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（１）基本計画（地域別計画）とは

基本計画は、前期・後期の各５年間についての具体的な政策・施策を体系的に示すものであり、「地域

別計画」と「目標別計画」で構成します。

「地域別計画」は、各小学校区（地域の活動の状況に応じて中学校区）を「地域」の基本単位とし、各

地域の現状と方向性を明らかにするとともに、下記の「目標別計画」を各地域別に編集し、取りまとめ

たものです。

「目標別計画」は、基本構想における将来都市像を実現するための６つのまちづくりの目標ごとに、め

ざす暮らしの姿や役割分担、主な取り組み、指標などを示したものです。

（２）「地域別計画」の内容、「目標別計画」との関係について

「地域別計画」の内容には、防犯や防災、地域福祉など、人々の日常生活に関連するものと、基盤整備

に関するものがあります。地域での活動の状況や課題を踏まえ、地域での取り組みを「まちづくりの方

向性」にまとめ、また、方向性に関連する施策を「市の主な取り組み」として掲載しています。しかし、

それ以外の施策がその学校区に全く関連しないというものではありません。したがって、「地域別計画」

に記載されていない施策についても、全市的に施策を推進していくものについては、「目標別計画」に基

づいて全市的に取り組みを推進していきます。

なお、基盤整備に関するものについては、事業の方向性や手法などが地域の住民の日常生活、地域の

まちづくりに大きく影響すると考えられることから、学校区のまちづくりの方向性に含めて、地域とと

もに進めていくという考え方に基づき盛り込んでいます。

（３）後期基本計画（地域別計画）の策定過程について

八尾市第５次総合計画「やお総合計画2020」の基本構想では、「地域のまちづくり」は、地域の自発

性や多様性を尊重しながら充実していくこととしています。

前期基本計画（地域別計画）の策定に際しては、「地域別計画」意見交換会を開催し、地域毎に行政計

画として取りまとめましたが、その後、平成24年（2012年）から25年（2013年）にかけて、各地域

で校区まちづくり協議会が設立され、地域が主体となって作成する地域ごとのまちづくり計画である「わ

がまち推進計画」が、それぞれ平成27年度（2015年度）までを計画期間として策定されました。

そのため、平成27年度（2015年度）の後期基本計画（地域別計画）の策定に際しては、「わがまち推

進計画（第２期）」と同時期の策定となることから、平成26年度（2014年度）に開催した「八尾市総合

計画基本計画評価委員会」における提案等の議論を踏まえ、地域と行政が力を合わせ、ともに「地域の

まちづくり」を進めていくために、各地域の「わがまち推進計画」の策定の動きと歩調を合わせ、同計

画の内容と整合のとれた「まちづくりの方向性」を定めた後期基本計画（地域別計画）を策定すること

としました。
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（４）「地域別計画」の「地域」単位について

八尾市では、第１次総合計画から第４次総合計画まで、地域コミュニティについては、学校区の再編

を経ながら、その最も基礎的な単位を小学校区としてきました。市民どうしが身近な地域で交流し、地

域でさまざまな活動をする単位として概ね小学校区を設定しています。地域コミュニティは、本来、地

域住民の自発的な意思に基づいて創造されるものであり、中学校区をその活動の単位とする地域や、地

域活動区域と学校区が一致しない場合もあります。また、行政の分野によっては、中学校区を基軸に展

開している分野もあります。コミュニティセンターは、原則として中学校区単位としています。

後期基本計画（地域別計画）では、これらを踏まえ、各小学校区（地域の活動状況に応じて中学校区）

を「地域」の基本単位としつつ、中学校区を一つのまとまりとする編集をしています。

八尾市の小学校区図（平成28年度（2016年度）現在）
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ふれあいまつり 市民スポーツ祭 地域一斉清掃

（１）前期基本計画の総括

用和小学校区では、災害に強いまちづくりのため防災物品の整備のほか、地域で総合的な

自主防災訓練を実施し、住民の防災意識が高まりました。また、子育て支援のための親子で

交流できる広場の開催や交通事故防止に向けた啓発活動にも取り組んでいます。

一方、近年大型集合住宅の建設により校区人口は増えていますが、町会加入は進んでおら

ず、自治振興委員会等と連携し、地域のイベント等への参加を促しながら加入促進を図って

いく必要があります。

（２）地域力

用和小学校区では、平成24年（2012年）11月に校区まちづくり協議会が設立され、わ

がまち推進計画に防犯防災・地域福祉の２つの柱を位置づけ、防犯防災物品の整備充実と自

主防災訓練の開催により校区住民の防災意識の向上が図られています。また、「ふれあいま

つり」や「ふれあいサロン」などのイベントを通じた住民どうしの交流が促進されています。

一方、用和地区福祉委員会は、市民スポーツ祭や地域一斉清掃、一人暮らし高齢者の給食

会などを開催しています。また、用和地区自治振興委員会では、定例的に用和小学校区集会

所で地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域

での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。

これらの団体は、校区まちづくり協議会の構成団体ともなっており、校区まちづくり協議

会と連携しながら、地域の発展のための取り組みが進められています。

１．用和小学校区

防災物品の整備 防災訓練

活動紹介

前期基本計画期間（平成

23年度（2011年度）～

27年 度（2015年 度 ））

における取り組みをふり

かえり、総括しています。

校区の特色として地域活

動を紹介しています。
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用和小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、用和小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は22.0％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

27.8％、75歳以上人口は約1,560人と推計されています。

②用和小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 用和小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 5,745

人口 （人） 268,983 12,053

面積 （㎢） 41.72 0.983

人口密度 （人／㎢） 6,447 12,261

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,095

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 25.7

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,469

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.2

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

八
尾
中
学
校
区

人口推移と高齢化率（65

歳以上人口比率）の見通

しのデータを掲載してい

ます。【参考】

校区の特色として世帯数

や人口などの校区毎の

データを掲載していま

す。

人口推計は「コーホート要因法」により行っています。「コーホート要因法」とは、人口推計の手法で同年に出生した集団（コー

ホート）ごとに、その集団の一定期間における出生率や生残率、純移動率（転入割合から転出割合を引いた値）などの人口変

動割合、将来の仮定値を設定し、集団ごとの将来人口を推計する手法です。

平成 15年（2003 年）～ 20年（2008 年）9月末現在の実績人口をもとにコーホート要因法を用いて、平成 21年度（2009

年度）に推計を行っています。近年の社会動態では転出者数が転入者数を上回って（「純移動率：-0.48％」）いますが、平成

27年度（2015 年度）と平成 32年度（2020 年度）の推計値は、社会動態がゼロと仮定した場合（「純移動率：0％」）の想

定人口としています。

【参考】校区別人口の推計は、「第５次総合計画にかかる人口推計（試算）について〜人口推計の手法と結果〜」（平
成21年（2009年）8月）と同様の手法で行っています。

基
本
計
画（
地
域
別
計
画
）
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防災訓練

（3）用和小学校区のまちづくりの方向性

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まつりなど

住民どうしの交流の催しや一人暮らし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、近年新しい住宅

の建設により人口は増加傾向ですが、そのためには自治振

興委員会等とともに町会加入促進に取り組み、地域コミュ

ニティの強化や健康づくり等地域活動への参画につなげて、地域活動の担い手を発掘・

育成していく必要があります。また、校区まちづくり協議会を中心に防災物品の整備や

自主防災訓練が実施されており、今後とも地域と連携した防災対策に取り組み、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）

ます。
（施策 10：疾病予防と健康づくりの推進）

しっぺい

により住民参加の促進に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

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」を示しています。

なお、地域の特性や課題

を踏まえて方向性を示し

ているものであり、記載

されていない施策につい

ても、全市的に施策を推

進するものについては

「目標別計画」に基づい

て取り組みを進めます。

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

の施策の番号（１～ 63）

を示しています。
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ふれあいまつり 市民スポーツ祭 地域一斉清掃

（１）前期基本計画の総括

用和小学校区では、災害に強いまちづくりのため防災物品の整備のほか、地域で総合的な

自主防災訓練を実施し、住民の防災意識が高まりました。また、子育て支援のための親子で

交流できる広場の開催や交通事故防止に向けた啓発活動にも取り組んでいます。

一方、近年大型集合住宅の建設により校区人口は増えていますが、町会加入は進んでおら

ず、自治振興委員会等と連携し、地域のイベント等への参加を促しながら加入促進を図って

いく必要があります。

（２）地域力

用和小学校区では、平成24年（2012年）11月に校区まちづくり協議会が設立され、わ

がまち推進計画に防犯防災・地域福祉の２つの柱を位置づけ、防犯防災物品の整備充実と自

主防災訓練の開催により校区住民の防災意識の向上が図られています。また、「ふれあいま

つり」や「ふれあいサロン」などのイベントを通じた住民どうしの交流が促進されています。

一方、用和地区福祉委員会は、市民スポーツ祭や地域一斉清掃、一人暮らし高齢者の給食

会などを開催しています。また、用和地区自治振興委員会では、定例的に用和小学校区集会

所で地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域

での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。

これらの団体は、校区まちづくり協議会の構成団体ともなっており、校区まちづくり協議

会と連携しながら、地域の発展のための取り組みが進められています。

１．用和小学校区

防災物品の整備 防災訓練

活動紹介
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用和小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、用和小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は22.0％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

27.8％、75歳以上人口は約1,560人と推計されています。

②用和小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 用和小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 5,745

人口 （人） 268,983 12,053

面積 （㎢） 41.72 0.983

人口密度 （人／㎢） 6,447 12,261

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,095

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 25.7

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,469

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.2

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）
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八
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中
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校
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防災訓練

（3）用和小学校区のまちづくりの方向性

①地域でのふれあい交流があり、災害に備えのあるまち

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まつりなど

住民どうしの交流の催しや一人暮らし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、近年新しい住宅

の建設により人口は増加傾向ですが、そのためには自治振

興委員会等とともに町会加入促進に取り組み、地域コミュ

ニティの強化や健康づくり等地域活動への参画につなげて、地域活動の担い手を発掘・

育成していく必要があります。また、校区まちづくり協議会を中心に防災物品の整備や

自主防災訓練が実施されており、今後とも地域と連携した防災対策に取り組み、災害に

備えのあるまちをめざします。…

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

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦住民どうしの支えあいが豊かになるために、地域福祉の担い手となる人材育成や、学習会などの開催
により住民参加の促進に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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はとぽっぽ

②子どもたちが健やかに育つまち

用和小学校区では、登下校時の子ども見守り活動など子どもたちの安全確保をはじめ、

民生委員・児童委員による子育て支援活動など、地域ぐる

みで子どもを育む取り組みを行っています。しかし、近年

児童虐待やいじめ問題など子どもたちを取り巻く環境は大

きく変化しています。今後も地域と行政等とが連携して、

育児相談や食育の推進など子どもの健全な育成のための取

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。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦健康で文化的な生活と豊かで活力ある社会の実現のために、家庭、保育所、…学校園、地域などが連携
して食育を推進します。
（施策 10：疾病予防と健康づくりの推進）

（施策 23：知徳体のバランスのとれた小中学生の育成）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み

八
尾
中
学
校
区
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防災訓練 フェスタ長池 いきいきサロン

（１）前期基本計画の総括

長池小学校区では、安全安心で生き生きと暮らし続けられるまちをめざして、災害時を想

定した防災訓練を実施したほか、子どもたちの安全のために登下校時の見守り活動が続けら

れています。

また、ふれあい交流事業や一人暮らし高齢者の給食会など福祉活動にも力を入れています。

今後、高齢化が進んでいくことから緑ヶ丘コミュニティセンターや地域包括支援センター

等と連携し、住民、特に高齢者が身近で気軽に相談できる機能整備を図っていく必要があり

ます。

（２）地域力

長池小学校区では、平成25年（2013年）４月に校区まちづくり協議会が設立され、わが

まち推進計画に基づき、総合的な防災訓練や子育て支援のための「子うさぎ教室」の開催、

ふれあい交流イベントである「フェスタ長池」や「いきいきサロン」が開催されています。

一方、長池地区福祉委員会は45年以上の活動の歴史があり、市民スポーツ祭やふれあい

喫茶などでは毎回多くの参加者で賑わっています。また、長池地区自治振興委員会では、定

例的に緑ヶ丘コミュニティセンターで地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧

やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題につ

いて話し合われています。

これらの団体は、校区まちづくり協議会の構成団体ともなっており、校区まちづくり協議

会と連携しながら地域の発展のための取り組みが進められています。

２．長池小学校区

ふれあい喫茶　 一人暮らし高齢者給食会

活動紹介

八
尾
中
学
校
区
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長池小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、長池小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は20.8％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

26.7％、75歳以上人口は約1,380人と推計されています。

②長池小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 長池小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,709

人口 （人） 268,983 10,498

面積 （㎢） 41.72 0.942

人口密度 （人／㎢） 6,447 11,144

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,822

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 26.9

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,428

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.6

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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防災訓練

子うさぎ教室

（3）長池小学校区のまちづくりの方向性 

①誰もが安全で安心して住み続けられるまち 

長池小学校区では、狭い生活道路が多く、災害発生時に

は避難や救助などを行う上で課題があります。また、近年、

街頭犯罪や交通事故、詐欺などの被害も発生しています。

今後も地域と行政、関係機関が連携し、防犯防災対策や交

通安全啓発、消費者問題対策等に取り組み、誰もが安全で

安心して住み続けられるまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦消費者トラブルを未然に回避するために、消費生活問題に関する講座などを開催し、消費者教育を推
進します。
（施策７：消費者の保護と自立を支援する取り組み）

市の主な取り組み

②子どもたちが健やかに育ち、子育てのしやすいまち

長池小学校区では、通学路の見守りなど子どもたちの安全確保の取り組みをはじめ、

０歳から就園前まで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。しかし、近年

児童虐待やいじめ問題など子どもたちを取り巻く環境は大

きく変化しています。今後とも、家庭・学校・地域が連携

しながら子どもたちが健やかに育つまちをめざします。

◦…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 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦…通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み

八
尾
中
学
校
区



16

グラウンドゴルフ大会

フェスタ長池

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

④地域福祉の推進と福祉サービスにつながるまち

長池小学校区では、緑ヶ丘コミュニティセンターにおい

て、毎月一人暮らし高齢者を対象にしたふれあい給食サー

ビスや年に一度いきいきサロンを開催するなど校区内の高

齢者のふれあい交流事業を展開しています。また、緑ヶ丘

コミュニティセンターでは子どもから高齢者まで幅広い年

代の方が参加できる事業や生涯学習活動が展開されていま

す。しかし、コミュニティセンターは場所が分かりにくいなどの課題もあります。今後

もコミュニティセンターを拠点に生涯学習活動や健康づくり、地域活動が活発なまちを

めざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組みます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができるように、生きがいづくりの支援お
よび情報の提供などにより、地域で活躍する高齢者の活動を支援します。
（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）

◦身近な地域拠点であるコミュニティセンターにおいて生涯学習の場を提供します。
（施策 28：生涯学習の取り組み）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

長池小学校区では、地域住民が主体で住民どうしの交流を目的に毎月ふれあい喫茶や

年に一度の大規模なふれあい交流イベントとしてフェスタ長池を開催するなどさまざま

な活動が実施され、多くの方々が参加されています。しかし長池小学校区においても少

子高齢化が進み、一人暮らし高齢者世帯あるいは認知症や介護を必要とする世帯が増え

る傾向にあります。今後とも誰もが住み慣
な

れた地域で生き

生きと暮らし続けることができるように、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

るとともに高齢者を地域で見守るネットワークを広げるな

ど地域と行政、関係機関が連携し、適切な福祉サービスに

つながるまちをめざします。

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

市の主な取り組み
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※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
久
きゅ

