携して進めます。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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8.曙川中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育つ安全安心のまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

　高安西小学校区では、放課後子ども教室の行事など、地域ぐるみで子どもたちを育む活動を活発に行っています。ま
た、大阪府、八尾警察署、地域が一体となり、地域内で防犯活動に取り組む拠点として高安西小学校に「高安西地区
地域安全センター」を設置しており、青色防犯パトロールや登下校時の見守り活動などを行っています。安全で安心な
子どもの居場所づくり、夜間の安全確保のための防犯灯整備やパトロール強化などが求められる中、今後も、地域と行
政が連携して、子どもたちの健全育成の取り組みを進め、未来を担う子どもたちが健やかに育つまちをめざすとともに、
地域での防犯活動が有機的に機能する安全安心のまちをめざします。

高安西小学校区

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○東山本新町第二公園あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

 子どもたちの居場所づくりを進めます。
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②地域商業の活力にあふれ、にぎわいのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 160

③近鉄線周辺の交通安全を考えるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 112

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策６ 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進
駅周辺の放置自転車の移動保管活動や啓発活動に取り組み
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放置自転車対策事業 交通対策課
○近鉄高安駅周辺における放置自転車の移動保

 管、街頭指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動等の実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　高安西小学校区には、近鉄高安駅から大阪外環状線（国道170 号）へつながる道路沿いに商店街があります。しか
し、近鉄八尾駅周辺などの大型スーパーの進出などにより、身近な商店街などは衰退傾向にあります。商店街は、市
民の日常の買い物を支える存在であるとともに、まちのにぎわいにも貢献しています。地域、事業者、行政が連携して、
高安駅周辺の商店街を中心とした地域商業の活力にあふれ、にぎわいのあるまちをめざします。

　高安西小学校区は、近鉄大阪線の東側に位置しており、曙川中学校は近鉄線を越えて西側にあることから、この小
学校区から中学校へ通学するには、線路を渡る必要があります。朝夕を中心に遮断機が長時間下りていることがあり、
近鉄高安駅西側の府道八尾茨木線と大阪外環状線（国道170号）を結ぶ道路が渋滞したり、歩行者が渡りきれないこと
があります。近鉄線の高架化には課題が多い状況ですが、放置自転車対策や踏切などの近鉄線周辺における交通安
全対策について、地域、関係機関および行政が連携して、取り組みを進めます。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④恩智川のある快適で暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 172

本編の概
要掲載頁

1 176

本編の概
要掲載頁

1 178

2 178
公共下水道事業（建設）
【特別会計】

下水道建設課  ○公共下水道の整備推進

　高安西小学校区には、一級河川恩智川が流れています。地域では美化活動などを行っており、川沿いの道路は犬の
散歩やウォーキングに適しています。今後も住民にとって身近な水辺空間になるよう、恩智川の環境を守っていく必要
があります。生活環境の改善や環境の保全のために下水道の計画的な整備を進めるとともに、川沿いを安全に歩ける
ように防犯灯の設置促進などの防犯対策や安全対策に取り組み、快適で暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公共下水道事業（計画）
【特別会計】

下水道普及課  ○公共下水道の整備推進

施策４９ 下水道事業の推進 公共下水道の整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

国及び大阪府事業の整備
促進

土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成
環境に配慮した恩智川の改修整備の早期完了を大阪府に働
きかけます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

施策４４ きれいなまち八尾の実現 快適で美しいまちづくりを推進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤住民による地域活動を次世代につなぐまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　高安西小学校区は、昭和40 年代以降に新興住宅地として発展した地域で、この時期に住みはじめた住民が自ら地
域活動をつくりあげてきましたが、高齢化が進み、これらの活動を次の世代の住民に伝えていくことが必要になってい
ます。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができるようにするためには、身近な地域での人と人のつながり
や、支えあいが重要です。これからも地域でのさまざまな活動をみんなの力で続けていけるように、地域と行政が連携
し、住民による地域活動を次世代につなぐまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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9.志紀中学校区

校区のまちづくりの方向性

①誰もがいくつになっても安心して暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

　志紀小学校区は、高齢者人口が最も多い校区です。高齢者が安心して暮らせるように、地域包括支援センターを中
心とした高齢者福祉や介護保険に関する情報提供や相談対応を充実します。また、校区内には、車の通行量の多い
道路があるため、誰もが安心して歩ける歩行環境が必要とされています。誰もがいくつになっても安心して暮らせるまち
をめざします。

志紀小学校区

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

64



②健康づくりの輪が広がるまち

本編の概
要掲載頁

1 115

③地域活動がさかんで、ふれあいのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

　志紀小学校区では、志紀コミュニティセンターを利用して、地域住民の力でさまざまな健康づくりに関する活動を活発
に行っています。この小学校区独自の活動として、八尾市保健センターの主催による「健康大学」が開催され、健康に
関する課題の検討などによる健康づくりの取り組みを行っています。今後もこれらの活動の輪を広げていくとともに、地
域の中から健康づくりリーダーの養成や、地域に根ざした健康づくり活動を促進し、健康づくりの輪が広がるまちをめざ
します。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　志紀小学校区では、さまざまな地域福祉活動を活発に行っていますが、活動を支える各種団体やメンバーの数が減
少する傾向にあります。みんなが安心して楽しく暮らせ、住み続けたいと思えるまちの実現のためにも、地域福祉活動
が持続可能なまちづくりを推進します。校区での高齢者の交流などの主体的な取り組みは、志紀コミュニティセンターを
中心に行われており、高齢者や障がいのある人など誰もが施設を利用しやすくするための検討が必要とされています。
この校区では、町会（自治会）単位での防災の取り組みが行われていますが、自主防災組織のあり方などを再検討し、
必要に応じて校区全体での活動につなげ、避難場所の周知をはじめ、大規模な災害が発生しても対応可能な自主防
災活動を促進するなど、地域での防災の取り組みを支援します。また、志紀地区福祉委員会が管理・運営する地域の
多目的広場である「志紀プレイロット広場」の有効活用を地域活動充実のために促進するなど、公共用地を有効に利用
し、地域活動がさかんで、ふれあいのあるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域健康づくり支援事業 保健推進課
○保健師による相談の実施
○活動の充実

施策１０ 疾病予防と健康づくりの推進 地域における健康づくり活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④小学校と中学校と地域とが連携し、子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

4 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 144

⑤住まいと工場が良好な関係で共存するまち

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

　志紀中学校区は、志紀小学校区の１つの小学校区で構成されており、さらに福祉委員会、自治振興委員会とも同一
区域となっています。志紀小学校の卒業生は志紀中学校に進むことになり、小学校と中学校との連携や一貫した取り
組みなど、特色ある教育を実施しやすい環境にあります。
　地域で取り組まれている多くの活動の情報発信の充実や子どもの見守り活動にあたって、地域と学校との連携強化
など、地域活動の担い手と子どもたちとの交流を通じて面識を深めておくことが必要とされています。また、放課後子ど
も教室の実施など、地域との連携により志紀小学校区ならではのまちづくりを進めるとともに、子どもたちが育ち学ぶ環
境を整え、健やかに育つまちをめざします。

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

　志紀小学校区には、工業地域・準工業地域が存在し、中小企業のまち八尾の活力となっています。地域、事業者、行
政が連携して、活力があり暮らしやすいまちについて考え、今後も住まいと工場が良好な関係で、共存できるまちをめ
ざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子どもが輝く学校園づくり
総合支援事業

指導課 ○各学校園が実施計画に基づいて事業を実施

施策２３ 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 小学校と中学校の連携・交流を強化します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○弓削保育所において育児相談、地域交流会、園
庭開放の実施

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○志紀町西公園あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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10.桂中学校区

校区のまちづくりの方向性

①多様な活動で子どもが笑顔で集い、健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 169

桂小学校区

　桂小学校区では、桂中学校区内の教育機関、ＰＴＡなどが参画した、地域教育協議会によるふれあいフェスティバル
をはじめとする各種事業や桂青少年会館での親子幼児教室など、さまざまな活動を活発に行っています。子ども・大
人・地域が連携し、地域ぐるみで子どもを育む取り組み、子どもを交通事故から守る取り組みを継続して行っています。
その他、まちづくりの活動として、路上駐車対策、地域安全マップの作成、幸第2公園のワークショップによる整備事業
など、地域が主体的に取り組みを進め、行政が支援を行っています。今後もこのように、多様な活動で子どもが笑顔で
集い、健やかに育つまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

既設公園施設改良事業 みどり課 ○桂公園の施設改良工事

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の実施に向けた働きかけ

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○西郡保育所において育児相談、地域交流会、園
庭開放の実施

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

②多様な世代が健やかに住まうまち

本編の概
要掲載頁

1 114

本編の概
要掲載頁

1 164

施策８ 安心して暮らせる良質な住まいづくり 市営住宅の効率的な機能更新事業を行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

市営住宅機能更新事業 住宅整備課
 ○29号館耐震診断、地盤調査

 ○30号館耐震診断
○機能更新事業協力者住替え移転用住戸改修

都市計画推進事業 都市政策課 ○まちづくり手法の検討

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

　桂小学校区には51棟の市営住宅（42棟の住宅および9棟の店舗付住宅）があり、校区内の半数以上の人がそこで暮
らしています。約50年ほど前、地域の生活環境は劣悪な状況でしたが、地域住民の環境改善を図る活動が展開され、
市営住宅の建設や道路の拡幅・整備、保育所や中学校の整備などが行われました。現在、市営住宅は老朽化が進ん
でいます。建て替え、耐震化やバリアフリーなどの対応が必要となり、西郡住宅まちづくり協議会と行政が協働で順次
取り組んでいます。一方で、入居可能な世帯の条件や、入居者の高齢化などにより、高齢者などの割合が高くなってき
ており、結果として校区全体のまちづくりにも大きく影響を及ぼしています。計画的な土地の利用など、多様な世代や世
帯が地域で安心して居住し、支えあって暮らせる、活力あるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③誰もがいくつになっても安心して暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 159

本編の概
要掲載頁

1 170

　桂小学校区は、市内で も高齢化が進んでいる校区です。桂老人福祉センターや街かどデイハウスなど高齢者が集
い、語らい、過ごす場があります。また、地域のさまざまな団体が主体となって、ひとり暮らしの高齢者のための給食会
や見守り活動、ふれあい朝市など、昔からこの地域での合言葉であった「おたがいさま」の精神で、地域住民どうしの支
えあいも、自発的に行っています。
　一方で、かつてあったスーパーなどの商業施設が今はなく、店舗付住宅も営業をしていない店が多くなっています。そ
のため、日常生活用品の買い物は、バスなどを使って近鉄八尾駅周辺などまで通う必要があり、公共交通は不便な状
況です。日常の見守り、災害時の避難など、高齢者が孤立せず、住み慣れた地域で、誰もがいくつになっても安心して
暮らせるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通まちづくり推進事業 交通対策課
○市民を対象にした交通まちづくりセミナーや交通
まちづくり懇話会の開催

施策４２ 公共交通網の充実
地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交
通利便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。

人材育成及び空き店舗対
策検討事業

産業政策課
○平成24年度の事業結果を元に今後の事業を検
討

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
地域の商業者と多様なまちづくり活動主体の連携の促進など
を行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④魅力ある地域の歴史・資源の継承と誰もが学べるまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 153

本編の概
要掲載頁

1 154

本編の概
要掲載頁

1 164

2 164

　桂小学校区には桂人権コミュニティセンターがあり、趣味・学習・健康に関する講座を行っています。さまざまな事情に
より文字や言葉を学ぶことのできなかった人たちの学習の場として、識字学級、日本語教室を行っています。また、就
労・生活に関するさまざまな相談も行っています。今後も地域住民ニーズの変化に対する学びの機会の充実や、人権
啓発を通じた住民交流の拠点としての運営を図っていきます。
　校区には、宣念寺や西郡天神社などの古くから、地域住民にとって暮らしに欠かせない存在としての社寺などがあり
ます。かつての主要産業「はな緒産業」の伝承や節分を祝う門付け芸である「春駒」の保存活動など、住民が自ら、地
域のつながりや地域の歴史やあゆみを地域の内外に発信する取り組み（フィールドワークなど）が行われています。地
域の先人による足跡を風化させることなく、地域の歴史・資源を次の世代に継承していくまちをめざします。

地域就労支援事業 産業政策課
 ○効率的なセンター運営

 ○他機関との連携による効果的な職業訓練
○新たな就労支援システムを導入した就労支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

就労・生活相談事業 産業政策課

○効率的なセンター運営及び他機関との連携によ
 る効果的な雇用の実現

○パーソナル・サポート事業により構築された協力
企業ネットワーク等の地域資源を活用し、定着を含
めた就労支援を実施

施策３６ 就業支援と雇用創出
就労困難者が安心して働くために、各種相談業務を行う地域
就労支援センターの効率的な業務の運営を図りながら就労支
援に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

社会教育事業 生涯学習スポーツ課 ○識字学級・日本語教室の開催

施策２８ 生涯学習の取り組み 一人ひとりがニーズに応じて学べる環境を整備します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

文化財施設管理運営事務 文化財課

○埋蔵文化財調査センターの指定管理者による企
 画展示やイベント、出前授業の実施

○埋蔵文化財調査センターの指定管理者による
「考古学からみた八尾の歴史」の刊行

施策２７ 歴史資産などの保全と活用
埋蔵文化財調査センターを通じて、郷土の歴史を伝え、埋蔵文
化財についての情報を発信します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

⑤住まいと工場が良好な関係で共存するまち

本編の概
要掲載頁

1 156

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

施策３１ スポーツ・レクリエーションの取り組み
いつでも身近なところでスポーツに親しめる活動を支援しま
す。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

体育施設整備事業 生涯学習スポーツ課 新家町市民運動広場防球ネット改修工事

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

　桂小学校区の府道八尾枚方線以西や第二寝屋川沿いには多くの製造業の工場が建ち並び、一帯を歩いていると、
機械で「もの」を加工している様子が伝わってきます。新家町は北側に工場と田畑があり、南側には趣のある住宅が建
ち並び、歴史ある集落としてのたたずまいを見せています。楠根川沿いには、寝屋川流域新家調節池があり、台風など
の豪雨の場合の貯留施設としての役割を果たすとともに、上部については、市民運動広場として、市民の健康増進や
スポーツ活動の場として活用できます。この校区では製造業を営む方も多く、今後も住まいと工場が良好な関係で共存
できるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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10.桂中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

　北山本小学校区では、子どもたちの学校の登下校時に、地域ぐるみで交通整理や安全見守りを行っており、以前から
子どもの見守り活動を活発に行っています。また、平成21年（2009年）には交通安全総点検が行われ、通学路などの
確認を行いました。これからも、中学校区を活動単位とした地域教育協議会の活動や放課後子ども教室の活動などを
通じ、地域ぐるみで、より多くの住民・団体の協力を得ながら、子どもたちがのびのびと遊び、健やかに育つまちをめざ
します。

北山本小学校区

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の実施に向けた働きかけ

市の主な取り組み

地域子育て支援センター事
業（地域子育て支援）

保育課
 ○山本町北第二公園あそび会実施

 ○育児相談
○情報提供

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○西郡保育所において育児相談、地域交流会･園
庭開放の実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②多文化共生社会の実現を推進するまち

本編の概
要掲載頁

1 181

③地域での支えあいで安心して暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 120

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

　北山本小学校区内には中国残留邦人などが多く暮らしています。行政では多言語による外国人市民の相談や情報
提供を行っています。日本語での意思疎通が難しく、文化や生活習慣の違いなどもありますが、互いに尊重しあい、日
常生活でのマナーやルールを共有していくことが必要です。今後も校区内での住民の相互理解やコミュニケーションを
深めるとともに、多言語での情報提供を行い、多文化共生社会の実現に向けたまちづくりを進めます。

　北山本小学校区では、地域ぐるみで防犯や福祉活動などを行っています。しかし、自治振興委員会などの地域活動
の区域の一部は、校区と異なるところがあり、今後の地域活動のあり方について、地域と行政で検討していく必要があ
ります。高齢化が進み、身近な地域での住民どうしの支えあいや地域活動は、ますます重要になることから、地域と行
政が連携して、情報提供や啓発活動の充実などにより地域活動の担い手を広げ、地域での支えあいで安心して暮らせ
るまちをめざします。
　また、歩道整備など安心できる歩行環境の整備を進めるとともに、地域一体となって自動車や自転車の安全運転など
交通マナーの向上とルールの遵守をめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

多文化共生推進事業 文化国際課
○多言語による外国人市民への相談や情報提供
の内容の充実

施策５２ 多文化共生の推進
多言語による外国人市民への相談や情報提供などを行いま
す。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課
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④土地の有効利用と暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 164