宝
うほ

寺
うじ

中学校区は、市域の北西部に位置し、久
きゅ

宝
うほ

寺
うじ

小学校区と美
み

園
その

小学校区の２つの小学校区で構成

されています。

久宝寺小学校区の北側には近鉄大阪線が、南側には JR関西本線が東西に通り、西側には、大阪中央環

状線（上部は近畿自動車道）や府営久宝寺緑地、東側には桜並木のある長瀬川があります。久宝寺は、

弥生時代から中世の集落が連綿とつながる歴史のあるまちですが、特に外洋に乗り出すことのできる古

墳時代の船の一部が発見され、大陸との窓口でもあったことがうかがえます。戦国時代には、本願寺第

八代門首蓮
れん

如
にょ

が、西
さいしょうじ

証寺（のちの顕
けんしょうじ

証寺）を創建し、濠や土塁に囲まれた寺
じな

内
いち

町
ょう

が形成されました。

美園小学校区の北側と西側は東大阪市と接し、南側には近鉄大阪線が東西に通っています。校区の中

央を大阪中央環状線（上部は近畿自動車道）が縦断しており、近畿自動車道建設に伴う発掘調査では、

縄文時代から鎌倉時代にかけての遺構がみられました。特に美園古墳からは、国の重要文化財となって

いるベッド状の施設のある精巧な造りの家形埴輪が出土しました。現在は校区の西部や南部は住宅地が

広がり、北部には、製造業をはじめ数多くの事業所が立地しています。

2 久宝寺中学校区

久宝寺中学校区位置図

17

久
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中
学
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区
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世代間交流事業「桜まつり」 何でも言わん会 総合防災訓練

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

久宝寺小学校区では、地域でのパトロール、見守り活動、各種団体による啓発活動など積

極的に防犯活動を進めるほか、行政と連携しカーブミラーや防犯灯の整備を行い、通学路等

の安全確保などに取り組みました。その結果、街頭犯罪を抑制するなど地域住民の安全安心

の確保に一定程度の成果がありました。今後の課題としては、地域全体の高齢化も踏まえて

地域活動の担い手づくりを行いながら、さらなる見守り活動・健康づくり活動などの取り組

みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

久宝寺小学校区では、多くの地域団体や人々が地域発展のため、日々さまざまな取り組み

を行っています。また、それらの団体の多くは久宝寺地区の福祉やまちづくり等の各会のメ

ンバーとして、多様な活動をサポートしています。その会の一つである久宝寺小学校区まち

づくり協議会においては、世代間交流や安全安心を図る活動を進めており、久宝寺地区の活

性化を図る活動も行っています。また、久宝寺地区福祉委員会においては、地域独自の取り

組みである「何でも言わん会」の開催をはじめ、地域ぐるみで、心豊かで住みよいまちづく

りを進めるためのさまざまな活動を行っています。そして久宝寺地区自治振興委員会におい

ては、毎月、久宝寺コミュニティセンターで地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラ

シ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課

題について話し合われています。

１．久宝寺小学校区

防犯パトロール 歳末夜警
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久宝寺小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、久宝寺小学校区の人口は横ばい傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は25.4％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

31.4％、75歳以上人口は約1,800人と推計されています。

②久宝寺小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 久宝寺小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 5,141

人口 （人） 268,983 11,279

面積 （㎢） 41.72 1.745

人口密度 （人／㎢） 6,447 6,464

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,290

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 29.2

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,415

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.5

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

久
宝
寺
中
学
校
区
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安全表示の設置…

幼稚園児との交流会

（3）久宝寺小学校区のまちづくりの方向性 

①誰もが安心して外出できる整備されたまち 

久宝寺小学校区は、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生活道路に多くの車両が入ってくるという問題が

あります。車両進入禁止時間帯における通学路や生活道路での車両の通行、それに伴う

交通事故の危険性など多くの課題があり、地域では子どもたちや高齢者が安心して暮ら

すことができるように、交通マナーの啓発や交通安全表示、見守り・声かけ活動等の取

り組みに力を入れています。今後も、通学路を中心とした

安全対策や歩道のバリアフリー化、そして、地域と行政が

連携した交通安全表示の設置の取り組みなど、さまざまな

安全対策を行う必要があります。また、子どもたちが安全

に遊べる場所やスペースを確保し、子どもたちが健やかに

育ち、誰もが外出したくなるまちをめざします。…

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）…

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路の安全確保に努めます。
（施策 24：教育機会の均等）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
…（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み

②子どもを安心して健やかに育てることのできるまち 

久宝寺小学校区では、地域主体の地域子ども教室、子育て世帯の交流促進や居場所づ

くり、地域団体と子どもとの世代間交流など、地域ぐるみ

で子育て世帯を見守り、子どもたち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、子どもが地域と

つながり楽しい時間を過ごすことのできる環境づくりや、

子育て世帯が交流したり相談し合える機会の提供など、子

どもたちを安心して健やかに育てることのできるまちをめ

ざします…。

◦…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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

市の主な取り組み
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安全・安心・健康講座

③健康づくりを進めるまち

久宝寺小学校区では、健康教室や介護予防教室、医療機関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。しかし、

高齢化が進む中、一人暮らしの高齢者や介護を必要とする

高齢者など、家族や地域の支援を必要とする人が増えてい

ます。今後も、地域に根ざした健康づくり活動を支援する

一方、新たな視点での健康づくり活動にも取り組み、さら

に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。

◦…地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
…（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦高齢者が自分らしくいきいきと暮らし続けることができるよう、早い段階からの健康づくりや介護予
防の啓発に取り組みます。さらに、高齢者自らの健康づくりを支援するとともに、支援を必要とする
高齢者を元気な高齢者が支えるという住民どうしの活動の支援に取り組みます。…
（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）

市の主な取り組み

久
宝
寺
中
学
校
区
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下校時の見守り活動

④地域の交流や支えあいがあり、安全安心に取り組むまち

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、大規模な防災訓練を行っています。また、計画的な防犯カメラの設置や地

域住民による活発なパトロールの実施など、地域ぐるみで安全安心を実現するための取

り組みを行っています。さらに、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。

今後も、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必

要です。今後も、地域と行政が連携して、地域の安全安心

の実現を推進するまちをめざします…。

◦…地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）…

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

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）…

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。…
（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）…

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）…

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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ふれあい祭り 市民スポーツ祭 三世代交流グラウンドゴルフ大会

（１）前期基本計画の総括

美園小学校区では、防犯の観点からこどもを中心に誰もが安心して住むことができるまち

づくりを進めるために、市や府、警察と協力し「美園地区地域安全センター」を設置するなど、

積極的に安全安心のまちづくりを推進する活動を行いました。また、子育て支援にも力を入

れ、親子（または子どもたちと保護者）の集
つど

うことのできる場所が増えました。今後の課題

としては、交通事故の防止のための意識づけなどを中心に、誰もが安心できる住みやすいま

ちをめざすため、地域のさらなる連携強化などが求められます。

（２）地域力

美園小学校区では、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、日々さまざまな取り組み

を行っています。また、それらの団体の多くは美園地区の福祉やまちづくり等の各会のメン

バーとして、多様な活動をサポートしています。地域の結束力も強く、若い世代の人々が中

心となって地域活動を支えています。

美園小学校区まちづくり協議会においては、世代間交流や子育て支援の事業が活発に行わ

れており、子どもに対する見守りを中心とした安全安心を図る活動も盛んに行われています。

また、美園地区福祉委員会においては、さらに活発に高齢者支援の活動や市民スポーツ祭、

住民懇談会、地区人権研修など多くの活動を行っています。そして、美園地区自治振興委員

会では、毎月、久宝園集会所において地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧

やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題につ

いて話し合われています。

２．美園小学校区 

下校時の見守り活動 美園地区地域安全センター開所式

活動紹介
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美園小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、美園小学校区の人口は増加傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は19.3％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

24.3％、75歳以上人口は約1,030人と推計されています。…

②美園小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 美園小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 3,755

人口 （人） 268,983 8,425

面積 （㎢） 41.72 1.015

人口密度 （人／㎢） 6,447 8,300

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,056

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 24.4

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,231

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 14.6

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

久
宝
寺
中
学
校
区
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久宝園集会所であそぼう会

（3）美園小学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

美園小学校区は、大阪中央環状線（上部は近畿自動車道）や府道八尾枚方線、近鉄久

宝寺口駅があるなど、非常に利便性に優れた地域です。そうしたこともあり、年少人口

も多く、地域が主体となり絵本の読み聞かせや世代間交流の取り組みなどが活発に行わ

れるなど、地域ぐるみで子どもたちを育む活動が行われています。また、中央環状線が

あることで行事に参加することが難しい西部地域の子ども

たちに対しても、行政と協働し子育て支援の取り組みが行

われています。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、子育てしやすい環境づくりや、子育て

世帯が交流したり相談し合える機会の提供など、子どもた

ちが健やかに育つまちをめざします。…

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）…

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）…

市の主な取り組み
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子ども見守りパトロール

②災害に強く、安全安心で暮らしやすいまち 

美園小学校区は、市内外の各地から中央環状線に向かう車両などが集中するなど、通

学路や生活道路の交通量が非常に多い地域です。そして、大きな災害が起こったとき、

校区の西側に住む住民が分断され、十分な支援が受けられない可能性があります。そう

したことから、地域住民が主体となって、子どもたちの登下校時の見守りや声かけ運動

などがきめ細かく行われています。災害対策の面では、自主防災組織が中心となって、

校区の西部と東部に分けて、きめ細かく実践的な防災訓練を行い、大規模災害に備えて

います。さらに、街頭犯罪等を抑止することを目的として、

地域主体で防犯カメラや防犯灯の設置管理、安全ベストを

活用したパトロール等が行われています。今後も、地域と

行政が連携して、安全安心を実現するための取り組みを活

発に行い、誰もが安心して暮らすことのできるまちをめざ

します。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）…

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）…

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）……

市の主な取り組み 久
宝
寺
中
学
校
区
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給食会での健康講座

美園公園の清掃活動

③地域の交流や支えあいがあり、安心して暮らせる優しいまち

④緑あふれるきれいで整備された美しいまち 

美園小学校区では、地域住民が主体となって、ふれあい祭りなどの世代間交流の催し

や一人暮らしの高齢者の食事会、医療機関と連携した医療講座の開催など、互いに支え

あい誰もが健康に暮らすことのできる地域福祉活動を活発に行っています。しかし、高

齢化が進む中で、一人暮らしの高齢者や介護を必要とする

高齢者など、家族や地域の支援を必要とする人も増えてき

ているのが現状です。今後、さらに地域と行政が連携して、

新たな視点での健康づくり活動にも取り組むなど、地域で

の交流や支えあいがあり、いつまでも健康で安心して暮ら

すことのできるまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦高齢者が自分らしくいきいきと暮らし続けることができるよう、早い段階からの健康づくりや介護予
防の啓発に取り組みます。さらに、高齢者自らの健康づくりを支援するとともに、支援を必要とする
高齢者を元気な高齢者が支えるという住民どうしの活動の支援に取り組みます。
（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）

◦地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。
（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

美園小学校区は、綺麗に環境整備された地域です。その一番の要因は、地域主体で美

しいまちを保つための環境美化活動が常に行われているか

らです。特に、魅力的な美しい公園である美園公園や久宝

園公園は、地域住民による美化活動により美しく保たれ、

憩いの場として多くの市民に利用されています。今後も、

地域と行政が連携し、心やすらぐ緑の空間のあふれるまち

をめざします。

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

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

市の主な取り組み
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久宝寺口商店街

⑤にぎわいがあり、誰もが暮らしやすいまち

美園小学校区には、近鉄久宝寺口駅を中心に商店街が広がり、また幹線道路沿いには

さまざまな店舗があります。しかし、一方では、市内の大型店舗の影響等により、駅周

辺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、地域のつながりを支える地域コミュニティとしての役割も大きく、まちのに

ぎわいにも貢献しています。将来、さらに高齢化が進む中、

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。そうしたこと

から、今後、地域と行政、事業者が連携して、商店街の活

性化を図る取り組みを進め、にぎわいがあり、誰もが暮ら

しやすいまちをめざします。

◦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 34：地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興）…

市の主な取り組み

久
宝
寺
中
学
校
区
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龍華中学校

交番●交番●

ＪＲ関西本線

国道 25 号

●八尾市立病院●八尾市立病院

　奈
良街
道

龍華町東公園●龍華町東公園● ●地下道●地下道

春日公園
●
春日公園
●
●はくとう春日
 　(小規模特養）
●はくとう春日
 　(小規模特養）

●龍華小学校●龍華小学校

●●

●龍華中学校●龍華中学校

●樟本神社●樟本神社

こうせい苑
（グループホーム）
こうせい苑
（グループホーム）わははの和（街デイ）わははの和（街デイ）

●●
南植松公園南植松公園

●市立斎場●市立斎場

渋川踏切
●
渋川踏切
●

渋川神社●渋川神社●
●第２安中踏切●第２安中踏切

●丸全踏切●丸全踏切

●杵築神社●杵築神社●白山神社●白山神社

●永畑小学校●永畑小学校

●老原第２公園●老原第２公園

●龍華幼稚園●龍華幼稚園

●永畑幼稚園●永畑幼稚園
●安中踏切●安中踏切

●比枝神社●比枝神社

●郵便局●郵便局

●龍華コミセン・図書館・出張所●龍華コミセン・図書館・出張所

●あけぼのホーム(障がい者支援）●あけぼのホーム(障がい者支援）

●●

八
尾
街
道

八
尾
街
道

平
野
川

龍華小学校区
永畑小学校区

龍華おやこのひろば
（つどいの広場）
龍華おやこのひろば
（つどいの広場）

 ● ●

安中新田会所跡
旧植田家住宅
安中新田会所跡
旧植田家住宅

●●

きっと（障がい者支援）きっと（障がい者支援）

大聖勝軍寺大聖勝軍寺

アントレー（障がい者支援）アントレー（障がい者支援）

●●

交番

郵便局郵便局

●●　●　●
龍華こども園
（認定こども園）

●●

・ おいばら授産所（障がい者支援）
・ ライフサポートおいはら

●●

志紀分団老原分隊
           （消防団）

●●

●●●●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス
（小規模特養） 地域密着型介護老人福祉施設
 （小規模特別養護老人ホーム）

八尾駅

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
龍
りゅ

華
うげ

中学校区は、市域の南西部に位置し、龍
りゅ

華
うげ

小学校区と永
なが

畑
はた

小学校区の２つの小学校区で構成され

ています。「龍華」の名の起こりは、一つにはこの地域に奈良時代にあった龍華寺という大寺院によると

されています（龍華小学校創立百周年記念誌より）。

龍華小学校区は、校区の北側には JR関西本線が、校区中央部では国道25号が東西に、校区の東部で

は府道旧大阪中央環状線が南北に通っており、住宅地として発展してきました。歴史的には、物部守屋

厩
うま

戸
やど

皇子（聖徳太子）ゆかりの地として有名です。

永畑小学校区は、JR関西本線の南側、龍華小学校区の東側に位置します。渋川神社の大きな楠、奈良

街道をはじめ、安中新田会所跡旧植田家住宅や多くの道標、お地蔵さんなど、校区内には数多くの歴史

的な資産があります。

3 龍華中学校区

龍華中学校区位置図
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龍華小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、龍華小学校区の人口は増加傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は18.7％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

26.1％、75歳以上人口は約1,350人と推計されています。……

②龍華小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 龍華小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,664

人口 （人） 268,983 10,592

面積 （㎢） 41.72 0.782

人口密度 （人／㎢） 6,447 13,545

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,603

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 24.6

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,538

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 14.5

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

龍
華
中
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区
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自転車安全講習会