本編の概
要掲載頁

1 171

　北山本小学校区には、三十八神社や福万寺条里制遺構など歴史を探ることのできる地域が存在します。一方、校区
には、畑や人通りの少ない場所が多く存在し、これらの場所に不法投棄されるごみや不法駐車があり、住民の生活を
不安にしています。今後このようなことをなくすために、不法投棄禁止の啓発や通報のしくみなどを検討し、生活環境を
守っていきます。また、この校区には、市街化調整区域が存在し、開発行為などが制限されています。しかし、土地の
利用がさまざまであり、良好な景観に配慮した土地利用が重要です。地域のまちづくりの発展のために、それぞれの立
場の方々の意見を尊重しながら土地の有効利用と暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

発生源の監視・指導啓発
（大気対策、水質対策、騒
音対策）

環境保全課 ○工場、事業所等に対する啓発活動

施策４３ 快適な生活環境づくり 生活環境の保全に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

都市計画推進事業 都市政策課 ○まちづくり手法の検討

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。
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11.上之島中学校区

校区のまちづくりの方向性

子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

3 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 144

　山本小学校区では、青少年育成に特に力を注いでおり、「夢ネットさくら」のふれ愛フェスティバルなど各種団体がさま
ざまな事業を行っています。小学校と中学校では、互いの連携を深め、学校・家庭・地域が互いに協力して、子どもたち
の学力向上などの取り組みを進めています。
　少子化が進む中、今後も地域ぐるみで子どもたちを育む取り組みは重要です。子どもたちが生き生きと過ごし、保護
者が安心して子育てできるように、子育て施策についての情報提供を充実するとともに、地域と行政が連携して子ども
たちの安全確保や健全育成の取り組みを進め、子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

山本小学校区

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

子どもが輝く学校園づくり
総合支援事業

指導課 ○各学校園が実施計画に基づいて事業を実施

施策２３ 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 特色ある学校づくりを進めます。

当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○堤保育所において育児相談、地域交流会、園庭
開放の実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②いくつになっても住み慣れた地域で暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　山本小学校区では、地域住民の地域福祉の取り組みとして、校区内で支援を必要とする高齢者などを対象に、交流
と親睦を深めるため、地域住民が主体となって山本集会所や堤町集会所においてヨガ教室や折り紙教室などを行って
います。また、町会（自治会）単位においても、お祭りや親睦行事を行っています。
　今後、より一層高齢化が進むことから、高齢者が安心して歩行できる環境の整備や、集会所などに行くことが困難な
高齢者の見守りなどを含めて、高齢者を支えあうしくみが必要です。今後、地域と行政が連携して福祉についての情報
提供や見守り体制を充実し、いくつになっても住み慣れた地域で暮らせるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

④住宅街のまちなみと貴重な自然的資源である玉串川を守るまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 165

本編の概
要掲載頁

1 177

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 良好な景観の誘導が図れるような取り組みを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

都市景観形成基本計画推
進事業

都市政策課 ○景観計画の策定

玉串川沿道整備事業 土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 玉串川の護岸整備および沿道の景観整備を行います。

　山本小学校区では、町会（自治会）単位で自主防災組織の結成を行うなど、地域住民による防災の取り組みを進めて
います。災害発生時への対応は、日ごろからの備えと近隣町会（自治会）との連携も大切です。市では、住民の自主的
な防災活動が災害被害の軽減に果たす役割が重要であると位置づけ、自主防災組織の結成の促進・支援を行ってい
ます。地域と行政が連携して、若い世代の活動への参加を含め、地域での防災に対する取り組みの充実を進め、災害
弱者への支援体制の確保や避難場所の周知など、誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまちをめざします。

　山本小学校区は、戸建住宅を中心とした住宅街として発展してきた地域です。また、この校区内を流れる玉串川の桜
並木は「大阪みどりの百選」にも選ばれ、市を代表する名所のひとつで、市民の憩いの場である貴重な自然的資源で
す。今後も、市民がいつまでも玉串川に親しめるように、地域、関係機関、行政が連携して、玉串川沿道および美しい
桜並木を保全・整備していくための取り組みを行うとともに、低層の住宅で形成される良好なまちなみを保全していくた
めの取り組みを進めます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導を実
 施

○自主防災組織の未結成地域には自主防災組織
の必要性と重要性を十分に説明し、防災資器材の

 整備助成等を行いながら結成を促進
○防災意識の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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11.上之島中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

　上之島小学校区では、青少年育成に特に力を注いでおり、「夢ネットさくら」のふれ愛フェスティバルなど各種団体がさ
まざまな事業を行っています。小学校と中学校では、互いの連携を高め、学校・家庭・地域が互いに協力して、子どもた
ちの学力向上などの取り組みを進めていきます。犯罪や交通事故から子どもたちを守る取り組みや子どもたちが安心
して遊べる場づくりなども含めて、より多くの住民の参加・協力を得ながら、地域と行政が連携して子どもたちの健全育
成の取り組みを進め、子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

上之島小学校区

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

本編の概
要掲載頁

1 144

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課

子どもが輝く学校園づくり
総合支援事業

指導課 ○各学校園が実施計画に基づいて事業を実施

施策２３ 知徳体のバランスのとれた小中学生の育成 特色ある学校づくりを進めます。

○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②いくつになっても誰もが安心して暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　上之島小学校区では、地域住民が主体となって高齢者の給食会などの活動を行っていますが、急速に高齢化が進む
中で住み慣れた地域で生活できるようにするには、今後も地域全体で高齢者を見守り支えあうしくみや、高齢者の交流
の場づくり、地域活動の拠点の充実が必要です。また、誰もが安心して歩ける生活道路の整備も必要となっています。
情報の共有をはじめ、地域と行政が連携して、いくつになっても誰もが安心して暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③恩智川のある快適で暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 176

本編の概
要掲載頁

1 178

2 178
公共下水道事業（建設）
【特別会計】

下水道建設課  ○公共下水道の整備推進

　上之島小学校区には一級河川恩智川が流れており、憩いを感じられる水空間として地域住民に親しまれています。
そのような中、護岸工事が順次進められており、今後も恩智川や恩智川沿道に関して、地域と行政が情報を共有しな
がら、住民の安全対策や防災力の強化、安心して散策できる環境の確保などについて、地域と行政が連携して検討を
進めていきます。また、生活環境の改善や環境保全のために市街化調整区域を含めた下水道整備を計画的に進め、
快適で暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公共下水道事業（計画）
【特別会計】

下水道普及課  ○公共下水道の整備推進

施策４９ 下水道事業の推進 公共下水道の整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

国及び大阪府事業の整備
促進

土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成
環境に配慮した恩智川の改修整備の早期完了を大阪府に働
きかけます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

施策４０ 生活道路の整備と維持 交通安全対策を施し、適切な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導を実
 施

○自主防災組織の未結成地域には自主防災組織
の必要性と重要性を十分に説明し、防災資器材の

 整備助成等を行いながら結成を促進
○防災意識の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化 災害時の防災資機材や必要物資の備蓄を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④ものづくりによる活力のあるまち

本編の概
要掲載頁

1 157

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

本編の概
要掲載頁

1 172

⑤農地と住まいが共存するまち

本編の概
要掲載頁

1 162

本編の概
要掲載頁

1 164

施策３５ 味力をうみだす農業の振興 農地の確保・保全に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

遊休農地の解消対策事業 産業政策課 ○新規就農希望者向けの研修を実施

都市計画推進事業 都市政策課
 ○地元地権者による組織形成の誘導・促進

○地元組織への支援（コンサルタント派遣、助成
金）

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

　上之島小学校区には、「ものづくり日本大賞」優秀賞を受賞された企業などが立地する市内でも有数の工業集積地が
存在します。この市内有数の工業集積は、本市のものづくりの原動力であり、これからも地域と事業者、行政が連携し、
まちの美化を進め、良好な操業環境と人材の育成を行い、ものづくりによる活力のあるまちをめざします。

　上之島小学校区には、市街化調整区域のエリアがあります。身近なところで農地がある一方、資材置場などに利用さ
れて環境や景観面で不安を感じる人々がいます。それぞれの立場の方々の意見を尊重しながら、遊休農地を適切に
保全・活用するなど、農地と住まいが共存するまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

産業政策検討事業 産業政策課 ○立地誘導方策の検討

施策３２ 産業政策を活かした「まちづくり」の推進
工場の立地誘導など八尾のものづくりを支える取り組みを行い
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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12.高美中学校区