アドプト活動

（3）龍華小学校区のまちづくりの方向性 

①みんなで取り組む安全なまち

龍華小学校区では、犯罪や自然災害、交通事故など、平穏な暮らしを脅かすリスクに

対するさまざまな取り組みを行っています。校区内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

必要であり、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、防犯や防災

に関する取り組みも積極的に行っています。地域と行政が

連携し、生活に密接な情報が行き届いた安全なまちをめざ

します。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）…

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）…

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み

②気持ちよく暮らせるきれいなまち 

龍華小学校区では、地域一斉清掃の実施など、地域全体で美化活動に取り組んでいま

す。また、公園アドプト活動の活性化をはじめ、緑化意識の普及・啓発などに努めてい

ます。地域の公園は子どもの遊び場、高齢者の健康維持やレクリエーションなど地域の

憩いの場としての役割を担っています。しかし、ごみやペッ

トのフンの問題などが発生しており、利用者のマナーの向

上が必要となっています。安全で憩える空間を維持するた

めに、関係機関と協力し、暮らしのルールやマナーをきち

んと守り、誰もが気持ちよく暮らすことができるきれいな

まちをめざします。

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

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）…

市の主な取り組み
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健康講座

③いくつになっても住み良いまち

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。また、地域住民が中

心となって高齢者のつどいや健康講座、世代間交流事業を活発に行っています。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、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、そしていくつになっても暮らしやすい

まちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。…
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）…

市の主な取り組み

龍
華
中
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区
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龍華コミュニティセンター…

④コミュニティセンターを核とした地域活動や健康づくりのさかんなまち 

龍華小学校区では、龍華コミュニティセンターを拠点にして地域の各種団体等による

地域活動が積極的に展開されています。地域活動の一部に

おいては、活動区域と小学校区が異なることがありますが、

子どもから高齢者までの多世代に関わることであり、活動

区域と校区を一致することは難しい状態です。地域と行政

が連携し、引き続き、コミュニティセンターを核として、

さまざまな地域活動や健康づくりの取り組みがさかんなま

ちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）…

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）…

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）…

市の主な取り組み
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永畑小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、永畑小学校区の人口は増加傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は19.1％となっていました。…

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

26.0％、75歳以上人口は約1,410人と推計されています。……

②永畑小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 永畑小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,798

人口 （人） 268,983 11,126

面積 （㎢） 41.72 0.948

人口密度 （人／㎢） 6,447 11,736

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,732

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 24.6

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,490

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.4

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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交通安全教室…

（3）永畑小学校区のまちづくりの方向性

①安全・安心をみんなで推進するまち

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
じゅんしゅ

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。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦利便性、防災性の向上をめざして、JR八尾駅と国道 25号を結ぶ JR八尾駅前線の整備推進に取り組
みます。
（施策 39：都市計画道路などの整備）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み
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かふぇ…ながはた…（ふれあい喫茶）

②助け合いの心とぬくもりがあふれるまち 

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、健康講座、

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、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。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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歴史探索…

駅前植栽活動…

③歴史の魅力があふれ美しく活気があるまち

④JR 八尾駅と周辺の環境保全を進めるまち

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、昔の暮らしを体感で

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。…

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦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。
（施策 27：歴史資産などの保全と活用）…

市の主な取り組み

永畑小学校区には JR八尾駅があり、多くの住民がこの駅を利用しています。これま

で JR八尾駅周辺整備事業が進められ、平成25年（2013年）７月に自由通路および橋

上駅舎が完成し、また平成27年（2015年）３月に南側駅

前広場の整備が完了し、駅周辺のバリアフリー化が実施さ

れました。南側駅前広場は環境に配慮した整備が行われ、

住民の憩いの場になっていますが、一部でごみのポイ捨て

や迷惑行為が見られます。植栽帯の維持管理も含め、駅前

広場の環境保全を、地域と鉄道事業者、行政が連携して進

めます。

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）…

市の主な取り組み
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●大正分団太田分隊（消防団）●大正分団太田分隊（消防団）

ハッピー
チルドレン
保育園

ハッピー
チルドレン
保育園

ハピネス八尾
（ケアハウス)●
ハピネス八尾
（ケアハウス)●

●太田第２公園●太田第２公園

●●

●大正中学校●大正中学校

セシリア保育園セシリア保育園

大正北小学校大正北小学校●市営
　大正住宅
●市営
　大正住宅

八尾空港西側跡地八尾空港西側跡地

●マリア保育園●マリア保育園

ことほぎ（小規模特養）●ことほぎ（小規模特養）●

若林第２公園●若林第２公園●

大正コミセン・出張所・水防センター大正コミセン・出張所・水防センター

●若林第１公園●若林第１公園

●みんなの子育て
　広場八尾南
　（つどいの広場）

●みんなの子育て
　広場八尾南
　（つどいの広場）

工業団地工業団地

●郵便局●郵便局

●太田八幡宮●太田八幡宮

●●

●沼公園●沼公園

●宝殿神社●宝殿神社

●●あおぞら（老健）あおぞら（老健）

●あおぞら（包括）●あおぞら（包括）

木の本公園●木の本公園●

樟本神社
(南木の本)●
樟本神社
(南木の本)●

●大正分団木の本分隊（消防団）●大正分団木の本分隊（消防団）

●志紀学園幼稚園
   （認定こども園）
●志紀学園幼稚園
   （認定こども園）

●南木の本防災公園・体育館●南木の本防災公園・体育館

●田んぼ（街デイ）●田んぼ（街デイ）
●南木の本公園●南木の本公園

大
阪
外
環
状
線

（
国
道
17
0 号
）

大和川

大正川

平野川

地下鉄
谷町線

●八尾徳洲苑（老健）●八尾徳洲苑（老健）

●医真会八尾総合病院●医真会八尾総合病院

厚生会第一病院 ●厚生会第一病院 ●
大正北小学校区

大正小学校区

交番
●●

●
樟本神社
 (木の本)
樟本神社
 (木の本)

●●

大正小学校大正小学校
●●大正幼稚園大正幼稚園 ●●

郵便局
●●

幸寿（特養）

●●

太田第１公園

太田
第３公園
太田
第３公園

●●

●●

●●●●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（街デイ） 街かどデイハウス
（包括） 地域包括支援センター
（特養） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
（老健） 介護老人保健施設
（小規模特養） 地域密着型介護老人福祉施設
 （小規模特別養護老人ホーム）

八尾南駅 八尾空港

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

大正中学校

地域の概要
大
たい

正
しょう

中学校区は、市域南部に位置し、大
たい

正
しょう

小学校区と大
たい

正
しょう

北
きた

小学校区の２つの小学校区で構成され

ています。「大正」という名称の由来は、大正２年（1913年）に太田村と三木本村が合併新設されたおり、

当時の年号にちなみ大正村と称したことがはじまりとされています。

大正小学校区の南側には大和川が流れ、藤井寺市、松原市と接しています。また、西側には大阪市営

地下鉄谷町線八尾南駅があり、大阪市平野区と隣接しています。大和川は、宝永元年（1704年）に付け

替えが行われ、現在の流れになっています。

大正北小学校区の西側は大阪市平野区と隣接しています。また、八尾空港が、小学校区の南東側にあり、

中学校区の中央に位置しています。かつて同空港は現在の約４倍の敷地があり、小学校東側の府道旧大

阪中央環状線は、空港敷地の地下を通り、「河内地下道」と呼ばれていました。また校区一帯は歴史的に

は物部氏のゆかりの地であったと伝えられています。

4 大正中学校区

大正中学校区位置図
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声掛け運動… まち協自主防災訓練 キッズわくわくコンサート

（１）前期基本計画の総括

大正小学校区では、水防などの課題があり、地域では自主防災訓練などの取り組みがなさ

れるとともに、地域と行政との連携により、水防活動の啓発などに取り組み、水防に対する

地域の理解が深まる成果がありました。また、防犯などの課題については、地域では青色防

犯パトロールなどの取り組みがなされるとともに、地域と行政との連携により、防犯灯のＬ

ＥＤ化や防犯カメラ設置などに取り組み、防犯意識の向上の成果がありました。

今後、少子高齢化になることが見込まれることなどから、福祉委員会や校区まちづくり協

議会などと連携して、地域における交流の場づくりの取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

大正小学校区では、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、日々さまざまな取り組み

を行っています。またそれらの団体の多くは、大正小学校区まちづくり協議会や大正南地区

福祉委員会のメンバーとして参加し、さまざまな地域活動をサポートしています。…

また、大正南地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市から依頼を受けた

チラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地

域課題について話し合われています。

１．大正小学校区 

水防団と土のうづくり体験 青色防犯パトロール講習会

活動紹介
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大正小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、大正小学校区の人口は横ばい傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は16.4％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

23.8％、75歳以上人口は約1,120人と推計されています。……

②大正小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 大正小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,563

人口 （人） 268,983 10,657

面積 （㎢） 41.72 2.307

人口密度 （人／㎢） 6,447 4,619

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,352

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 22.1

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,395

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.1

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

大
正
中
学
校
区
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大正小学校区まちづくり協議会
自主防災訓練…

（3）大正小学校区のまちづくりの方向性

①安全で安心して生活できるまち

大正小学校区には、大和川が流れておりコミュニティセ

ンターと出張所を併設した水防センターを中心に、大和川

若林地区河川防災ステーションが整備されています。

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、校区の西側に集中しています。そのため、校

区東部地域では、自主防災活動の取り組みを早くから行っ

ています。また、夜間は工場街の道路に暗がりが多いこと

から、校区まちづくり協議会で青色防犯パトロールを実施し、地域ぐるみで防犯の取り

組みを行っています。さらに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、消防団や水防団、自主防災組織、校区まちづくり協議会の青パト隊など

の地域の組織と行政が連携し、安全で安心して生活できるまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）…

◦災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の活動支援などに取り組みます。また、水防センター
を活用した防災についての啓発活動を行います。
（施策２：安心を高める防災力の強化）

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

市の主な取り組み
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プレママ・親子相談・交流会

②子どもたちの未来を育むまち 

大正小学校区では、子ども会活動や子どもの登下校の見守りなど、地域住民による子

どもに対する取り組みを活発に行っています。また、コミュニティセンターでは青少年

育成活動が行われています。

子ども会活動においては、各家庭における生活スタイルの多様化により子どもたちの

参加や担い手の確保が課題となっており、子育てについては保護者が交流できる場が求

められています。

市としては、地域の子ども会活動を支援し、コミュニティ

センターや地域にある施設の活用などを行いながら、保護

者が交流できる場を増やします。また、地域の団体が行う

子育ての活動を支援します。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、

子どもたちの未来を育むまちをめざします。

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み

大
正
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河内音頭健康体操…

③誰もが健康でいきいきと暮らせるまち 

大正小学校区では、コミュニティセンターや各町会自治会の地区集会所を利用して、

高齢者ふれあい給食やふれあい喫茶などが活発に行われています。またコミュニティセ

ンターにおいても、地域団体主催の講座などを通じて健康意識の向上が図られています。

大正小学校区は地域が広く、特に交通手段が少ない高齢者や障がい者は、コミュニティ

センターまで来所しにくいという課題があります。また地域には、多くの一人暮らしの

高齢者もおられます。

今後、コミュニティセンターで行われている健康づくり

に加え、各地区集会所にも活動の輪を広げ、地域に根差し

た健康づくりの活動促進を行います。また、高齢者の見守

り活動など地域で支えあうしくみを通じ、誰もが健康でい

きいきと暮らせるまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。
（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

市の主な取り組み
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大正小学校区まちづくり協議会総会…

大和川わんど地引き網体験

④地域をみんなで支え学びあうまち

⑤緑を活かし水辺の自然とともに生きるまち

大正小学校区には、水防センターに併設された大正コミュ

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。また、コミュニティセンターは校区

の地域活動の拠点となっており、校区まちづくり協議会を

はじめ各種団体の活動に活発に利用されています。

地域活動を行う各種団体の構成員は高齢化してきており、

地域課題に応え持続可能な活動を行うために、活動を支えるための多様な人材確保の課題

があります。また、生涯学習活動においては、さまざまな学びのニーズが増えてきています。

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、地域をみんなで支え学

びあうまちをめざします。…

◦身近な地域拠点施設であるコミュニティセンターにおいて、生涯学習の場を提供します。
（施策 28：生涯学習の取り組み）…

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）…

市の主な取り組み

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、大和川わんどを中心として生物や環境

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

なっており、八尾空港を一望できるところもあります。

大正コミュニティセンターが大和川の堤防上に新しく整備されたことにより、隣接す

る公園の利用者や、堤防を通行する自転車や歩行者の方が増えてきており、一層の管理

が求められます。

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、緑を活かし水辺の自然とともに生きるまちをめざします。

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

◦市民、事業者とのパートナーシップにより、環境問題への取り組みを進め、生活環境の保全を図ります。
（施策 43：快適な生活環境づくり）…

◦水辺環境の向上をめざし、水辺環境施設の活用と維持管理に努めます。
（施策 47：治水対策と環境を意識した水環境の形成）…

市の主な取り組み

大
正
中
学
校
区
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大正小学校区内の工場街…

⑥地域の魅力を活かし発信するまち 

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あり、ものづくりの原動力です。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。また、地

域には古くから伝わる伝承音頭の「ジャイナ音頭」が引き継がれており、他にも古くか

らの地域の歴史文化があります。

このように、大正小学校区には素晴らしい地域の魅力が

たくさんあるにもかかわらず、地域住民も知らないことが

多く、まだまだ伝えきれていないところがあります。

今後は、地域や事業者、行政が連携し、地域の魅力を地

域内外に広めていくことにより、地域の魅力を活かし発信

するまちをめざします。。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦工場立地支援制度を活用し、工場集積の維持・発展に取り組みます。
◦「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。
（施策 33：世界に誇るものづくりの振興と発信）

市の主な取り組み
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ふれあい給食 防犯カメラ ＡＥＤ講習会

（１）前期基本計画の総括

大正北小学校区では、安全安心に対する意識が高く、防災面では地域と行政との連携によ

り、町会や自主防災組織単位の防災訓練に取り組み、防災に対する地域の理解が深まる成果

がありました。また、防犯などの課題については、地域では青色防犯パトロールなどの取り

組みがされるとともに、地域と行政との連携により、防犯灯のＬＥＤ化や防犯カメラ設置な

どに取り組み、防犯意識の向上の成果がありました。

今後、少子高齢化になることが見込まれることなどから、福祉委員会や校区まちづくり協

議会などと連携して、地域における交流の場づくりの取り組みを進めていくことが必要です。…

（２）地域力

大正北小学校区では、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、日々さまざまな取り組

みを行っています。またそれらの団体の多くは、大正北小学校区まちづくり協議会や大正北

地区福祉委員会のメンバーとして参加し、さまざまな地域活動をサポートしています。

また、大正北地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市から依頼を受けた

チラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地

域課題について話し合われています。

２．大正北小学校区 

防災訓練 青色防犯パトロールカー

活動紹介

大
正
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大正北小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、大正北小学校区の人口は横ばい傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は17.8％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

26.8％、75歳以上人口は約1,050人と推計されています。……

②大正北小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 大正北小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 3,721

人口 （人） 268,983 9,082

面積 （㎢） 41.72 1.709

人口密度 （人／㎢） 6,447 5,314

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,154

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 23.7

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,368

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 15.1

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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南木の本防災公園

（3）大正北小学校区のまちづくりの方向性

①安心して暮らせる安全なまち

大正北小学校区には、八尾空港があり大阪府中部広域防災拠点が隣接しています。校

区北側には、南木の本防災公園が整備されています。これらの施設は、災害発生時の重

要な拠点となります。また、校区まちづくり協議会で青色防犯パトロールを実施し、地

域で防犯の取り組みを行っています。

地域には、昔ながらの道路が多くあり、災害発生時に大きな車両が通行できない現状

があります。また、交通安全の取り組みも大切となります。

さらに、八尾空港西側跡地付近の道路など暗がりの多いと

ころもあります。

これからも、消防団、自主防災組織、校区まちづくり協

議会の青パト隊や関係機関と連携しつつ、行政と地域の適

切な役割分担のもと、安心して暮らせる安全なまちをめざ

します。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）…

市の主な取り組み

大
正
中
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区
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大正北こどもカーニバル…

悠遊の会（いきいきサロン）

②子どもたちの笑顔が広がるまち

③誰もが健康で幸せに暮らせるまち 

大正北小学校区では、子ども会活動や子どもの登下校の見守りなど、地域住民による

子どもに対する取り組みを活発に行っています。また休日や放課後には、大正北小学校

のグラウンドやプレイルームなどで青少年育成活動が行われています。

子ども会活動においては、各家庭における生活スタイルの多様化により子どもたちの

参加や担い手の確保が課題となっており、子育てについては保護者が交流できる場が求

められています。

市としては、地域の子ども会活動を支援し、地域にある

施設の活用などを行いながら、保護者が交流できる場を増

やします。また、地域の団体が行う子育ての活動を支援しま

す。これからも地域ぐるみで子どもたちを育む活動を支援す

ることで、子どもたちの笑顔が広がるまちをめざします。……

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めます。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）…

市の主な取り組み

大正北小学校区では、小学校内にあるプレイルームや各

町会自治会の地区集会所を利用して、高齢者ふれあい給食

やいきいきサロンなどが活発に行われています。また各町

会の集会所においても、高齢者向け講座などを通じて健康

意識の向上が図られています。

大正北小学校区は地域が広く、特に交通手段が少ない高

齢者や障がい者は、小学校区外にあるコミュニティセンターまで行きにくいという課題

があります。また地域には、多くの一人暮らしの高齢者もおられます。

今後、各地区集会所にも健康づくりの輪を広げ、地域に根差した健康づくりの活動促

進を行います。また、高齢者の見守り活動など地域で支えあうしくみを通じ、誰もが健

康で幸せに暮らせるまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）…

市の主な取り組み
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大正北小学校区
まちづくり協議会総会…

旧平野川河川敷遊歩道

④みんなでふれあい学びあうまち

⑤緑を活かした憩いのあるまち

大正北小学校区では、校区まちづくり協議会や福祉委員

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。また、学習意欲のある地域住民は校区外のコミュニティ

センターまで行って講座を受講しています。

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。また、生涯学習活動においては、さまざまな

学びのニーズが増えてきています。

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、みんなでふれあい学び

あうまちをめざします。……

◦身近な地域拠点施設であるコミュニティセンターにおいて、生涯学習の場を提供します。
（施策 28：生涯学習の取り組み）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）…

市の主な取り組み

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、親水利用したりすることも可能

です。

公園や遊歩道、広大な緑地があることは地域の環境にとってよいことですが、清掃や

草刈りなど管理をしなければならず、その担い手を誰がす

るのかという問題があります。地域住民は自主組織を作っ

て、これらの管理に積極的に取り組んでいます。

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。

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

◦水辺環境の向上をめざし、水辺環境施設の活用と維持管理に努めます。
（施策 47：治水対策と環境を意識した水環境の形成）…

市の主な取り組み

大
正
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区



了意橋と平野川

⑥地域の魅力があふれるまち 

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。また、地域には樟
くす

本
もと

神社をはじめ古くからの歴史文化を伝える史跡や伝承があり

ます。

このように、大正北小学校区には素晴らしい地域の魅力

がたくさんあるにもかかわらず、地域住民も知らないこと

が多く、まだまだ伝えきれていないところがあります。

今後は、地域や事業者、行政が連携し、地域の魅力を地

域内外に広めていくことにより、地域の魅力があふれるま

ちをめざします。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦工場立地支援制度を活用し、工場集積の維持・発展に取り組みます。
◦「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。
（施策 33：世界に誇るものづくりの振興と発信）

市の主な取り組み
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八尾小学校区防災訓練 八尾小校区市民スポーツ祭 広報板へのポスター掲示…

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

八尾小学校区では、校区全体としての防災への取り組みなどの課題があり、地域では、八

尾小学校区まちづくり協議会の主催により、八尾小学校区防災訓練を実施するなどの取り組

みがなされるとともに、地域と行政との連携により、安全・安心なまちづくりに取り組みま

した。各種訓練や体験等を通じて、その知識や経験が蓄積されることで、防災に対する意識

の向上が図られ、災害時、緊急時の迅速な対応が可能となるなどの成果がありました。

今後、校区の人口の構成について、一層の少子化や高齢化が見込まれることなどから、八

尾小学校区が一丸となり、市民活動団体などとも連携して、地域福祉活動などの支援の取り

組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

八尾小学校区では、平成25年 (2013年 )11月に校区まちづくり協議会が設立され、わが

まち推進計画に基づき、防犯・防災事業、広報事業および地域福祉事業などの取り組みが進

められています。

また、校区まちづくり協議会の活動以外にも、八尾小校区第一地区福祉委員会、八尾第二

地区福祉委員会および八尾第三地区福祉委員会の３つの福祉委員会とそれらの構成団体によ

り、高齢者、子育ておよび世代間交流等の地域福祉に関する事業など、日々さまざまな取り

組みが行われており、秋には、３地区が一体となって、八尾小校区市民スポーツ祭が開催され、

大勢の参加者でにぎわいます。

また、八尾地区自治振興委員会では、毎月、八尾小学校区集会所で地区委員会を開催し、

市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項のほか、地域

行事や地域課題について話し合われています。

１．八尾小学校区

ＡＥＤの模擬機を使用した救命訓練 簡易担架の作成・けが人運搬訓練…
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八尾小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、八尾小学校区の人口は増加傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は22.9％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

28.1％、75歳以上人口は約1,710人と推計されています。……

②八尾小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 八尾小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 6,010

人口 （人） 268,983 12,618

面積 （㎢） 41.72 1.075

人口密度 （人／㎢） 6,447 11,738

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,332

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 26.4

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,626

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.9

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

成
法
中
学
校
区



60

八尾小学校区
まちづくり協議会総会…

八尾小校区市民スポーツ祭
（消火訓練競技）

（3）八尾小学校区のまちづくりの方向性

①地域活動がさかんなまち 

八尾小学校区では、地域活動団体をはじめ、多くの市民

活動団体、営利・非営利法人の施設、個人商店や事業所等

が所在し、それぞれの分野でさまざまな公益的活動を行っ

ています。

一方、若い世代の参画など活動の担い手の確保に課題が

あり、今後、身近な地域でのつながりや支えあいがより重

要になってきます。

多くの方々が、八尾小学校区に誇りを持って住み続けたい、また、他の校区へ引っ越

しした方々が、もう一度八尾小学校区に住んでみたいと思えるよう、地域やさまざまな

活動主体と協力・連携し、地域活動がさかんなまちをめざします。…

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）…

市の主な取り組み

②安心して暮らせる安全なまち 

八尾小学校区では、「八尾小学校区防災訓練」をはじめと

する自主防災訓練が開催されており、「八尾小校区市民ス

ポーツ祭」では、水消火器による消火訓練を取り入れるなど、

防災訓練につながる競技が行われています。

また、子どもたちの安全確保と地域の防犯を目的に「は

ちどりパトロール」が実施されるなど、校区をあげて防犯・

防災の活動を展開しています。

地域と協力・連携し、誰もが安心して暮らせる安全なまちをめざします。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み
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校庭キャンプ

車いすの使用体験

③子どもたちが健やかに育つまち

④住み慣
な

れた地域で誰もが暮らしやすいまち

八尾小学校区では、「放課後子ども教室」、「納涼の夕べ」

および「校庭キャンプ」など、地域ぐるみで子どもたちを

育む活動が行われています。

今後、少子化が進む中、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、さらなる取り組

みが必要です。

学校・家庭・地域と協力・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、笑顔があふれるまちをめざします。…

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。…
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）…

市の主な取り組み

八尾小学校区では、「ふれあい食事サービス」、「いきいき

サロン」および「世代間交流事業」などの活動が展開され、

高齢者への見守り・声掛けなどが地域ぐるみで行われており、

多くの方々が集まる地域行事では、「車いすの使用体験」な

ども実施されています。

今後、高齢化が進む中、高齢者自身がさまざまな活動や行

事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が重要となります。

地域と協力・連携し、住み慣れた地域で誰もが健康で暮らしやすいまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
…（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができるように、生きがいづくりの支援お
よび情報の提供などにより、地域で活躍する高齢者の活動を支援します。
◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）…

市の主な取り組み

成
法
中
学
校
区
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桜ヶ丘公園…

流し節正調河内音頭の夕べ…

⑤きれいでうるおいのあるまち 

⑥豊富な地域資源を活かした魅力あふれるまち

八尾小学校区には、「本町第二公園」、「桜ヶ丘公園」、「安

中第一公園」および「光南公園」など、大小さまざまな公園・

児童遊園等が存在し、憩いの場を提供しています。

また、校区内には、「長瀬川」、「成法せせらぎの小
こ

径
みち

」といっ

た水辺環境があります。

このような公園・河川・道路等を美しく保ち、誰もが気

持ちよく生活できるよう、地域と協力・連携し、きれいでうるおいのあるまちをめざし

ます。…

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

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

◦水辺環境の向上をめざし、水辺環境施設の活用と維持管理に努めます。
（施策 47：治水対策と環境を意識した水環境の形成）…

市の主な取り組み

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
じないちょう

内町が形成されるなど、歴史資源が豊富です。

また、この地で生まれた「流し節正調河内音頭」は、今も

地域の方々によって唄われ、踊り継がれています。

一方、買い物や娯楽など、市民生活の中心的役割を果たし

てきた商店街は、駅の移転により人の流れが変わり、にぎわいが失われていますが、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。

豊富な地域資源を活かし、地域・事業者と協力・連携して、誰もが暮らしやすく、訪

れやすい魅力あふれるまちをめざします。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦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 34：地域に根ざし、貢献する商業の育成と振興）…

市の主な取り組み
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ふれあい喫茶… 安中フェスタ… 高齢者食事会…

（１）前期基本計画の総括

安中小学校区では、自動車や自転車などの交通量が多く、子どもの登下校時における安全

確保などの課題があり、地域では地域住民による見守り活動などの取り組みがされるととも

に、地域と行政との連携により、通学路の安全点検や自転車の交通安全教室などに取り組み、

安全対策の向上などの成果がありました。今後、安全で安心な地域づくりにおいては、防犯

対策に加えて地域防災力の向上が重要となることから、各種団体などと連携して、自主防災

組織の強化や防災訓練など防災対策の取り組みを進めていくことが必要です。…

（２）地域力

平成24年（2012年）11月に設立された安中小学校区まちづくり協議会では、わがまち

推進計画に基づき、校庭キャンプやふれあい喫茶、安中フェスタなど、子どもの育成や住民

どうしの交流の場づくりのための取り組み、こども交通安全教室や登下校の見守り活動など、

安全安心のまちづくりに向けた取り組みが進められています。

多くの地域の方々や各種団体が地域発展のため、日々さまざまな取り組みを行っています。

団体の多くは安中小学校区まちづくり協議会や安中地区福祉委員会のメンバーで構成されて

おり、校区まちづくり協議会の取り組みをはじめ、市民スポーツ祭、高齢者食事会などの活

動をサポートしています。

また、安中地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市からの情報伝達や依

頼案件、地域での伝達事項の周知などを行っているほか、毎年、高齢者の孤立問題や地域防

災などさまざまなテーマの研修を行っています。

２．安中小学校区  

登下校の見守り活動 こども交通安全教室

活動紹介

成
法
中
学
校
区
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安中小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、安中小学校区の人口は横ばい傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は19.5％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

27.8％、75歳以上人口は約1,330人と推計されています。……

②安中小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 安中小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,832

人口 （人） 268,983 10,422

面積 （㎢） 41.72 0.842

人口密度 （人／㎢） 6,447 12,378

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,702

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 25.9

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,282

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.3

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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校庭キャンプ…

（3）安中小学校区のまちづくりの方向性

①子どもたちを地域ぐるみで見守り育てるまち  

安中小学校区では、地域で子どもを見守り育む取り組み

が熱心に行われており、登下校の見守りなど日々の活動や、

校庭キャンプ、子ども会１日体験といった子どもたちが参

加できる行事など地域と学校が協力して数多くの活動を

行っています。しかし、小学校区内にはJR八尾駅があり、車、

自転車の交通量が多く、子どもがのびのびと遊ぶことので

きる場所の確保が課題となっています。

現在の活発な取り組みをはじめ、子どもの健やかな成長の支援、保護者の支援を継続

し、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、子どもたちを地域ぐるみで見守り育てるまちをめざします。…

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）…

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。…
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）…

市の主な取り組み

成
法
中
学
校
区
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②住み慣
な

れた地域で誰もが健康で暮らしやすいまち 

いきいき体操教室

安中小学校区では、一人暮らしの高齢者を対象とした昼

食会など地域ぐるみで高齢者を見守る活動とともに、校区

集会所でのふれあい喫茶、元気な仲間の敬老会など高齢者

が集
つど

う場も多くあります。また、小学校校庭を活用したグ

ラウンドゴルフ大会やいきいき体操教室など健康づくりに

対する活動も活発に行っています。

しかし、高齢社会を迎える中、健康への関心を深め、地域ぐるみで支えあうための裾

野を広げていく活動が重要です。今後も校区担当の地域包括支援センターと連携を取り、

高齢者や障がいのある人に関心を持つ人が増えるよう、互いに支えていく取り組みを進

め、住み慣れた地域で誰もが健康で暮らしやすいまちをめざします。…

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
…（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦市民の障がい者（児）に対する理解や交流を深めるべく、障がいに対する教育啓発活動の充実および
交流の促進に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）……

市の主な取り組み
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リンリンパトロール…

地域一斉清掃活動…

③みんなでつくる安全安心のまち 

④お互いに笑顔でふれあうまち 

安中小学校区には、JR八尾駅前をはじめ、車・自転車とも通行量の多い道路があり、

通学路には地域住民が立つなど見守りを進めるとともに、子ども交通安全教室を開催し

交通ルールやマナーの啓発に取り組んでいます。また、子どもや女性が犯罪に巻き込ま

れないよう、地域を自転車でパトロールをする試みもはじめ、子どもたちの安全確保と

地域の防犯活動に積極的に取り組んでいます。

救命救急講習会を開くなどの取り組みは行っていますが、

今後安全で安心なまちづくりには、自主防災組織の強化が

必要です。災害発生時に備えて、校区全体で非常時に対応

できるよう、防災訓練などの参加者を増やし、防災意識、

知識の向上に向けた取り組みを進め、みんなでつくる安全

安心のまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み

安中小学校区では、さまざまな地域団体が連携、協力することで、地域コミュニティ

の醸成を図っています。美化活動もその一つであり、安中小学校や JR八尾駅周辺など

校区内で一斉清掃を行い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。しかしながら、たばこのポイ捨てやペットマナー