校区のまちづくりの方向性

①誰もが安全に暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全の確保に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　高美小学校区には府道八尾道明寺線が南北に縦断し、府道大阪港八尾線が東西に横断しています。これらの道路
は、交通利便性を高めていますが、一方で、慢性的に交通渋滞が発生しています。これらの道路沿いは、飲食店や量
販店などの店舗の増加により、駐車場などからの車の出入りが増え、歩行者、自転車利用者の安全が脅かされること
もあります。
　また、これらの道路が混雑する時間帯は、通学時間帯とも重なり、混雑を避けて住宅地内の道路をう回する車も多く、
子どもたちにとっては危険です。夜になると暗い場所があったり、地域では、子どもたちが事故に巻き込まれないように
見守る取り組みも行われています。
　今後、渋滞の緩和のための手立てや自動車や自転車の運転マナーの向上を考えるとともに、子どもたちをはじめとす
る歩行者の通行の安全確保について、地域と行政が連携して取り組んでいくことにより、誰もが安全に暮らせるまちを
めざします。

高美小学校区

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
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②子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

③多文化共生社会の実現を推進するまち

本編の概
要掲載頁

1 181

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○荘内保育所において育児相談、地域交流会、園
庭開放の実施

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

　高美小学校区では、地域の団体が連携して子育て支援のための教室を開くなどの活動や、青少年の健全育成のた
めの住民懇談会の開催や子どもたちの安全確保の取り組みとして、通学時の声かけ運動など多面的な住民活動を展
開しています。また、放課後子ども教室を運営するなど、地域ぐるみで子どもたちを育む活動を行っています。
　高美地区福祉委員会では、小学校１年生と世代間交流を行っており、交流会ではこま回しや昔遊びでのカルタ取りな
どが行われています。子どもたちからはピアニカの演奏のプレゼントが贈られます。今後も、地域と行政が連携し、子ど
もたちが健やかに育つまちをめざします。

　高美小学校区には、多くの外国人市民が暮らしています。毎年、国際交流野遊祭を開催するなど、異文化との出会い
の場でもあります。地域住民との日常的な交流が行われる一方で、言葉の壁や文化や生活習慣の違いなど、お互いの
理解を深めていく課題があることから、行政でも多言語によるパンフレットの作成やベトナム語での相談事業を実施す
るなどの取り組みを進めています。
　今後も校区内で暮らす人たちが、コミュニケーションを深めるとともに、お互いの文化や生活習慣を尊重し、日常生活
上のルールやマナーを共有できるよう、多文化共生社会の実現に向けたまちづくりを進めます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等

多文化共生推進事業 文化国際課
○多言語による外国人市民への相談や情報提供
の内容の充実

施策５２ 多文化共生の推進
多言語による外国人市民への相談や情報提供などを行いま
す。
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④住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けることができるまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　高美小学校区では、地区福祉委員会、高齢クラブ、一人暮らし高齢者の会などが一体となって、一人暮らし高齢者が
孤立しないように、小地域ネットワーク活動に取り組み、給食サービスの実施やいきいきサロンの開催など高齢化の進
む中でのまちづくりに努力しています。
　今後、高齢化が進み、これまで以上に、身近な地域で支えあう地域活動は重要になってきます。特に、災害発生など
緊急のときには、一人暮らしの高齢者などを地域で支えていく必要があり、日ごろから地域で見守っていくことが必要で
す。一方、町会加入率の低下や活動拠点の不足などの課題が見られます。また、地域住民どうしのつながりでの対応
に限界もあります。地域と行政などが連携、情報共有するなど、誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けること
ができるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み
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12.高美中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育ち、地域での支えあいができるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 120

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課 ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

高美南小学校区

　高美南小学校区では、小学校前での「あいさつ運動」や子どもたちの安全の取り組みをはじめ、高美中学校区内の教
育機関、ＰＴＡなどが参画した地域教育協議会が中心となって、ふれあい祭りや子育て支援講座、人権講座などを開催
するなどして、地域ぐるみで子どもたちを育むさまざまな活動を活発に行っています。今後も、地域と行政が連携し、子
どもたちが健やかに育つまち、のびのびと遊べるまちをめざします。
　また、この小学校区では、一人暮らし高齢者の給食サービスなどの小地域ネットワーク活動を行っており、住民どうし
の支えあいも自発的に行っています。地域と行政が連携して、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ、支えあいがで
きるまちをめざします。
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本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

公立保育所在宅子育て支
援事業

保育課
○安中保育所において育児相談、地域交流会、園
庭開放の実施

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課

88



②誰もが心豊かに安心して暮らせるまち

本編の概
要掲載頁

1 154

本編の概
要掲載頁

1 164

2 164

本編の概
要掲載頁

1 169

本編の概
要掲載頁

1 181

施策２８ 生涯学習の取り組み 一人ひとりがニーズに応じて学べる環境を整備します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

社会教育事業 生涯学習スポーツ課 ○識字学級の開催

施策３６ 就業支援と雇用創出
就労困難者が安心して働くために、各種相談業務を行う地域
就労支援センターの効率的な業務の運営を図りながら就労支
援に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

就労・生活相談事業 産業政策課

○効率的なセンター運営及び他機関との連携によ
 る効果的な雇用の実現

○パーソナル・サポート事業により構築された協力
企業ネットワーク等の地域資源を活用し、定着を含
めた就労支援を実施

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

公園・緑地等の管理（自主
管理）

土木管理事務所 ○マナー看板設置

地域就労支援事業 産業政策課

 ○効率的なセンター運営
 ○他機関との連携による効果的な職業訓練

○新たな就労支援システムを中心とした定着就労
の実現

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

　高美南小学校区には、安中人権コミュニティセンター、安中老人福祉センター、障害者総合福祉センター、安中青少年
会館、青少年運動広場などのさまざまな施設があり、それらの施設を中心に各年齢階層が参加できる講座や催し、識
字教室や日本語教室も開催されています。また、それらの施設では各種の相談事業も実施されています。校区では、
地区福祉委員会や自治振興委員会などを中心とした地域活動を行っていますが、校区と活動区域が異なるところがあ
り、今後の地域活動のあり方について、地域と行政で検討していく必要があります。
　地域と行政が連携しながら、身近な公共施設や公園などの施設を活用し、子どもから高齢者まで生涯を通じた学習や
スポーツ・レクリエーション活動ができる、相談体制があるなどの利点を活かし、誰もが心豊かに安心して暮らせるまち
をめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み
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③多文化共生社会の実現を推進するまち

本編の概
要掲載頁

1 181

④地域の歴史に学び魅力を発信するまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策５２ 多文化共生の推進
多言語による外国人市民への相談や情報提供などを行いま
す。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

多文化共生推進事業 文化国際課
○多言語による外国人市民への相談や情報提供
の内容の充実

　高美南小学校区には、外国人市民が多く暮らしています。毎年、校区内の公園で国際交流野遊祭が開催されるな
ど、異文化との出会いの場でもあります。一方、言葉の壁や生活習慣や文化の違いなど、お互いの理解を深めていくた
めの課題があることから、行政でも多言語によるパンフレットの作成やベトナム語での相談事業を実施するなどの取り
組みを進めています。
　今後も校区内でともに暮らす人たちが、コミュニケーションを深めるとともに、お互いの文化や生活習慣を尊重し、日常
生活上のルールやマナーを共有できるよう、多文化共生社会の実現に向けたまちづくりを進めます。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　高美南小学校区は、八尾街道、矢作神社などがあり、歴史のある地域です。
　また、長く人権や平和に関する活動に取り組んできた歴史があります。かつては、マッチ製造や膠製造、またブラシに
使う豚毛の精毛などの地場産業がありました。地域の伝統文化や暮らしを支えた産業など、地域の歴史に対する理解
を深めることを目的に高美南小学校内に「歴史資料室」が設けられ、子どもたちの学習を通じて、また校区の内外の人
たちに対して、地域の文化・歴史を継承・発信していくなど、地域のつながりや地域の歴史やあゆみを再発見・発信する
取り組みを行っています。
　地域の先人による足跡を風化させることなく、今後も地域の歴史・資源を継承し、一人ひとりの人権が尊重されるとと
もに、地域の歴史に学び魅力を発信するまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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13.曙川南中学校区

校区のまちづくりの方向性

①ふれあいのある住み続けたいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

　曙川小学校区では、地域住民が主体となって、子育て支援の活動や高齢者の交流事業などの取り組みを活発に行っ
ています。また、この校区は美化重点地域に指定されており、地区福祉委員会や町会（自治会）などが中心となって地
域ぐるみでの美化活動にも取り組んでいます。これらの活動を続けていくためには、より多くの地域住民が参画し、地
域の各団体が連携するなど、活動をサポートするしくみが必要です。これからも、多くの世代が、この小学校区に「住ん
でみたい、住み続けたい」と思え、また、誰もが孤立せずに、支えあい、生き生きと暮らせるよう、地域活動が活発で、ふ
れあいのある住み続けたいまちをめざします。

曙川小学校区
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本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 172

本編の概
要掲載頁

1 181

②みんなが集い、学び、活躍できるまち

本編の概
要掲載頁

1 182

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

　曙川小学校区では、地域でのつながりの大切さを、さまざまな活動や行事を通じて実感できるよう、町会（自治会）へ
の加入や地域活動への参画につなげていくことが必要です。この校区では、地域住民が集って、学びや活動の拠点づ
くりを進めるため、コミュニティセンターのあり方を含めて検討していく必要があります。地域活動の情報を共有しなが
ら、校区の人のつながりを広げ、地域と行政が連携し、みんなが集い、学び、活躍できるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。
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③みんなで安全安心の取り組みを進めるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 110

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

消防団活性化事業 警防課
 ○各種教養訓練、厚生事業の実施

 ○現場装備品の整備
○消防団消防機械器具置場の維持管理

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　曙川小学校区は、子どもたちの安全確保のために地域ぐるみで「地域防犯マップ」の作成や、登下校時の児童の見
守り活動など防犯への取り組みを活発に行っています。また、自主防災組織や消防団などが連携し、防災の取り組み
も行われています。今後も、住民主体の防犯・防災活動が活発に行われるように、地域と行政が連携していくことが大
切です。この校区では、住宅地内の道路は道幅が狭く、子どもたちの安全安心のためにも通学路の安全確保が課題に
なっています。今後、通学路での歩行環境が確保できるような通過交通対策を講じた安全安心のまちづくりについて、
地域と行政が連携して推進するなど、みんなで安全安心の取り組みを進めるまちをめざします。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。
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④土地の有効利用を考えるまち

本編の概
要掲載頁

1 164

⑤魅力ある地域の伝統文化を継承するまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 181

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

都市計画推進事業 都市政策課
 ○地元地権者による組織形成の誘導・促進

○地元組織への支援（コンサルタント派遣、助成
金）

　曙川小学校区には、近畿財務局合同宿舎があり、国は売却の方針を打ち出しています。合同宿舎跡地の今後につい
て、魅力あふれる活用につながるよう、市は国へ働きかけを行います。また、校区内には、市街化調整区域があり、土
地利用についての検討を地域とともに進めていきます。

　曙川小学校区には、八尾市内でも有数の歴史あるまちであり、八尾木には地域の伝統文化である「八尾木つくりも
ん」が現在も地域の住民の力で伝えられています。この歴史に根づいた取り組みがこれからも後世に伝えられ、八尾市
内外へ八尾の魅力として発信し、魅力ある伝統文化を継承するまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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13.曙川南中学校区

校区のまちづくりの方向性

①災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 110

②美しい緑や玉串川のある住み続けたいまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 169

2 169

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

施策４１ 公園とまちの緑化による緑のある暮らし 公園や緑地を適正に管理し、安全で憩える空間を維持します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公園・緑地等の管理（自主
管理）

土木管理事務所 ○マナー看板設置

愛護団体による公園・緑地
等の管理推進事業

みどり課
○公園愛護団体のない公園について、地元町会等
の団体に対し、公園愛護団体の掘起こしに向けた
取り組みを実施

　刑部小学校区では、町会（自治会）を中心とした地域での自主防災活動が取り組まれています。今後、一人暮らしの
高齢者が増えることが予想されており、地域全体での自主防災組織の充実が望まれます。地域と行政が連携を図り、
自主防災組織のあり方を検討し、消防団などとも協力しあい、災害に強いまちづくりを推進し、災害に備えのあるまちを
めざします。

刑部小学校区

　刑部小学校区は、玉串川と玉串川沿いの桜並木、八尾木北第1 公園や八尾木北第2 公園などが、地域住民の憩い
の場となっています。この校区は、美化重点地域に指定されており、地区福祉委員会や町会（自治会）などが中心と
なって地域ぐるみでまちの美化活動を行っています。これからも地域と行政が連携し、地域資源を守り、地域の魅力発
信に向けた取り組みを進め、住み続けたいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

消防団活性化事業 警防課
 ○各種教養訓練、厚生事業の実施

 ○現場装備品の整備

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 172

本編の概
要掲載頁

1 177

③みんなが集い、学び、活躍できるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 120

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

　刑部小学校区では、地域住民が主体となって、子育て支援の活動や高齢者の交流事業などの取り組みを活発に行っ
ています。一方、近年、町会（自治会）への加入率が低下しています。地域でのつながりの大切さを、さまざまな活動や
行事を通じて実感できるようにすることが大切です。この校区には刑部地区集会所（小学校区集会所）があり、地域住
民が集って、学びや活動の拠点になっています。ここを拠点に、地域活動の情報を共有しながら、校区の人のつながり
を広げ、地域と行政が連携し、みんなが集い、学び、活躍できるまちをめざします。

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

玉串川沿道整備事業 土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 玉串川沿道の護岸整備および景観整備を行います。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業
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本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み
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④地域商業の活力があるまち

本編の概
要掲載頁

1 160

⑤移動しやすくみんなにやさしいまち

本編の概
要掲載頁

1 170交通まちづくり推進事業 交通対策課
○市民を対象にした交通まちづくりセミナーや交通
まちづくり懇話会の開催

施策４２ 公共交通網の充実
地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交
通利便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。

　刑部小学校区内には食料品を中心とした商業施設や商店があり、地域住民は徒歩や自転車で食料品などの買い物
ができます。今後は、地域、事業者、行政が連携して、これらの商業施設や商店の情報を広く発信していくとともに、地
域商業の活力にあふれ、にぎわいのあるまちをめざします。

　刑部小学校区西部では、鉄道駅からも遠く交通利便性が低下しています。地域の交通利便性や、公共交通機関のあ
り方などについて、地域と行政が検討し、移動しやすくみんなにやさしいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
地域の商業者と多様なまちづくり活動主体の連携の促進など
を行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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13.曙川南中学校区

校区のまちづくりの方向性

①魅力ある伝統文化を継承するまち

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

曙川東小学校区

　曙川東小学校区は、宝永元年（1704年）の大和川の付け替えののち新田として栄えた地です。この校区にはそれに
携わった人々を弔うために生まれた「講（顧）念佛踊り」が現在も伝えられています。この踊りは大正年間に中断された
時期もありましたが、平成16年（2004年）の「大和川付け替え300周年」を機に曙川東地区福祉委員会などが中心となっ
て、この伝統文化の再興への取り組みを進めています。この取り組みがこれからも続けられ、八尾市内外へ八尾の魅
力として発信し、魅力ある伝統文化を継承するまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②みんなが集い、学び、活躍できるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

本編の概
要掲載頁

1 181

　曙川東小学校区では、地域住民が主体となって、子育て支援の活動や高齢者の交流事業などの取り組みを活発に
行っています。一方、近年、町会（自治会）への加入率が低下しており、地域でのつながりの大切さを、さまざまな活動
や行事を通じて実感できるようにすることが必要です。また、校区と活動区域が異なるところがあり、今後の地域活動の
あり方について、地域と行政で検討していく必要があります。この校区には曙川東地区集会所（小学校区集会所）があ
り、地域住民が集って、学びや活動の拠点になっています。ここを拠点に、地域活動の情報を共有しながら、校区の人
のつながりを広げ、地域と行政が連携し、みんなが集い、学び、活躍できるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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③暮らしやすさを実感できるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 110

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 164

本編の概
要掲載頁

1 178

2 178
公共下水道事業（建設）
【特別会計】

下水道建設課  ○公共下水道の整備推進

　曙川東小学校区には、市街化調整区域が多く、今後、地域と行政が連携し、土地利用について検討していきます。ま
た、この校区では下水道の早期整備が望まれていることから、生活環境の改善や環境の保全のために市街化調整区
域を含めた下水道整備を計画的に進め、みんなが住みよい・住み続けたいまちづくりを推進するとともに、地域の防災
についても自主防災組織や消防団などと連携を図って取り組みを進めていきます。地域と行政が連携し、暮らしやすさ
を実感できるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公共下水道事業（計画）
【特別会計】