に対する苦情が多く、引き続き啓発活動が必要です。…

また、地域コミュニティ活動を活性化するには、多くの人

が地域活動に関心をもつことが重要です。町会や子ども会へ

の加入などにより地域活動に携わる人が増え、お互いに笑顔

でふれあうまちをめざします。

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実

市の主な取り組み
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安中フェスタ…

⑤きずなで広げる地域の輪 

安中小学校区は、旧大和川の付け替えにより新田が開墾

された地域が中心となってまちが形成されてきました。現

在は JR八尾駅の機能更新により周辺が整備され、交通の便

にも恵まれた地域となっています。まちの推移を伝え、継

承することが地域への愛着を持つ契機となります。歴史な

どの伝承に世代間交流は重要な役割を果たします。安中小

学校区では校区全体の世代間交流を促進するイベントとして安中フェスタを開催してい

ます。すべての住民が参加できる行事であり、地域が一つになるイベントとなっていま

す。今後はこのイベントを契機として地域と関わりを持つ人材が育つことを期待してい

ます。

地域住民が繋がりをもち、次の世代へも地域の連帯が続くよう、きずなで地域の輪を

広げています。…

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）…

市の主な取り組み
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南高安中学校

●●
●来迎寺墓地●来迎寺墓地●●

　●　●

　●
母木保育園
　●
母木保育園

●恩智神社●恩智神社

●恩智会館●恩智会館

●恩智城址公園●恩智城址公園

●天王の森●天王の森
●●

●郵便局●郵便局
●大畑山青少年野外活動センター（アクトランドYAO）●大畑山青少年野外活動センター（アクトランドYAO）
●大阪市立大畑山苑（特養）●大阪市立大畑山苑（特養）

●岩戸神社●岩戸神社
●高座神社●高座神社

南高安小学校グランド南高安小学校グランド
●●

●市民の森●市民の森

 ●南部低区配水池
　 （災害時応急給水設備設置）
 ●南部低区配水池
　 （災害時応急給水設備設置）

　　　　●
南高安中学校
　　　　●
南高安中学校

●郵便局●郵便局

　●
教興寺第１公園
　●
教興寺第１公園

●教興寺第２公園●教興寺第２公園

●●

●●

●
黒谷会館
●
黒谷会館

　●　●

●権現社●権現社

●陽卉会館●陽卉会館

近
鉄
西
信
貴
ケ
ー
ブ
ル
線

●南高安分団南部分隊（消防団）●南高安分団南部分隊（消防団）

近
鉄
信
貴
線

旧
国
道

　号
170

大
阪
外
環
状
線

　（
国
道

　号
）

170

恩
智
川

南高安小学校区

近
鉄
大
阪
線

マリア高安保育園マリア高安保育園

教興寺会館

南高安分団北部分隊(消防団）南高安分団北部分隊(消防団）一里塚一里塚 ●●

●● ●●

垣内共同墓地

●●

垣内公園垣内会館

子守社 ●●
●●

めだかのがっこう
（つどいの広場）
めだかのがっこう
（つどいの広場）●●
南高安小学校南高安小学校

南高安幼稚園南高安幼稚園
南高安出張所・コミセン

●●
●●
●●

恩智中町公園恩智中町公園

南高安分団中部分隊（消防団）南高安分団中部分隊（消防団）

恩地左近満一墓恩地左近満一墓

●●●●

ふれあい農園ふれあい農園

八尾翠翔高校八尾翠翔高校

八王子神社

◆凡例（施設種類の略称）◆
（特養） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

高安山駅

口駅

山
信
貴

高
安
駅

恩
智
駅

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
　南
みなみたかやす

高安中学校区は、南
みなみたかやす

高安小学校区の１つの小学校区で構成されています。

南高安中学校区は、市域の南東部にあり、校区の南側は柏原市に隣接し、大阪外環状線（国道170号）

と近鉄大阪線が南北に通っています。また校区内には一級河川恩智川が南から北に向かって流れ、東側

には生駒山
さん

麓
ろく

が南北に連なっています。大阪府指定史跡である天王の森を中心に広がる弥生時代の大集

落があり、多くの土器や石器が見つかっています。また、市指定史跡である一里塚や南北朝時代の楠木

正成の家臣の一人と伝えられる恩地左近満一墓があります。…

6 南高安中学校区

南高安中学校区位置図南高安中学校
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夜店祭 はとぽっぽ 給食サービス

（１）前期基本計画の総括

南高安小学校区では、地域の健康づくりについて成人病予防会の健康に関する会報誌が発

行されるとともに、地域と行政の連携による住民の健康診査の取り組みで生活習慣病の予防

などの成果がありました。また、土砂災害の危険箇所があり、地域と行政が連携し防災マッ

プの作成や防災訓練を行い、防災意識向上の成果がありました。

今後、高齢化が見込まれるなか健康づくりの取り組みが継続されるように成人病予防会な

どと連携し、若い世代の健康意識の向上を図る取り組みを進めていくことが必要です。…

（２）地域力

南高安小学校区では、平成24年（2012年）12月に校区まちづくり協議会が設立され、

わがまち推進計画に基づき、住民の安全・安心や地域の交流、地域での健康づくりなどの取

り組みが進められています。また、校区まちづくり協議会の活動以外にも、地域の多くの団

体や人々が地域発展のため、日々さまざまな取り組みを行っています。それらの団体の多く

は南高安地区福祉委員会のメンバーとして参加し、地域住民参加のもと、地域一斉清掃や市

民スポーツ祭などさまざまな行事が行われています。

また、南高安地区自治振興委員会では、毎月、南高安コミュニティセンターで地区委員会

を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の

周知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。…

１．南高安小学校区

集団健診… 防災訓練

活動紹介
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南高安小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、南高安小学校区の人口は横ばい傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は20.6％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

28.5％、75歳以上人口は約2,080人と推計されています。…

②南高安小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 南高安小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 6,413

人口 （人） 268,983 15,343

面積 （㎢） 41.72 4.44

人口密度 （人／㎢） 6,447 3,456

65 歳以上人口 （人） 72,295 4,134

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 26.9

14 歳以下人口 （人） 34,723 2,139

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.9

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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集団健診

（3）南高安小学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  

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、大阪がん循環器病予防センター

や大阪大学との連携により、地域住民のための健康診査が

長年にわたり実施されています。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い

ます。また、八尾市全域と比較しても全体の医療費を抑えることができており、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。

健診においては受診者数の減少がみられることから、若い世代への受診の働きかけや

協力が求められています。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。…

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
◦地域住民が健康課題に早期に気づき対応できるよう、健診の受診意識を高め、受診率の向上を図りま
す。
◦地域住民の健康課題の早期発見と対応ができるよう、健康リスクが高い地域住民に健康教育および健
康相談や生活習慣改善のための訪問指導を行います。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

市の主な取り組み



73

敬老祝寿式

②地域で交流のある心のふれあうまち  

南高安小学校区内には坂道が多く、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。高齢者の身近な総合相談窓口として地域包括支援センターの

役割は重要です。南高安小学校区では、校区まちづくり協議会や地区福祉委員会など各

種団体の地域活動が活発に行われていますが、地域活動が

継続されるためには、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となります。これか

らも地域と行政が連携、協力しながら、高齢者をはじめと

した地域住民が日常生活上の不便を感じることなく、地域

で交流のある心のふれあうまちをめざします。…

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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、持続性の向上をめざします。
（施策 42：公共交通網の充実）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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南高安地区こどもまつり

③子どもの笑顔があふれる若い力を育てるまち 

南高安小学校区では、「南高ひろば」、「南高安地区こどもまつり」、「夜店祭」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地域活

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が行われています。ま

た、地域全体を対象とした南高安地区こども会が立ち上げられ、活発に活動が行われて

います。乳幼児と保護者が気軽に交流できるつどいの広場

も設置・運営されています。

地域の活動が継続されるためには、担い手の確保が大切

となります。これからも地域と行政が連携、協力しながら、

南高安の未来を担う子どもの笑顔があふれる若い力を育て

るまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み
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防災訓練…

農地（枝豆の栽培）

④地域住民の安全・安心をめざすまち 

⑤地域の魅力があふれるまち

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。また、生活環境の改善や環境

の保全のために、下水道の早期整備が望まれています。

そのためには、土砂災害などの自然災害に備える体制づ

くりが大切となります。市では、地域における災害の特徴

と災害リスクの周知に努めてきました。今後は、自主防災

組織や消防団などの各種団体と行政が連携、協力しながら、防災体制の充実を図ります。

また、市街化調整区域を含めた下水道整備を計画的に進め、地域住民が安全・安心であ

るまちをめざします。…

◦災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の活動支援などに取り組みます。また、土砂災害等の
防災についての啓発活動を行います。
（施策２：安心を高める防災力の強化）

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）

◦災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

◦公共下水道の整備を進めます。
（施策 49：下水道事業の推進）

市の主な取り組み

南高安小学校区では、枝
えだ

豆
まめ

・若ごぼうの栽培などの農業が

さかんで、自然環境や歴史資産にも恵まれている地域となっ

ています。

農業については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。これからも地域と行政が連携、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

域の魅力があふれるまちをめざします。また、八尾市民、地域住民の憩いの場として名所・

旧跡を巡る散策道の設置など、市民が憩えるような地域の魅力があふれるまちをめざし

ます。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦ハイキング道の整備、里
さと

山
やま

保全に向けた取り組みを行います。
（施策 26：自然的資源の保全）

◦農産物のブランド化や意欲ある担い手に農地利用を進めるなど農業振興の取り組みを行います。
（施策 35：味

みりょく

力をうみだす農業の振興）

市の主な取り組み

南
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高安中学校

●法蔵寺●法蔵寺

●楽音寺会館●楽音寺会館

　　　　　　　●
 しおんじやま古墳学習館
　　　　　　　●
 しおんじやま古墳学習館

大竹会館・高安分団北部分隊
（消防団）
大竹会館・高安分団北部分隊
（消防団）
●● ●神立第二会館●神立第二会館

●玉祖神社●玉祖神社

●神光寺●神光寺

●来迎寺●来迎寺

●佐麻多度神社●佐麻多度神社

●郡川会館●郡川会館

服部川八幡宮
　　●
服部川八幡宮
　　●

ラボーロ（障がい者支援）ラボーロ（障がい者支援）

近
鉄
西
信
貴ケーブル線

近
鉄
西
信
貴ケーブル線

●服部川公民館●服部川公民館

●山畑会館・
　高安分団中部分隊（消防団）
●山畑会館・
　高安分団中部分隊（消防団）

信貴の里（包括・特養）信貴の里（包括・特養）

●高安幼稚園●高安幼稚園

●●千塚こども園
（認定こども園）　
千塚こども園
（認定こども園）　

中高安台会館中高安台会館

旧高安中学校●旧高安中学校●

●千塚会館●千塚会館

大窪会館大窪会館

郵便局
●
郵便局
●

交番
●
交番
●

悠久苑（老健）悠久苑（老健）

高安山気象レーダー●高安山気象レーダー●

●水越公園●水越公園

●シャボン玉（つどいの広場）●シャボン玉（つどいの広場）

●●

●● ●●

●●

●●
●●

北部低区配水池（災害時応急給水設備設置）北部低区配水池（災害時応急給水設備設置）
クリエイトしき（障がい者支援）クリエイトしき（障がい者支援）

四季の森工房ほっこり（障がい者支援）四季の森工房ほっこり（障がい者支援）

●貴島病院本院（療養(一部））●貴島病院本院（療養(一部））
●ノーブル楽音寺（老健）●ノーブル楽音寺（老健）

●四季の森（障がい者支援）●四季の森（障がい者支援）

●高安分団東部分隊(消防団）●高安分団東部分隊(消防団）

●高安分団南部分隊（消防団）●高安分団南部分隊（消防団）

　　　●
ピュア（特養）
　　　●
ピュア（特養）

●しきファーム(障がい者支援）●しきファーム(障がい者支援）

近
鉄
信
貴
線

旧
国
道

　号
170

大
阪
外
環
状
線

　
　（
国
道

　号
）

170

高安小学校区

●●

障害者・児生活支援センター
「あっぷる」
（障がい者相談支援事業所）
・つくしんぼ作業所（障がい者支援） ●●

寿光園（包括・特養
・地域密着型特養）

●●
大阪経済法科大学

●●

水越会館 神立共同墓地神立共同墓地

四季の森工房ゆいまぁる
（障がい者支援）
四季の森工房ゆいまぁる
（障がい者支援）

水呑地蔵
府民の森
みずのみ園地
府民の森
みずのみ園地

都夫久美神社都夫久美神社

旧北高安小学校旧北高安小学校

●●

里の風（障がい者支援）
ぽぽろ（障がい者相談支援事業所）
ステラ（障がい者支援）
どれみ（障がい者支援）

里の風（障がい者支援）
ぽぽろ（障がい者相談支援事業所）
ステラ（障がい者支援）
どれみ（障がい者支援）

●●
施設一体型高安小学校

・高安中学校 ●●

消防署高安出張所 ●●
高安出張所・コミセン・歴史民俗資料館高安出張所・コミセン・歴史民俗資料館

●●

●

●●

医真会
八尾リハビリテーション病院 　●　●

高安受水場
（災害時応急給水設備設置）

●●

愛光園
（障がい者支援）

　●　●

しあわせの郷（特養）
しあわせの郷 和卯（地域密着型特養）
しあわせの郷（特養）
しあわせの郷 和卯（地域密着型特養）

●●

●●
高安の郷
（特養）
高安の郷
（特養）

　●　●

旧中高安小学校

●●

●●

●●

●●

●●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（包括） 地域包括支援センター
（特養） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
（老健） 介護老人保健施設
（療養） 介護療養型医療施設
（地域密着型特養） 地域密着型介護老人施設
 （地域密着型特別養護老人ホーム）

服
部
川
駅

高安山駅

口駅

山
信
貴

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
高
たか

安
やす

中学校区は、中
なか

高
たか

安
やす

小学校区と北
きた

高
たか

安
やす

小学校区で構成されていましたが、平成28年度（2016年度）

から施設一体型小・中学校が開校しています。地区の福祉委員会や自治振興委員会などの活動は、元よ

り中学校区が基本となっています。

高安中学校区は、市域の東部に位置し、校区の北側は東大阪市に隣接し、東側は生駒山系の山々が連

なり大阪府と奈良県との境をなしています。西側は大阪の南北をつなぐ主要幹線道路である大阪外環状

線（国道170号）が南北に通っています。

校区内には国史跡心
し

合
おん

寺
じ

山
やま

古墳を中心とする楽音寺・大竹古墳群や200基以上の古墳で形成される国

史跡高安千
せん

塚
づか

古墳群があります。自然環境に恵まれ昔ながらの街なみが色濃く残っている地域です。

7 高安中学校区 

高安中学校区位置図
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AED 普及啓発… 高安の里マラソン大会 市民スポーツ祭

（１）前期基本計画の総括

高安中学校区では、自然災害対策などの課題があり、地域では防災訓練や災害用備蓄など

の取り組みがされるとともに、地域と行政の連携により土砂災害を想定した総合防災訓練や、

ため池や水路などの調査、整備に取り組み、災害時の備えや防災意識向上などの成果があり

ました。また、少子化による学校の小規模化などの課題については、地域では校区全体の子

どもを対象とした行事などの取り組みがされるとともに、地域と行政の連携により、施設一

体型小・中学校の設置に向け、意見交換会や通学路の安全対策に取り組み、教育環境の充実

や地域ぐるみの子育ての機運が高まりました。

今後、人口減少、少子高齢化が一層進行することが見込まれることから、地域内の各種団

体などと連携して、自然や歴史文化、学校施設跡地などの豊かな地域資源を最大限活用した

地区全体のまちづくりの取り組みを進めていくことが必要です。…

（２）地域力

高安中学校区では、平成24年（2012年）11月に校区まちづくり協議会が設立され、わがま

ち推進計画に基づき、AED普及啓発や防災対策として訓練や備蓄、青少年健全育成としてスポー

ツ大会やふれあい祭り、防犯対策として防犯カメラ設置などの取り組みが進められています。

また、校区まちづくり協議会の活動以外にも、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、日々

さまざまな取り組みを行っています。それらの団体の多くは高安地区福祉委員会のメンバーとし

て参加し、福祉委員会の活動をサポートしています。高安地区福祉委員会は事務局制度をとっ

ており、各地区から選出された事務局員を中心に各行事などが積極的かつ円滑に進められていま

す。…

高安地区自治振興委員会では毎月地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポ

スター掲示などの案件のほか、地域での伝達事項の周知や課題について話し合われています。…

１．高安中学校区 

自主防災訓練 高安子どもオリンピック

活動紹介
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高安中学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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実績 推計（転出入が均衡した場合の想定人口）