下水道普及課  ○公共下水道の整備推進

施策４９ 下水道事業の推進 公共下水道の整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

都市計画推進事業 都市政策課
 ○地元地権者による組織形成の誘導・促進

○地元組織への支援（コンサルタント派遣、助成
金）

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

消防団活性化事業 警防課
 ○各種教養訓練、厚生事業の実施

 ○現場装備品の整備

施策３ 災害に強い消防体制づくり 消防団活動の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④誰もが安心して出かけられるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

本編の概
要掲載頁

1 170

本編の概
要掲載頁

1 177

⑤住まいと工場が良好な関係で共存するまち

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

　曙川東小学校区は、通学路を含めて住宅地の道路は道幅が狭く、特に、子どもたちの安全安心のためにも通学路の
安全確保が課題になっています。玉串川沿道整備事業に伴う歩道整備など、通学路を含めた沿道整備を地域住民とと
もに検討します。また、誰もが安心して歩ける環境を確保するために通過交通対策を講じ、地域と行政が連携して安全
で安心なまちづくりを推進するとともに、交通利便性についても検討し、誰もが安心して出かけられるまちをめざします。

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

　曙川東小学校区には、柏原市と隣接する地域に工業地域が存在しており、市内でも有数の工業集積地域です。地域
住民の生活において、地域、事業者、行政が連携し、工業集積などを活かし、住まいと工場が良好な関係で共存するま
ちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

玉串川沿道整備事業 土木建設課
○大阪府への早期実現を働きかけると共に、沿道
の景観整備を実施

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 玉串川の護岸整備および沿道の景観整備を行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通まちづくり推進事業 交通対策課
○市民を対象にした交通まちづくりセミナーや交通
まちづくり懇話会の開催

施策４２ 公共交通網の充実
地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交
通利便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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14.東中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

　東山本小学校区では、子ども会連合会やジュニア会があり、地域ぐるみで子どもたちを育む取り組みを行っていま
す。また、子どもたちの居場所づくりとして存在するコミュニティ運動広場は地域住民によって管理されています。少子
化が進む中、今後も地域ぐるみで子どもたちを育み、子育てを支援する活動は重要です。
　また、校区内にある大阪外環状線（国道170号）から近鉄八尾駅周辺につながる道路は抜け道となっており交通量が
多く、さらに、小学校の北側の道路についても道路の幅が狭いところがあるため、通学時の交通安全の確保が必要で
す。地域と行政が連携し、子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

東山本小学校区

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の実施に向けた働きかけ

施策４０ 生活道路の整備と維持

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課  ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107

③身近な地域で支えあい、誰もがいつまでも暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

　東山本小学校区では、町会（自治会）単位で自主防災組織を結成しており、防災訓練なども積極的に行っています。
災害発生時への対応は、日ごろからの備えと近隣町会（自治会）との連携も大切です。今後も地域と行政が連携して地
域での防災に対する取り組みの充実を進め、誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまちをめざします。

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　東山本小学校区では、多世代の交流や高齢者を支える活動など、さまざまな地域福祉活動を行っています。また、東
山本まちづくりラウンドテーブルを定期的に開催しており、身近な課題や話題を共有する場になっています。少子高齢
化が進み、地域で支えあうしくみや日常生活に必要な買い物ができる環境整備などは、これからさらに重要になりま
す。地域と行政が連携して、身近な地域で支えあい、誰もがいつまでも暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導を実
 施

○自主防災組織の未結成地域には自主防災組織
の必要性と重要性を十分に説明し、防災資器材の

 整備助成等を行いながら結成を促進
○防災意識の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④恩智川のある快適で暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 164

本編の概
要掲載頁

1 176

本編の概
要掲載頁

1 178

2 178
公共下水道事業（建設）
【特別会計】

下水道建設課  ○公共下水道の整備推進

　東山本小学校区には、一級河川恩智川が流れており、地域住民にとって憩いを感じられる水空間となっています。今
後も地域と行政が連携して身近な水辺空間を守ります。また、生活環境の改善や環境保全のために、市街化調整区域
を含めた下水道整備を計画的に進め、暮らしやすいまちづくりを進めていきます。また、身近なところで農地がある一
方、資材置場などに利用されて環境や景観面で不安を感じる人々がいます。それぞれの立場の方々の意見を尊重しな
がら、市街化調整区域の見直しを検討し、快適で暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

公共下水道事業（計画）
【特別会計】

下水道普及課  ○公共下水道の整備推進

施策４９ 下水道事業の推進 公共下水道の整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

国及び大阪府事業の整備
促進

土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成
環境に配慮した恩智川の改修整備の早期完了を大阪府に働
きかけます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

都市計画推進事業 都市政策課 ○まちづくり手法の検討

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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14.東中学校区

校区のまちづくりの方向性

①子どもたちが健やかに育つまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

西山本小学校区

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

　西山本小学校区では、子ども会連合会やジュニア会があり、地域ぐるみで子どもたちを育む取り組みを行っていま
す。少子化が進む中、今後も地域ぐるみで子どもたちを守る活動は重要です。地域と行政が連携し、子育てに関する情
報や交流機会の提供などの取り組みや、安全で安心な子どもたちの居場所づくりを進め、子どもたちが健やかに育つ
まちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課  ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の実施に向けた働きかけ

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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②身近な地域で支えあい、誰もがいつまでも暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 120

本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

③誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 107自主防災組織の育成事業 地域安全課
○自主防災活動を支援し、技術的指導や防災意識
の向上を図るため啓発事業を実施

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

　西山本小学校区では、校区全体としての自主防災組織が結成され、防災訓練や防災対策マップの作成など、自主防
災活動を活発に行っています。災害発生時への対応は、日ごろからの備えが重要であり、今後も地域と行政が連携し、
自主防災組織を中心とする地域防災体制の充実を進め、誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまちをめざしま
す。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　西山本小学校区は、高齢化率が市全体の割合より高く、地区福祉委員会などが中心となって世代間交流事業など活
発な活動を行っています。今後も、福祉サービスの情報提供など高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるための
しくみの充実が大切です。誰もが気軽に集え、多くの世代の地域住民が地域活動に参画し、さまざまな活動が行える環
境整備や見守り体制についても地域と行政が連携して考えていくなど、身近な地域で支えあい、誰もがいつまでも暮ら
しやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

107



④住宅街のまちなみと玉串川の桜などの地域資源を守るまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 151

2 152

3 152

本編の概
要掲載頁

1 165

本編の概
要掲載頁

1 177

　西山本小学校区は、戸建住宅を中心とする住宅街として発展してきた地域です。今後もこの特色あるまちなみを保全
していくため、土地利用や景観形成のあり方を考えます。また、校区の玉串川沿道には桜や「八尾」を紹介する写真・モ
ニュメントがあり、地域住民だけでなく多くの人が集う名所になっています。また、沿道では、自転車の通行も多く、交通
マナーを守ることが必要です。天台院、八阪神社、山本八幡宮などの歴史的な風景も残っており、地域と行政が連携し
て、こうした地域資源を守るまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

玉串川沿道整備事業 土木建設課 ○大阪府への事業の進捗の働きかけ

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 玉串川沿道の護岸整備および沿道の景観整備を行います。

都市景観形成基本計画推
進事業

都市政策課 ○景観計画の策定

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全
良好な景観の保全・維持が図れるような取り組みを検討しま
す。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

八尾の魅力発信事業 産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

観光活動支援育成事業 産業政策課
○観光行政のあり方について検討し、観光に関す
る活動団体の支援・育成

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

地域ブランド化計画推進事
業

産業政策課 ○八尾の魅力を満載した冊子及び観光WEBの更新

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策２５ 八尾の魅力発見と発信 八尾の魅力を発信するしくみを検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤近鉄河内山本駅周辺のにぎわいのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 112

本編の概
要掲載頁

1 160

　西山本小学校区は、近鉄河内山本駅の北側に位置しており、人々が通勤や買い物など日常生活で駅の南側に行く
ためには、踏切を渡る必要があります。しかし、朝夕を中心に遮断機が下りている時間が長い状況で、府道八尾茨木
線が渋滞したり、歩行者が渡りきれないことがあります。近鉄大阪線の高架化には課題が多い状況ですが、放置自転
車対策など、河内山本駅周辺での交通安全対策について、地域、関係機関および行政が連携して進めていきます。ま
た、近鉄河内山本駅北側には商店街があります。しかし、近鉄八尾駅周辺などの大型スーパーの進出などにより、身
近な商店街は衰退傾向にあります。商店街は、市民の日常の買い物を支える存在であるとともに、まちのにぎわいにも
貢献しています。地域、行政、事業者が連携して、河内山本駅北側の商店街を中心とした、地域商業の活力にあふれ、
にぎわいのあるまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