①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、高安中学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は27.1％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

33.0％、75歳以上人口は約1,540人と推計されています。……

②高安中学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 高安中学校区

世帯数 （世帯） 121,528 3,938

人口 （人） 268,983 8,584

面積 （㎢） 41.72 8.516

人口密度 （人／㎢） 6,447 1,008

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,868

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 33.4

14 歳以下人口 （人） 34,723 818

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 9.5

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

高
安
中
学
校
区
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あなたのまちの健康相談

（3）高安中学校区のまちづくりの方向性

①活気があふれる元気なまち   

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く、さらに、公共施設

や商業施設が少ない地域です。

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。また、学校跡地などの公有財産が増えてき

ており、これら地域資源の有効活用を図ることが必要です。

…市では、身近なところでのさまざまな相談や、地域活動

への支援を行っており、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、健康でいくつに

なっても誰もが住み続けたい、活気があふれる元気なまち

をめざします。…

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦地域の実情に応じた土地利用の推進に取り組みます。
（施策 37：土地の有効利用と都市景観の保全）

◦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、持続性の向上をめざします。
（施策 42：公共交通網の充実）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み



81

八尾市総合防災訓練…

②安全・安心で住みよいまち   

高安中学校区は、高安山の麓に位置しており、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。さらに、近年では短時間に局地的な大雨が増加す

る傾向にあります。…

この校区では、地域での防災への意識は高く、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っています。また、各町会単位でも防災訓練や救命講習など

が行われています。

市では、土砂災害を想定した総合防災訓練を当校区で実

施するなど、防災意識や対応力の向上を図っています。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、安全・安心で住みよいまちを

めざします。…

◦災害発生時を想定した行動訓練や自主防災組織の活動支援などに取り組みます。また、土砂災害等の
防災についての啓発活動を行います。
（施策２：安心を高める防災力の強化）

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）

市の主な取り組み
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高安山

③美しい自然と歴史のまち    

高安中学校区は、自然と農村集落としての里
さと

山
やま

の風景に恵まれており、国史跡である

心
し

合
おん

寺
じ

山
やま

古墳や高安千
せん

塚
づか

古墳群など数多くの史跡や文化財が残されています。それらを

活用すべく、歴史民俗資料館やしおんじやま古墳学習館などの公共施設が設置されてい

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

あります。さらに、能楽との関わりも深く、校区内にある玉
たまの

祖
おや

神社は「高安流」発祥の

地であるとも言われています。

これらの自然や環境をテーマとする活動も活発に行われており、近年では歴史文化に

関するイベントなどの開催や、健康志向を受けてハイキングを楽しむ人が増えています。

また、環境保全のために下水道の早期整備が望まれていま

す。

市では、文化財の保全や農業の振興など地域の魅力発信

に取り組んでおり、地域と行政が連携して、これらの貴重

な地域資源を活かした美しい自然と歴史のまちをめざしま

す。…

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦ハイキング道の整備、里山保全に向けた取り組みを行います。
（施策 26：自然的資源の保全）

◦国史跡に指定された高安千塚古墳群の保全と活用に取り組みます。また、歴史民俗資料館やしおんじ
やま古墳学習を通じて、地域の歴史を伝えるとともに、史跡や文化財の情報を発信します。
（施策 27：歴史資産などの保全と活用）

◦八尾の地域文化の魅力発信に取り組みます。
（施策 30：芸術文化の振興）

◦農産物のブランド化や意欲ある担い手による農地利用を進めるなど農業振興の取り組みを行います。
（施策 35：味

みりょく

力をうみだす農業の振興）

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

◦公共下水道の整備を進めます。
（施策 49：下水道事業の推進）

市の主な取り組み
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声掛け運動

④子どもの笑顔があふれるまち    

高安中学校区では、少子化により学校の小規模化が進ん

でいます。また、子ども会などの活動も縮小してきています。

地域では中学校区すべての子どもを対象にした行事の開

催や、地域と学校が一体となった取り組みが活発に行われ

ています。…

市では、施設一体型小・中学校を設置し、教育環境の充

実を図るとともに、子育て支援や通学路の安全確保、自然豊かな環境を活かした取り組

みなどを行い、地域ぐるみで子どもの笑顔があふれるまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路の安全確保に努めます。
（施策 24：教育機会の均等）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み

高
安
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学
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曙川中学校

●小阪合公園●小阪合公園 ●郵便局●郵便局

●阪合神社●阪合神社

山本南保育所●山本南保育所●
●山本町南公園●山本町南公園
●五月橋保育所●五月橋保育所

南山本幼稚園●南山本幼稚園●
●●

●曙川中学校●曙川中学校

●山本球場●山本球場

山本町南第２公園●山本町南第２公園●

●高井公園●高井公園

　●
交番
　●
交番

●東山本新町第２公園●東山本新町第２公園

●八尾平和幼稚園●八尾平和幼稚園

●高安町南公園●高安町南公園

●高安西小学校・
　小学校区集会所
●高安西小学校・
　小学校区集会所

●●

ぽっかぽか
（つどいの広場）
ぽっかぽか
（つどいの広場）

大
阪
外
環
状
線

（
国
道
17
0 号
）

近鉄大阪線

近鉄信貴線

南小阪合公園●南小阪合公園●

●茶の間（街デイ）●茶の間（街デイ）

府道大阪港八尾線
●吾亦紅（障がい者支援）●吾亦紅（障がい者支援）

府
道
八
尾
茨
木
線

恩
智
川

玉
串
川

楠
根
川

南山本小学校区

高安西小学校区

南山本小学校・
小学校区集会所
南山本小学校・
小学校区集会所

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス

河内山本駅

高
安
駅

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
曙
あけ

川
がわ

中学校区は、市域のほぼ中央部に位置し、南
みなみ

山
やま

本
もと

小学校区と高
たか

安
やす

西
にし

小学校区の２つの小学校区で

構成されており、最寄り駅は居住地によって、近鉄河内山本駅および近鉄高安駅です。

南山本小学校区は、校区の北から東にかけて近鉄大阪線が通っており、河内山本駅周辺は、本市の都

市核の「副次核」として位置づけています。また、府道八尾茨木線が南北に、府道大阪港八尾線が東西

に走っています。駅周辺以外の地域ではほとんどが住宅地となっています。校区を流れる玉
たま

串
くし

川は、桜

の名所として多くの市民に親しまれています。

高安西小学校区は、校区の東に大阪外環状線（国道170号）、北に府道大阪港八尾線、近鉄信貴線、西

に近鉄大阪線が通っています。また、一級河川恩智川が南北に流れています。

8 曙川中学校区

曙川中学校区位置図
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南山本小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、南山本小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は23.7％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

28.5％、75歳以上人口は約1,580人と推計されています。……

②南山本小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 南山本小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,911

人口 （人） 268,983 10,743

面積 （㎢） 41.72 0.995

人口密度 （人／㎢） 6,447 10,797

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,015

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 28.1

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,323

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.3

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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ふれあいまつり

わくわくプラザ

（3）南山本小学校区のまちづくりの方向性

①誰もがいくつになっても住みたいまち 

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
な

れた身近な地域で、子どもから

高齢者まで誰もが健康でいきい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。地域住民

がより楽しく交流できる場所や機会の提供を増やし、多く

の方が楽しんで参加できる行事などを支援していきます。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組みます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができるように、生きがいづくりの支援お
よび情報の提供などにより、地域で活躍する高齢者の活動を支援します。
（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）

◦地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。
（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

②子どもたちを地域ぐるみで育むまち  

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、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

て過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。

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めます。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み
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近鉄河内山本駅周辺…

防災訓練

③みんなの安全と安心を自らつくり守るまち 

④近鉄山本駅周辺を誰もが安心して利用できるにぎわいのあるまち

南山本小学校区では、日々誰もが安心して生活できるよ

うに、犯罪や事故から身を守るための啓発を行い、防犯活

動やいつ起こるか分からない災害への備えに向けて、自主

防災組織の活動を充実させ、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、誰もがいきい

きと安心して暮らせるまちをめざします。

犯罪抑止のための防犯カメラの設置、また犯罪を未然に防ぐだけでなく、防犯意識の

向上を啓発するため、青色防犯パトロールや自転車で地区を巡回しています。さらに、

南山本小学校児童の登下校の際、保護者や多くの地域住民の協力のもと声かけ運動を行

い、地域全体で児童を犯罪や事故から守っています。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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２：安心を高める防災力の強化）

◦土木施設の適切な維持管理を行い、安全で健全な環境保全に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み

南山本小学校区では、近鉄河内山本駅があり、駅南側には

商店街やスーパーなどが立ち並び絶えず多くの人々の往来が

あります。

特に、駅の踏切周辺では自動車、自転車、歩行者などが一

度に通行し大変な混雑になったり、放置自転車などにより道

が塞がれるなど、おもに高齢者、障がい者および子どもなど

の通行の妨げになっています。このような課題を解消するため、行政などの各関係機関

と地域が連携して誰もが安全に利用できるよう取り組みを進めていきます。

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦駅周辺において安全に通行できる空間を確保するため、放置自転車の移動保管活動を行うとともに、
啓発活動に取り組みます。
（施策６：市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進）

◦市民生活の安全性向上のため、交通結節点である近鉄河内山本駅周辺の整備に取り組みます。
（施策 38：魅力ある都市核などの充実）

市の主な取り組み
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敬老祝寿式 恩智川のこいのぼり… ふれあい喫茶

（１）前期基本計画の総括

高安西地区では高齢者への取り組みとして月１回のサロン会・食事会に加え、平成26年

（2014年）からはふれあい喫茶も開催し、見守りや憩の場所が充実しました。

恩智川清掃については年２回に回数を増やし美化の促進が図られました。

子どもの見守り活動については登下校時以外にも青色防犯パトロールや夏休み期間のパト

ロールなど継続して実施することができましたが、通勤・通学時に交通量が多い恩智川沿い

の安全対策には課題があります。…

（２）地域力

高安西小学校区では、平成25年（2013年）２月に校区まちづくり協議会が創立され、わ

がまち推進計画に基づき、「みんなでつくろう…わたしたちの素敵なまち」をスローガンに敬

老祝寿式や恩智川こいのぼりフェスティバルなどの取り組みが進められています。また、校

区まちづくり協議会の活動以外にも、多くの地域の団体や人々が地域発展のため日々さまざ

まな取り組みを行っています。それらの団体の多くは高安西地区福祉委員会のメンバーとし

て参加し、福祉委員会の活動をサポートしています。

高安西地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ

回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題

について話し合われています。

…

２．高安西小学校区 

恩智川清掃 青色防犯パトロール

活動紹介



91

高安西小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、高安西小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は20.1％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

27.1％、75歳以上人口は約1,420人と推計されています。……

②高安西小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 高安西小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,744

人口 （人） 268,983 10,868

面積 （㎢） 41.72 0.838

人口密度 （人／㎢） 6,447 12,969

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,773

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 25.5

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,425

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.1

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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自転車防犯パトロール

②明るく暮らせる安心安全なまち 

高安西小学校区では、人にやさしい安心安全なまちづく

りをめざし、子どもから大人、高齢者まですべての人々が

交流し楽しく健康でいきいきと暮らせるまちづくりを推進

します。

活動としては、一人暮らし高齢者の方を対象に、いきい

きサロン会やふれあい食事会を行い、長寿をお祝いする敬

老祝寿式を開催し、高齢者の方との交流を深めています。世代を超えた交流としては、

納涼祭や市民スポーツ祭など地域住民の方々は楽しみながら親睦を深めています。また、

防犯カメラの設置による犯罪抑止や、自転車による防犯パトロールなどの防犯活動を

行っており、いつ起こるかわからない災害に備え、高安西地区自主防災組織により防災

訓練や防災マップ、マニュアルの作成による啓発活動など、地域住民の安全と安心を確

保するため、行政や各関係機関と地域住民の方の連携のもと、活動を続けていきます。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができるように、生きがいづくりの支援お
よび情報の提供などにより、地域で活躍する高齢者の活動を支援します。
（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）

◦地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。
（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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近鉄高安駅周辺

恩智川一斉清掃

③近鉄線周辺の交通安全を考えるまち

④恩智川のある快適で暮らしやすいまち

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。…

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦駅周辺において安全に通行できる空間を確保するため、放置自転車の移動保管活動を行うとともに、
啓発活動に取り組みます。
（施策６：市民一人ひとりの適切な自転車利用の促進）

市の主な取り組み

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。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。…

◦市民、事業者とのパートナーシップにより、環境問題への取り組みを進め、生活環境の保全を図ります。
（施策 43：快適な生活環境づくり）

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

市の主な取り組み
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ゆめの子保育園●ゆめの子保育園●

志紀分団
 弓削分隊
（消防団）

志紀分団
 弓削分隊
（消防団）

障がい就労支援ひなた
（障がい者支援施設）
障がい就労支援ひなた
（障がい者支援施設）

●若竹保育園●若竹保育園

大阪府中部広域防災拠点●大阪府中部広域防災拠点●
　●
志紀中学校
　●
志紀中学校

志紀分団
田井中分隊
（消防団）

志紀分団
田井中分隊
（消防団）

ふれあいの郷ムグンファ
　　　（街デイ）
ふれあいの郷ムグンファ
　　　（街デイ）

弓削神社●弓削神社●

Ｊ
Ｒ
関
西
本
線

国道
25 号

大
阪
外
環
状
線

（
国
道
17
0 号
）

郵便局●郵便局●

JAJA

志紀テニス場志紀テニス場

志紀図書館●志紀図書館●
志紀保育園
（認定こども園）　
志紀保育園
（認定こども園）　

　　　 ●
    弓削保育所  
　　　 ●
    弓削保育所  

志紀小学校●志紀小学校●

　
　●
近畿財務局志紀合同宿舎

　
　●
近畿財務局志紀合同宿舎

志紀出張所・コミセン志紀出張所・コミセン

●● ●●

定善寺経塔定善寺経塔

南老原会館南老原会館

あ～いあいひろば（つどいの広場）●あ～いあいひろば（つどいの広場）●

●田井中公園●田井中公園

●西弓削公園●西弓削公園

弓削公園●弓削公園●

弓削会館弓削会館

　　郵便局
　　●
　　郵便局
　　●

田井中会館●田井中会館● 交番交番

●西村市郎右衛門碑●西村市郎右衛門碑

●辻野病院●辻野病院

●天王寺屋地蔵●天王寺屋地蔵
●天王寺屋会館●天王寺屋会館

志紀住宅会館●志紀住宅会館●

●志紀町西公園●志紀町西公園

平野川

●消防署志紀出張所●消防署志紀出張所

●志紀分団天王寺屋分隊（消防団）●志紀分団天王寺屋分隊（消防団）

●PicaPica作業所
　（障がい者支援）
●PicaPica作業所
　（障がい者支援）

志紀小学校区

志紀プレイロット広場●志紀プレイロット広場●

志紀幼稚園●志紀幼稚園●

陸上自衛隊八尾駐屯地●陸上自衛隊八尾駐屯地●

老原第１公園 ●●

●● ●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●
●●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス

志
紀
駅

八尾空港

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

志紀中学校

地域の概要
志
し

紀
き

中学校区は、市域の南中央部に位置し、志
し

紀
き

小学校区の１つの小学校区で構成されています。

この校区は、校区中央部を府道八尾道明寺線が、東側にはＪＲ関西本線と国道25号および大阪外環状

線（国道170号）が南北に通っています。また、校区南側には八尾空港が存在し、その北側を一級河川

平野川が東から西へと流れています。

校区には弥生時代から古墳時代を中心とした集落が広がる田井中遺跡や、古墳時代の埴輪や奈良時代

の土器が見つかった弓
ゆ

削
げ

遺跡があります。また、小中学校の東側には府営八尾志紀住宅などの高層の住

宅群が形成されています。

9 志紀中学校区

志紀中学校区位置図
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交通安全講習会 アトムの会 人形劇

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

志紀小学校区では、まず地域の安全安心などの課題があり、地域では青色防犯パトロール

の取り組みがされるとともに、地域と行政との連携による道路パトロールの実施などにより

地域の防犯や道路の安全確保に成果がありました。また、健康づくりや子育てなどの課題に

ついては、地域では健康まつりなどの取り組みが実施され、地域の健康づくりや介護予防な

どの啓発に成果がありました。

今後、地域の防災への取り組みや意識高揚を図るため、関係機関と連携して防災訓練など

の取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

志紀小学校区では、平成24年（2012年）12月に校区まちづくり協議会が設立され、わ

がまち推進計画に基づき、地域の安全安心に関する取り組み、幅広い年齢層の健康づくりを

推進する取り組みが重点的に進められています。

また、校区まちづくり協議会の活動以外にも、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、

日々さまざまな取り組みを行っています。それらの団体の多くは志紀地区福祉委員会のメン

バーとして参加し、福祉委員会の活動をサポートしています。

志紀地区自治振興委員会では、毎月、志紀コミュニティセンターで地区委員会を開催し、市

から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などにつ

いて、また、志紀地区福祉委員会では、地域行事や地域課題などについて話し合われています。

１．志紀小学校区

青色防犯パトロール 健康まつり
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志紀小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、志紀小学校区の人口は増加傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は18.8％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

25.2％、75歳以上人口は約2,120人と推計されています。………

②志紀小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 志紀小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 7,767

人口 （人） 268,983 17,157

面積 （㎢） 41.72 2.487

人口密度 （人／㎢） 6,447 6,899

65 歳以上人口 （人） 72,295 4,313

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 25.1

14 歳以下人口 （人） 34,723 2,279

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.3

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

志
紀
中
学
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健康大学…

交通安全講習会

（3）志紀小学校区のまちづくりの方向性

①誰もがいくつになっても健康に暮らせるまち 

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、健康づくりに関するさまざまな活動が行われています。

この小学校区での活動で、市と地域が協働で取り組む「志

紀地区健康大学」・「アトムの会」の開催など、健康に関す

る課題の検討や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を継続していくとともに、健康づくり

に関するリーダーの養成や健康づくりの場としての河川周辺施設の活用など、地域に根ざ

した健康づくり活動を促進し、誰もがいくつになっても健康に暮らせるまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組みます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦水辺環境の向上をめざし、水辺環境施設の活用と維持管理に努めます。
（施策 47：治水対策と環境を意識した水環境の形成）

市の主な取り組み

②安全安心を地域で実現するまち   

志紀小学校区では、防犯・防災や、交通安全に関する取り組みを行っています。

地域では街頭犯罪防止に役立つ青色防犯パトロールが積極的に行われています。また、

校区内に交通量の多い道路があり、誰もが安心してまちに出られる歩行環境が必要とさ

れています。なお、地域では自転車に関する交通安全の取

り組みがなされ、啓発活動も続けられています。防災に関

しては、防災訓練の定期的な開催など地域の災害に対する

意識の向上のための取り組みが行われています。

今後は、地域と行政が連携していく中で、安全安心を地

域で実現するまちをめざします。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

市の主な取り組み
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校庭キャンプ

グラウンドゴルフ大会…

③地域の連携で子どもたちが健やかに育つまち 

④地域活動がさかんで、ふれあいのあるまち

志紀小学校区では、市内で最も児童数が多い小学校区で

すが、近年やや減少の傾向にあります。

子育てサークル活動など、親子のふれあいや小さな子ど

もを持つ家庭の交流の場の提供などの活動が行われている

一方で、加入率の低下による子ども会の解散など、子ども

が地域と関わる機会が減少する傾向にあります。

今後は、子どもたちの健全育成のために地域と行政が連携し、地域の連携で子どもた

ちが健やかに育つまちをめざします。…

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み

志紀小学校区では、ふれあいサロンや一人暮らし高齢者を対象とした給食サービス等

さまざまな地域福祉活動を行っています。

活動が活発に行われる一方では、それ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。みんなが安心して暮らせ、長く住み続けたい

と思えるまちの実現のためにも活動が持続可能なまちづくり

に向けた取り組みを進めます。

今後も志紀コミュニティセンターや、志紀地区福祉委員会

が管理運営する「志紀プレイロット広場」などの活用も含め、

地域活動がさかんで、ふれあいのあるまちをめざします。

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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桂中学校

地域の概要
　桂
かつら

中学校区は、市域の北端に位置し、桂
かつら

小学校区と北
きた

山
やま

本
もと

小学校区の２つの小学校区で構成されてい

ます。校区の北側には第二寝屋川が東西に流れ、東大阪市と隣接しています。

桂小学校区の中央に府道八尾枚方線、西端に大阪中央環状線（上部は近畿自動車道）がどちらも南北

に通っています。中央部には桂人権コミュニティセンター、桂青少年会館、桂老人福祉センターなどの

公共施設があります。また、北部には大坂夏の陣で知られる、豊臣方の家臣、木村重成公の墓が幸第１

公園内にあり、重成公を供養する木村祭が毎年６月に行われています。

北山本小学校区の中央には玉
たま

串
くし

川に沿って府道八尾茨木線が南北に通っています。北東部には、恩智

川治水緑地があり、大雨の時には河川からの洪水を一時貯留することにより浸水被害を防ぎ、平常時に

は運動広場として広く市民に利用されています。また、東部には古い条里制の遺構や三
み

十
そ

八
や

神社など歴

史を探ることのできる地域があり、北西部には府営八尾高砂住宅があります。

10 桂中学校区

桂中学校区位置図

●●

第二寝屋川
　　   ●
   新家調節池
（新家町市民運動広場）

　　   ●
   新家調節池
（新家町市民運動広場）

●幸第１公園（木村公園）●幸第１公園（木村公園）

●埋蔵文化財調査センター●埋蔵文化財調査センター

●郵便局●郵便局
●交番●交番

●宣念寺●宣念寺西郡天神社●西郡天神社●

桂人権コミュニティセンター●桂人権コミュニティセンター●

桂小学校●桂小学校●

●市営高層高砂住宅●市営高層高砂住宅

●●

●楽しもう家（街デイ）●楽しもう家（街デイ）

●桂青少年会館●桂青少年会館
　●
桂中学校
　●
桂中学校

●府営八尾高砂住宅●府営八尾高砂住宅

山本町北第２公園
（キリン公園）
山本町北第２公園
（キリン公園）

●●

　三十八神社
　　　　●
　三十八神社
　　　　●JAJA

　●恩智川治水緑地
（福万寺町市民運動広場）
　●恩智川治水緑地
（福万寺町市民運動広場）

●北山本幼稚園●北山本幼稚園
●北山本小学校●北山本小学校

府営北山本住宅●府営北山本住宅●

●ワークすずらん（障がい者支援）●ワークすずらん（障がい者支援）

西郡分団（消防団）西郡分団（消防団）

●福寿ケアハウス（ケアハウス）●福寿ケアハウス（ケアハウス）

さくら保育園
（認定こども園）　
さくら保育園
（認定こども園）　

●山本分団福万寺分隊（消防団）●山本分団福万寺分隊（消防団）
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吉兆苑（特養）

桂公園野球場

幸第２公園

「障がい」を持つ仲間と共に
集う場ひまわり（障がい者支援）
「障がい」を持つ仲間と共に
集う場ひまわり（障がい者支援）●

　●

●

西郡出張所西郡出張所
●

西郡保育所西郡保育所

西願寺西願寺

新家会館新家会館

西接寺西接寺
●

桂老人福祉センター

●

グランドライン
（障がい者支援）

●

福万寺
公民館
福万寺
公民館

●

●

高秀苑（特養）

●

郵便局郵便局●
●　　　　●　　　　●

あい桂こども園
（認定こども園）
あい桂こども園
（認定こども園）

●●

ノーブル高砂（小規模特養）

●●

●●
●●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス
（特養） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
（小規模特養） 地域密着型介護老人福祉施設
 （小規模特別養護老人ホーム） ※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の

配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。
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（１）前期基本計画の総括

桂小学校区は、とりわけ地域の住環境対策として展開されてきた市営住宅群があり、その老朽

化が進む一方、入居可能な世帯の条件、入居者の高齢化の進行や単身世帯の割合が高く、少子

化が進展するなど、市内でも特にコミュニティバランスの崩れが進んでいることから、これまでの

まちづくり支援制度等の活用に加え、地域の活性化に向け、庁内横断的な取り組みや近畿大学と

の連携を行う中で、活性化の手法についての検討が始まりました。一方、長年、地域とともに取

り組んできた隣保事業等による助け合い・支え合いという相互扶助の伝統が息づいており、「おた

がいさま」を合い言葉に地域コミュニティをつむぎ合わせるさまざまな取り組みが行われています。

また、市営住宅の建て替え等に関しては、市営住宅機能更新事業の取り組みを西郡住宅まちづく

り協議会と行政との協働で行い、入居者理解を得ながらの住み替えなどの成果がありました。

今後は、より一層の少子高齢化が進むことが見込まれることから、公営住宅の弾力的な運

用をはじめとした多様な住環境の施策が必要となります。また、公共施設の機能更新により

生み出される公共用地の有効活用を図ることが必要になってきます。…

（２）地域力

桂小学校区では、平成25年（2013年）11月に校区まちづくり協議会が設立され、わがまち

推進計画に基づき地域住民が一体となって「ふれあい給食会」、「ふれあい朝市」を運営するなど、

地域課題への取り組みが進められています。また、校区まちづくり協議会の活動以外にも、地

域の各種団体により構成される八尾市人権かつら地域協議会、西郡地区協議会などの団体があ

り、長年、人権尊重のまちづくりを進めていくためのさまざまな活動を行うとともに、地域発展

のため、多彩な取り組みを行っています。

西郡地区福祉委員会では、地域一斉清掃、給食会、市民スポーツ祭や人権学習会の開催など

の活動を行っています。また、西郡地区自治振興委員会では、毎月、桂人権コミュニティセンター

で地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での

伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。担当区域は桂

小学校全域に加え府営高砂住宅など一部北山本小学校区域も含まれています。…

１．桂小学校区 

…ふれあい給食会… 市営住宅機能更新

市民スポーツ祭 人権学習会… ふれあい朝市

活動紹介
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桂小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、桂小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）の

高齢化率は30.1％で、八尾市平均を大きく上回っていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

36.6％、75歳以上人口は約680人と推計されています。………

②桂小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 桂小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 2,245

人口 （人） 268,983 3,607

面積 （㎢） 41.72 1.252

人口密度 （人／㎢） 6,447 2,881

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,325

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 36.7

14 歳以下人口 （人） 34,723 300

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 8.3

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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ふれあいフェスティバル

（3）桂小学校区のまちづくりの方向性

①人権が尊重され、子どもの笑顔があふれるまち 

桂小学校区では、基本的人権尊重の理念に基づき、地域、家庭、学校、行政機関など

が連携して人権学習に取り組み、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざして

います。

また、「地域の子どもは地域で育てる」ということを大切に、乳幼児と保護者が気軽

に集
つど

える場を設けるとともに、子どもの健全育成、交流行事、地域の教育力の向上、ネッ

トワークづくりを目的として、地域、家庭、学校の三者が一体となって、桂中学校区地

域教育協議会を結成し、あいさつ運動、祭礼パトロール、

ふれあいフェスティバルなどさまざまな活動を行っていま

す。

今後も、地域と行政が連携し多様な活動を行うことによ

り、人権が尊重され、子どもの笑顔があふれるまちをめざ

します。

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦すべての人の人権を尊重していくため、学校園における人権教育の取り組みを進めます。
（施策 23：知徳体のバランスのとれた小中学生の育成）

市の主な取り組み
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ふれあい朝市

②ともに助け合い、いくつになっても安心して暮らせるまち 

桂小学校区は、市内で最も高齢化が進んでいる校区です

が、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
つど

い語らい過ごす場があります。これらの施設では、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を実施しています。また、身近な

ところに商業施設がないためにふれあい朝市を開催するな

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

えあいも行っています。

今後も地域と行政が連携し、住み慣
な

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…。…

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができるように、生きがいづくりの支援お
よび情報の提供などにより、地域で活躍する高齢者の活動を支援します。
◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦地域のまちづくり活動を支援する体制を充実します。
（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

市の主な取り組み

桂
中
学
校
区
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地域内フィールドワーク…

③みんながいきいきと生活できるまち 

桂小学校区では、長く人権に関する活動に取り組んでき

た歴史があり、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・整備が進められるとともに、

保育所や中学校の整備などが行われました。

市内でも少子高齢化が著しく進行している地域であるた

め、大学とも連携しながら、庁内横断的に地域の活性化に

向け取り組んでいます。また、市営住宅では、建て替え、耐震化、バリアフリー化など

の整備を、地域と行政が協働で順次取り組んでいます。一方で、入居可能な世帯の所得

要件による若年子育て世帯の転居転出や、入居者の高齢化などにより、高齢者の割合が

高くなり、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。

また、校区内に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す

ることや、多様な世代や世帯が地域で安心して居住し、いきいきと生活できるまちをめ

ざします。…

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

◦工場立地支援制度を活用し、工場集積の維持・発展に取り組みます。
◦「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。
（施策 33：世界に誇るものづくりの振興と発信）

◦地域の実情に応じた土地利用の推進について検討します。
（施策 37：土地の有効利用と都市景観の保全）

市の主な取り組み
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西郡防災訓練…

④みんなが安全に住みつづけられるまち 

桂小学校区では、地震や台風といった大規模災害発生に備えた取り組みとして、西郡

まちづくり協議会が、小学生による高齢者避難誘導や団地階段における避難訓練など地

域特性に応じた防災の取り組みを行っています。自分のいのち、家族を守り、地域が一

丸となって支えあえるような地域づくりを継続して行っていただけるよう自主防災組織

の結成を支援します。

また、不審者や不審火などの防犯情報については、地域や地域内施設における情報共

有の連絡体制を構築し、事例発生時には、マイク放送やパ

トロールの実施など素早い初動期対応を行っています。市

内で最も高齢化が進んでいる校区ですが、生活道路につい

て、安心して通行できる環境を整え、今後も地域と行政が

連携し、高齢者も孤立することなく、誰もがいくつになっ

ても安全に暮らせるまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）…

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦土木施設の適切な維持管理を行い、安全で健全な環境保全に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み
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市民スポーツ祭

⑤地域みんなが学び、健康をまもることができるまち  

桂小学校区には桂人権コミュニティセンター、桂老人福

祉センター、桂青少年会館があり、各種講座や相談事業な

どを行っています。さまざまな事情により学ぶことのでき

なかった人たちの学習の場として、教養をはじめ、趣味や

健康などの取り組みとともに、人権に関する学習を通しな

がら、受講者同士の交流を深める取り組みなども行ってい

ます。

地域行事の取り組みも熱心な地域ですが、高齢化率がとりわけ高く、単身の高齢者世

帯の割合も急増しています。一人ひとりが健康で自分らしくいきいきとした生活を送る

ため、地域ぐるみの健康づくりが必要です。

今後も地域と行政が連携し、地域での行事やコミュニティを活用するなど、一人ひと

りの健康を地域みんなでまもるまちをめざします。…

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦埋蔵文化財調査センターを通じて、地域の歴史を伝えるとともに、埋蔵文化財についての情報を発信
します。
（施策 27：歴史資産などの保全と活用）