商業まちづくり推進事業 産業政策課
○商業団体に「商業まちづくり」の認識を持ってもら
い、取り組み提案を出してもらえるような働きかけ

施策３４ 地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興
商業団体と多様なまちづくり活動主体の連携の促進などを行
います。

放置自転車対策事業 交通対策課
○近鉄河内山本駅周辺における放置自転車の移

 動保管、街頭指導の実施
○放置自転車に関する啓発活動等の実施

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策６ 市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進
駅周辺の放置自転車の移動保管活動や啓発活動に取り組み
ます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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15.亀井中学校区

校区のまちづくりの方向性

①誰もが移動しやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 170

②誰もがいくつになっても暮らしやすいまち

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 120

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導を実
 施

○自主防災組織の未結成地域には自主防災組織
の必要性と重要性を十分に説明し、防災資器材の

 整備助成等を行いながら結成を促進
○防災意識の向上を図るため啓発事業を実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

　竹渕小学校区は、市の最西端に位置し、主な公共交通機関の駅などからも離れています。地域では、市立病院への
通院や市内のイベントに参加するときなど、独自に自動車で送迎するなどの工夫をされている方もいますが、市の中央
部へ移動する際など、地域の交通利便性は極めて低く、特に自動車や自転車などの交通手段を持たない高齢者・障が
い者・妊婦、また乳幼児を育てている方などが移動するのが困難な状況です。今後とも地域の交通利便性を向上させ
るため、地域と行政が連携するとともに、地域を支援し、誰もが移動しやすいまちをめざします。

竹渕小学校区

　竹渕小学校区では、地域ぐるみでふれあい給食サービスなど高齢者の支援に取り組んできました。また、街かどデイ
ハウスや地域包括支援センターを中心に高齢者の総合的な支援を進めています。いくつになっても安心して暮らせるよ
うに、地域での見守り活動や、身近な所で高齢者福祉や介護に関する情報を得ることができ、いつでも相談ができる体
制づくりを進めます。また、この校区には、多くの外国人市民が暮らしており、高齢化が進んでいます。外国人相談など
行政によるサポートとともに、地域でも住民の相互理解やコミュニケーションを深め、多文化共生社会の実現をめざしま
す。さらに、地震発生時における避難体制や避難経路の確保など地域における防災対策を充実し、誰もがいくつになっ
ても暮らしやすいまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通まちづくり推進事業 交通対策課
○市民を対象にした交通まちづくりセミナーや交通
まちづくり懇話会の開催

施策４２ 公共交通網の充実
地域と行政が交通について考える取り組みを進め、地域の交
通利便性を向上させる移動手段などの具体化をめざします。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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本編の概
要掲載頁

1 125

2 126

3 126

本編の概
要掲載頁

1 181

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

多文化共生推進事業 文化国際課
○多言語による外国人市民への相談や情報提供
の内容の充実

施策５２ 多文化共生の推進
多言語による外国人市民への相談や情報提供などを行いま
す。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業
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③ＪＲ阪和貨物線廃線跡地の有効活用を考え、交通安全に取り組むまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 164

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

　竹渕小学校区は道幅が狭い道路が多く、緊急車両の通行に課題がある一方で、地域内を抜け道として通行する車両
も多くみられます。この校区のまちづくりを考えるに際し、ＪＲ阪和貨物線（ＪＲ関西本線八尾～ＪＲ阪和線杉本町駅間、
総延長11.3km、八尾市域分約500m）廃線跡地は貴重な資源であり、その活用・整備にあたっては、大阪市の整備計画
を考慮しながら、校区内の交通安全と道路環境の整備との両立が図られるよう、地域と行政が連携して検討していきま
す。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について交通安全対策を施し、
適切な維持管理に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

都市計画推進事業 都市政策課 ○事業手法の検討

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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④地域安全センターを拠点とし、子どもたちが健やかに育つ安全安心のまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

　竹渕小学校区では、地域ぐるみで地域安全マップの作成や子どもへの声かけ運動、安全見守り活動や青色防犯灯パ
トロールカーによる校区内巡回など、安全安心に関わる活動を継続的に展開しています。また、大阪府、八尾警察署、
地域が一体となり、地域内で防犯活動に取り組む拠点として竹渕地区集会所（小学校区集会所）に「竹渕地域安全セン
ター」が設置されています。今後も、登下校時の見守り活動を含めた子どもたちの健全育成の取り組みや子どもたちの
居場所づくりを進め、未来を担う子どもたちが健やかに育つまちをめざすとともに、地域での防犯活動が有機的に機能
し、さらに向上するよう地域と行政が連携し、安全安心のまちをめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援 地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成
 子どもたちの居場所づくりを進めます。

子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

施策１９ 地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み
地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤身近なところでスポーツに親しむことができるまち

本編の概
要掲載頁

1 156

⑥住まいと工場が良好な関係で共存するまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

本編の概
要掲載頁

1 170

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

工場立地促進事業 産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

緑化推進事業 みどり課 ○緑化啓発行事や緑化推進フェアーなどの実施

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

公園とまちの緑化による緑のある暮らし 市民・地域・事業者などとの協働により緑化を推進します。

該当施策 市の主な取り組み

　竹渕小学校区では、総合型地域スポーツクラブ「竹渕キリンキッズクラブ」を設立しており、健康づくりをはじめ体力の
保持・増進、世代間の交流、地域の教育力の向上などが図られています。また、平野川沿いをウォーキングしている人
も多く見られます。
　今後もこの活動が充実し、身近なところでスポーツに親しむことができるまちをめざします。

　竹渕小学校区には準工業地域が広がっており、中小企業のまち八尾の活力となっています。近年は転出した工場の
跡地に宅地開発が進み、ますます住宅と工場が混在したまちとなっています。まちぐるみで交通ルールの遵守およびマ
ナー向上や、防犯対策、さらに緑化への協力などにより、住まいと工場が良好な関係で共存できるまちづくりを進めま
す。
　また、ものづくりを身近に感じるとともに、子どもたちへものづくりの素晴らしさを伝えるよう、地域、事業者、行政が連
携して、活力があり暮らしやすいまちについて考えていきます。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策４１

施策№

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

総合型地域スポーツクラブ
支援事業

生涯学習スポーツ課
○総合型地域スポーツクラブが主体となり実施する
普及・啓発・指導者育成のための研修会等に対す
る支援

施策３１ スポーツ・レクリエーションの取り組み
いつでも身近なところでスポーツに親しめる活動を支援しま
す。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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15.亀井中学校区

校区のまちづくりの方向性

①ＪＲ久宝寺駅を中心とする新都市核として発展する魅力あるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 157

本編の概
要掲載頁

1 158

2 159

本編の概
要掲載頁

1 165

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

当該校区における取り組み

産業政策検討事業

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策３３ 世界に誇るものづくりの振興と発信
「ものづくりのまち・八尾」のブランドを戦略的に発信します。ま
た、住工共存のための環境整備を進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策３８ 魅力ある都市核などの充実 ＪＲ久宝寺駅周辺の都市核としての機能を高めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業

亀井小学校区

施策３２ 産業政策を活かした「まちづくり」の推進
工場・商業施設の立地誘導など八尾のものづくりと市民生活を
支える取り組みを行います。

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

関連事務事業 担当所属等

　亀井小学校区の北側には、ＪＲ久宝寺駅があり、この駅の周辺は市の新都市核として位置づけられています。JR
おおさか東線による交通利便性の向上や駅前の大規模マンションの建設などにより人口の増加が見込まれるため、
子どもたちの通学路や防犯など住環境の整備、駅周辺地域の利便性向上などを推進します。
　JR 久宝寺駅の南西側には、大阪府の流域下水道処理場である「竜華水みらいセンター」があり、その上部空間は
有効に活用され、公益・文化地区として整備が進められる方向であり、さらに西側には、市内でも有数の工業集積地
域もあります。今後、人口の増加に対応し、人が行き交い、にぎわいのあるまちづくりを進めるうえでの商業施設の充
実が望まれます。地域、事業者、行政が連携し、JR 久宝寺駅を中心とする「新都市核」として発展する魅力あるまち
をめざします。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

「ものづくりのまち・八尾」ブ
ランド化推進事業

産業政策課
○「八尾ものづくりネット」の内容充実及び、市内企
業の魅力発信

産業政策課 ○立地誘導方策の検討

竜華都市拠点地区施設管
理業務

都市整備課 ○上部利用施設の運営（民間事業者）

担当所属等 当該校区における取り組み

工場立地促進事業 産業政策課
○工場立地支援制度を活用し、工業集積の維持・
発展を促進
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②安全意識を高め交通事故をなくし、安全安心に取り組むまち

本編の概
要掲載頁

1 111

2 111

本編の概
要掲載頁

1 167

2 167

3 168

施策５ 交通事故をなくすための安全意識の高揚
警察・地域などの関係団体と連携し、交通事故防止に向けた
各種啓発活動や交通安全教育などに取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

交通安全教育推進事業 交通対策課  ○交通安全に関する啓発・教育活動等の推進

交通安全施設等整備事業 土木建設課
 ○通学路を中心とした生活道路の安全対策を実施

 ○カーブミラー、路面表示等補修・点検を実施

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

道路橋りょう新設改良事業 土木建設課 ○道路拡幅及び新設・改良工事

　亀井小学校区は国道25号をはじめ、市道竜華第367号線（竜華東西線）や府道住吉八尾線（久宝寺太田線）などに
より幹線道路の割合が大きい一方で、奈良街道など昔からの街並みが残っており狭い道路も多い地域です。また、
国道25号は市内でも交通事故が多い道路であり、国道25号からの抜け道などとして、亀井小学校西側など狭い道路
に多くの車両が進入しています。今後、子どもたちをはじめ地域住民が安全に、また安心して通学・通行できるよう、
校区全体で安全安心対策に取り組むまちをめざします。

交通安全施設等整備事業 土木管理事務所
 ○通学路安全対策実施

○カーブミラー、路面表示等補修・点検を随時実施

交通安全対策事業 交通対策課
○地域の要望等に基づく注意看板設置等交通安
全の確保に向けた取り組みの実施

施策４０ 生活道路の整備と維持
通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適切
な維持管理に努めます。
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③平野川沿道など地域資源を有効活用し、水と緑のある憩えるまち

本編の概
要掲載頁

1 172

本編の概
要掲載頁

1 176

2 176

④子どもの笑顔があふれるまち

本編の概
要掲載頁

1 134

2 135

本編の概
要掲載頁

1 141

2 141

3 141

施策４４ きれいなまち八尾の実現 地域での清掃活動などの美化推進の取り組みを促進します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

環境美化活動推進事業 環境保全課 ○まちの美化活動の推進・支援

施策４７ 治水対策と環境を意識した水環境の形成 水辺環境の向上と保全に努めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

水路整備事業 土木建設課 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

　亀井小学校区には、一級河川平野川が流れており、大阪府と八尾市が連携し、沿道は散策道としての整備が進め
られています。また、植栽などの日常的な維持管理については、地域による取り組みが行われています。今後とも地
域と行政が連携し、平野川沿道などの地域資源を活かし、水と緑のある憩えるまちをめざします。

　亀井小学校区では、青少年育成連絡協議会、PTA、福祉委員会、自治振興委員会などが連携し、地域ぐるみで子
どもたちを育むさまざまな活動が行われています。特に、子ども会では、子どもたち自身も世代間交流事業の担い手
として活躍するなど、活動は活発です。子どもたちは次世代のまちづくりの担い手でもあり、これらの活動を今後も継
続していけるように、地域と行政が連携して、子どもたちがのびのびと遊べ、子どもの笑顔があふれるまちをめざしま
す。

すくすく子ども地域活動支
援事業

青少年課 ○すくすく子ども地域活動の継続実施依頼

つどいの広場事業 保育課
 ○事業継続実施

○地域組織へのＰＲや地域活動への参加

施策２２ 次代を担う青少年の健全育成

青少年育成支援事業 青少年課 ○地区住民懇談会の継続実施依頼

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

放課後子ども教室推進事
業

青少年課 ○放課後子ども教室の継続実施依頼

 子どもたちの居場所づくりを進めます。
子どもたちの安全確保の取り組みや、地域での青少年健全育
成の取り組みを進めます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

保育課
○子育ておうえんＢＯＯＫ・子育てＭＡＰ、みらい
ねっと、子育てサークルハンドブックによる情報提
供

水路整備事業 土木管理事務所 ○水辺空間の保全と共に、愛護活動の推進を実施

施策１９
地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組
み

地域で子育てに関する相談や交流ができるように、子育て支
援拠点の運営や、子育てサークルへの支援、地域交流事業な
どを行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み
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⑤地域活動が活発で、災害に備えのあるまち

本編の概
要掲載頁

1 106

2 106

3 106

4 106

本編の概
要掲載頁

1 107

本編の概
要掲載頁

1 120

施策１ 安全なまちをつくる防犯の取り組み 地域における防犯活動を支援します。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

防犯灯整備推進事業 地域安全課 ○ＬＥＤ防犯灯の設置促進の継続

地域防犯活動支援事業 地域安全課
○地域でのパトロール、ひったくり防止カバー取り
付けの促進

防犯カメラ整備推進事業 地域安全課 ○地域や公共施設への設置促進

地域安全マップ推進事業 地域安全課 ○地域でのパトロール、見守り活動等の活動促進

施策２ 安心を高める防災力の強化
災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の支援など
に取り組みます。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

自主防災組織の育成事業 地域安全課

○自主防災活動を支援するため、技術的指導を実
 施

○自主防災組織の未結成地域には自主防災組織
の必要性と重要性を十分に説明し、防災資器材の

 整備助成等を行いながら結成を促進
○防災意識の向上を図るため啓発事業を実施

施策１３ ともに支えあう地域福祉のしくみづくり
地域の中で住民どうしのさまざまなふれあい活動や交流の機
会を充実するなど、地域福祉活動の充実のための取り組みを
行います。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

小地域ネットワーク推進事
業

地域福祉政策課
○地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動等の

 支援
○地域の住民交流事業等の開催支援

亀井小学校区では、地域住民が主体になって、防災や防犯、地域福祉などさまざまな活動を行っています。特に、防
災については、自主防災活動がさかんな地域もあり、校区全体で防災意識が高まるようにしていくことが大切です。ま
た、自治振興委員会などの地域活動の区域の一部は、校区と異なるところがあり、今後の地域活動のあり方につい

 て、地域と行政で検討していく必要があります。
　また、地域住民が気軽に集まることができる活動拠点の充実が必要な地域も見られます。さらに、今後、ＪＲ久宝寺
駅前を中心に人口が大幅に増加することが予測されるため、新たにこの校区に居住する人たちの地域コミュニティ活
動への参加を促進していくことも必要です。地域と行政が連携し、地域活動が活発で、防犯や災害に備えのあるまち
をめざします。
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1 125
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3 126

本編の概
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1 164

本編の概
要掲載頁

1 181

2 182

3 183小学校区集会所整備事業 市民ふれあい課 ○亀井小学校区集会所建設工事

自治振興委員会支援事業 市民ふれあい課
○地区自治振興委員会との連携を図りながら、町
会への加入促進活動を支援

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

コミュニティ活動支援事業 市民ふれあい課

○コミュニティ推進スタッフの配置及び地域担当制
 の実施

 ○わがまち推進計画の推進支援
○町会加入促進活動の取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

施策５４ 地域のまちづくり・地域活動への支援
地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。また、コ
ミュニティ施設の充実を検討します。

施策１４
高齢者の生きがいづくりと高齢者を支えるしくみ
づくり

地域における見守りネットワークの整備など、高齢者の見守り
体制を充実します。また、地域包括支援センターを中心とした
高齢者やその家族に対する相談体制の充実を図ります。

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域包括支援センター運
営事業【特別会計】

高齢福祉課

○地域包括支援センターの機能や役割について理
 解してもらえるように啓発を実施

○地域包括ケア体制構築のため、関係機関との連
携を強化

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

見守りネットワーク推進事
業

高齢福祉課
 ○地域住民等による定期的な訪問活動等の実施

○事業者等も加えた新たな見守りネットワークの運
用・充実化

都市計画推進事業 都市政策課 ○まちづくり手法の検討

施策３７ 土地の有効利用と都市景観の保全 計画的な土地利用について検討します。

関連事務事業 担当所属等 当該校区における取り組み

施策№ 該当施策 市の主な取り組み

地域ケア会議推進事業 高齢福祉課

 ○地域ケア会議出席機関間の連携強化
 ○地域の現状の把握

 ○地域課題の抽出
 ○情報の共有化

○高齢者の自立支援の活用
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