◦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 28：生涯学習の取り組み）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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北山本小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、北山本小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は26.3％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

33.3％、75歳以上人口は約1,100人と推計されています。………

②北山本小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 北山本小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 2,904

人口 （人） 268,983 5,866

面積 （㎢） 41.72 0.945

人口密度 （人／㎢） 6,447 6,207

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,990

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 33.9

14 歳以下人口 （人） 34,723 609

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 10.4

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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避難訓練

（3）北山本小学校区のまちづくりの方向性

①誰もが安全に住み続けられるまち 

北山本小学校区では地域全体での避難訓練を実施し、自然災害への準備や、子どもや

高齢者が犯罪や自動車事故などの被害にあわないように地域での連携を強めています。

このような自然災害への備えや、犯罪、交通事故などの被害にあわないよう、地域住

民一人ひとりが自覚し、地域での連帯を強め、さらに地域と行政が連携することが大切

です。

また、通学路を中心とした安全対策や歩道のバリアフリー

化等、誰もが安心してまちに出られ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
じゅんしゅ

守により、誰もが安

全に住み続けられるまちをめざします。

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

市の主な取り組み

桂
中
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ふれあい広場

②地域での支えあいで安心して暮らせるまち  

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。また、少子高齢化をむかえて、ひとり暮らし高

齢者世帯、認知症や介護を必要とする世帯の増加が予想さ

れます。さらに、校区内には中国にルーツを持つ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。文化や生活習慣の違いな

どを互いに尊重しあい、共に生活していくことが必要です。

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、毎年行われている地域行事「ふれあい広場」などで、情報提供

や啓発活動を充実させるなどして、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。さらに、多文化共生社会の実現に向け、多言語での情

報提供を行うとともに、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まち

づくりを進めます。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦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 52：多文化共生の推進）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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あなたのまちの健康相談…

③子どもが健やかに育ち、子育てのしやすいまち  

北山本小学校区では、少子化や核家族、隣近所とのつながりの希
き

薄
はく

化
か

など、これまで

と比べて子どもや家族を取り巻く状況が大きく変化しています。

地域で育った子どもたちが、安心して健やかに育つことのできる地域を作ることが大

切です。

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うなど、以

前から子どもの見守り活動を活発に行っており、防犯カメラの整備も進めています。ま

た平成26年度（2014年度）からは、地域で青色防犯パトロー

ルも実施されています。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。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み
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ふれあい喫茶

緑あふれる都市環境

④地域福祉とみんなの健康を推進するまち 

⑤環境にやさしいまち

北山本小学校区では、ひとり暮らし高齢者が参加する食

事会や、ひとり暮らし高齢者の見守りボランティア活動グ

ループの結成のほか、地域の若者が主体となった「ふれあ

い喫茶」を開催し、子どもから高齢者までふれあえる場を

提供したり、障がい者の作業所への支援など地域の活動も

活発に行われています。

今後、校区では高齢化が進み、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、地域福祉を推進するまちをめざします。

また、わがまち推進計画改定に向けた住民アンケートの結果、健康に関する意識が低

く、健康意識の向上が課題です。今後も地域と行政が連携し、地域での行事やコミュニ

ティを活用し、一人ひとりの健康を地域みんなで守るまちをめざします。……

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦住民どうしの支えあいが豊かになるために、地域福祉の担い手となる人材育成や、学習会などの開催
により住民参加の促進に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

市の主な取り組み

北山本小学校区では、地域住民の憩いの場である公園や緑

地などを地域と行政が協力し、花と緑あふれるやすらぎのま

ちをめざしています。

また、憩える空間を維持するために利用者マナーの向上を

めざし、地域における啓発活動を実施するなど、地域全体で

さまざまな美化活動に取り組んでいます。

今後も路上喫煙やペットのフン処理などの利用者マナーの向上に向けた美化啓発活動

を行い、地域と行政が連携して環境にやさしいまちづくりを進めていきます。

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

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

市の主な取り組み
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上之島中学校

山本高校●山本高校●

山本小学校●山本小学校●

堤保育所●堤保育所●

●●聖光幼稚園
（認定こども園）

聖光幼稚園
（認定こども園）

御野縣主神社
●
御野縣主神社
●

●
こっこさん（つどいの広場）
●
こっこさん（つどいの広場）

●山本集会所●山本集会所
●山本町北第１公園●山本町北第１公園

交番交番

●府営八尾山本住宅●府営八尾山本住宅

●郵便局●郵便局

●上之島小学校・小学校区集会所●上之島小学校・小学校区集会所

●●

上之島中学校上之島中学校
●
府立八尾支援学校
●
府立八尾支援学校

山本分団
上尾分隊（消防団）
　　●

山本分団
上尾分隊（消防団）
　　●

●
市立屋内プール
（しぶき）

●
市立屋内プール
（しぶき）

ひばり作業所
（障がい者支援）
ひばり作業所
（障がい者支援）

●福栄町緑地●福栄町緑地
●一般廃棄物最終処分場●一般廃棄物最終処分場

●
衛生処理場
●
衛生処理場

●●

●●

●●

●●

山本幼稚園山本幼稚園 ●郵便局●郵便局

●スローライフ八尾
　（包括・老健）
●スローライフ八尾
　（包括・老健）

　●
上尾公園
　●
上尾公園

●草笛（街デイ）●草笛（街デイ）

●山本分団上之島分隊（消防団）●山本分団上之島分隊（消防団）

クリエイトしき
（障がい者支援）
　●

クリエイトしき
（障がい者支援）
　●

恩
智
川

大
阪
外
環
状
線

　（
国
道

　号
）

170

山本小学校区
上之島小学校区

玉
串
川

府
道
八
尾
茨
木
線

●

八尾しょうとく園
（福祉型児童発達支援センター）
八尾しょうとく園
（福祉型児童発達支援センター）

大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合
八尾工場

大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合
八尾工場

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス
（包括） 地域包括支援センター
（老健） 介護老人保健施設 ※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の

配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
上
かみ

之
の

島
しま

中学校区は、市域の中央部の北寄りに位置し、山
やま

本
もと

小学校区と上
かみ

之
の

島
しま

小学校区の２つの小学校

区で構成されています。

山本小学校区は、中央には府道八尾茨木線および玉
たま

串
くし

川が通っています。玉串川は桜の名所として多

くの市民に親しまれています。山本という地名は、旧大和川の付け替え工事の後、新田開発により当地

を開いた山中庄兵衛・本山重英の頭文字をとったことによるものです。

上之島小学校区は、校区の東には大阪外環状線（国道170号）が南北に通っています。また、中央に

は一級河川恩智川が南から北に向けて流れています。東部には工場など事業所が多く集まっており、西

部では戸建ての住宅が多くなっています。

11上之島中学校区

上之島中学校区位置図…
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青色防犯パトロール隊 敬老祝寿会 自主防災・避難訓練…

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

山本小学校区では、高齢者率が市内平均に比べて高いなどの課題があり、地域では敬老祝

寿会の開催などの取り組みがされるとともに、地域と行政との連携により、ひとり暮らし高

齢者給食サービスなどに取り組みました。また、住民どうしの絆の強化などの課題については、

地域ではふれあい喫茶の開催箇所を増やすなどの取り組みがされるとともに、地域と行政と

の連携により、小学校区盆踊り大会などに取り組み、多世代交流などの成果がありました。

今後、高齢者率について一層高くなることが見込まれることなどから、各種団体などと連

携して、住民どうしの絆をより一層深めるなどの取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

平成25年（2013年）３月に設立された山本小学校区まちづくり協議会では、わがまち推

進計画に基づき、「わがまちひとつ…ひとつながり」をスローガンに住民どうしの絆をより一

層深めるための活動などの取り組みが進められています。

山本小学校区では、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、日々さまざまな取り組み

を行っています。また、それらの団体の多くは山本地区福祉委員会のメンバーとして参加し、

福祉委員会の活動をサポートしています。

また、山本地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチ

ラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域

課題について話し合われています。

１．山本小学校区

小学校区盆踊り大会 ふれあい喫茶
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山本小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、山本小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は25.6％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

31.2％、75歳以上人口は約1,560人と推計されています。

②山本小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 山本小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 4,266

人口 （人） 268,983 9,621

面積 （㎢） 41.72 0.83

人口密度 （人／㎢） 6,447 11,592

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,948

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 30.6

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,267

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.2

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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ふれ愛フェスティバル

（3）山本小学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  

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。

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。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み



119

敬老祝寿会

②いくつになっても住み慣
な

れた地域で暮らせるまち  

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。

◦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 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 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）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

市の主な取り組み
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防災訓練

③誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまち  

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。

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

◦災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

市の主な取り組み
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ふれあい喫茶

コーラス

④住民同士の絆をつむいでいくまち  

⑤健康を促進するまち

山本小学校区では、人と人のつながりを大切にする取り

組みが多数行われており、盆踊り大会や市民スポーツ祭な

どが開催されています。特に地区にあるほとんどの集会所

でふれあい喫茶が開催されており、地域住民のふれあいの

場所として、多くの方に親しまれています。

また、この校区内を流れる玉
たま

串
くし

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一つで、市民の憩いの場である貴重な自然

的資源です。毎年春には桜並木を活用した行事が開催されています。

今後も地域資源を活かしながら、住民どうしの絆を育む取り組みを進めます。

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦スポーツを通じた市民の親睦・健康増進に取り組みます。
（施策 31：スポーツ・レクリエーションの取り組み）

◦玉串川の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つよう、再生・保全に向けた取り組みを
進めます。
（施策 41：公園とまちの緑化による緑のある暮らし）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

山本小学校区では、地域の集会所を活用し、自主的に健康づくりを目標とした活動を

行っている地域住民のグループが複数あり、健康ヨガ体操や、コーラスなどの活動を定

期的に行っています。…

しかし、小学校区内の一部地域に限られた活動であったり、町会単位で異なった活動

を行っていることから、参加者や活動の広がりが限定されて

います。

今後は、地域の各種団体と行政が連携し、活動グループと

の情報交換などを行いながら老若男女を問わず多くの方に活

動に参加していただき、いつまでもこの地域で健康に暮らせ

るまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

市の主な取り組み

上
之
島
中
学
校
区



122

盆おどり大会… 敬老のつどい… 防災訓練

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

上之島小学校区では、高齢者の増加などの課題があり、地域では高齢者見守り活動やセミ

ナーの開催などの取り組みがされるとともに、地域と行政との連携により、ひとり暮らし高

齢者給食サービスなどに取り組みました。また、防犯・防災などの課題については、地域で

は登下校時の見守りなどの取り組みがされるとともに、地域と行政との連携により、防犯カ

メラの設置などに取り組み、住民の防犯・防災意識の向上などの成果がありました。

今後、高齢者率について一層高くなることが見込まれることなどから、各種団体などと連

携して、見守り活動などの取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

平成25年（2013年）３月に設立された上之島小学校区まちづくり協議会では、わがまち

推進計画に基づき、「未来に輝け！いこいの町上之島！」をスローガンに、いくつになって

も安心・安全に暮らせるまちにするための活動などの取り組みが進められています。

上之島小学校区では、多くの地域の団体や人々が地域発展のため日々さまざまな取り組み

を行っています。それらの団体の多くは上之島地区福祉委員会のメンバーとして参加し、福

祉委員会の活動をサポートしています。

また、上之島地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市から依頼を受けた

チラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事や地

域課題について話し合われています。…

２．上之島小学校区

ふれあい給食サービス… 見守り活動…
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上之島小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、上之島小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は20.7％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

28.6％、75歳以上人口は約1,090人と推計されています。

②上之島小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 上之島小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 3,428

人口 （人） 268,983 7,574

面積 （㎢） 41.72 1.288

人口密度 （人／㎢） 6,447 5,880

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,114

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 27.9

14 歳以下人口 （人） 34,723 891

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 11.8

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

上
之
島
中
学
校
区
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登校風景

（3）上之島小学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  

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。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。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）…

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）…

市の主な取り組み
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健康体操…

②いくつになっても誰もが安心して暮らしやすいまち  

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
な

れた地域で健康に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、健康づくりのための地域活動の拠点

の充実が必要です。また、通学路を中心とした安全対策や

歩道のバリアフリー化等、誰もが安心してまちに出られる歩行環境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。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
◦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 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 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）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

上
之
島
中
学
校
区



防災訓練

工場街の道路…

③誰もが安心して暮らせる災害に備えのあるまち  

④ものづくりによる活力のあるまち

上之島小学校区では、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。

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

◦災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

市の主な取り組み

上之島小学校区には、工業地域・準工業地域があり、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、良好な操業環境を進め、ものづくり

による活力のあるまちをめざします。

◦工場立地支援制度を活用し、工場集積の維持・発展に取り組みます。
◦「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。
（施策 33：世界に誇るものづくりの振興と発信）…

市の主な取り組み
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ＪＲ関
西
本
線

近鉄大阪線

楠
根
川

　　　●
荘内保育所
　　　●
荘内保育所

中河内府民センター●中河内府民センター●

　　　　●
貴島中央病院
　　　　●
貴島中央病院

●八尾徳洲会総合病院●八尾徳洲会総合病院キリン第二こども園
（認定こども園）・
ルフレ八尾
（母子生活支援施設）

キリン第二こども園
（認定こども園）・
ルフレ八尾
（母子生活支援施設）

成法苑
（包括・特養）
成法苑
（包括・特養）

ベーカリーえいか
（障がい者支援）
ベーカリーえいか
（障がい者支援）

キリンこども園
（認定こども園）
キリンこども園
（認定こども園）●高美中学校●高美中学校

郵便局郵便局

●●
高美幼稚園高美幼稚園

高美小学校・
小学校区集会所
高美小学校・
小学校区集会所

八尾税務署●八尾税務署●

サポートやお（包括）
・市立在宅福祉
　ネットワークセンター
  （サポートやお）
・心合寮（養護）

サポートやお（包括）
・市立在宅福祉
　ネットワークセンター
  （サポートやお）
・心合寮（養護）

総合体育館
（ウイング）
総合体育館
（ウイング）

●矢作神社●矢作神社

八尾市清掃庁舎八尾市清掃庁舎
えこり（つどいの広場）えこり（つどいの広場）

郵便局●郵便局●

長瀬川

●安中保育所●安中保育所
安中人権コミュニティセンター安中人権コミュニティセンター

安中老人福祉センター安中老人福祉センター

青少年運動広場青少年運動広場

ゆう安中東こども園
（認定こども園）
ゆう安中東こども園
（認定こども園）

安中診療所安中診療所

障害者総合福祉センター
（きずな）
障害者総合福祉センター
（きずな）

●安中青少年会館（ウィズ）●安中青少年会館（ウィズ） 高美南小学校高美南小学校
●南本町第１公園●南本町第１公園

高美小学校区

高美南小学校区

●龍華配水場
　（災害時応急給水設備設置）
●龍華配水場
　（災害時応急給水設備設置）

●

●

●

●

●

●

就労支援センターらいふ
（障がい者支援）
就労支援センターらいふ
（障がい者支援）

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●

府道大阪港八尾線

府
道
八
尾
道
明
寺
線

府
道
八
尾
道
明
寺
線

エブリ（キリン第二こども園分園）エブリ（キリン第二こども園分園）

●

第二長生園　永祥庵
（地域密着型特養）
第二長生園　永祥庵
（地域密着型特養）

●

●●

●八尾市消防本部
　（八尾市消防署）
●八尾市消防本部
　（八尾市消防署）

●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（養護） 養護老人ホーム
（包括） 地域包括支援センター
（特養） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
（地域密着型特養） 地域密着型介護老人施設
 （地域密着型特別養護老人ホーム）

近鉄八尾駅

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。
暮らしに身近な地域資源の配置を示すものであ
り、縮尺や距離は正確なものではありません。

高美中学校

地域の概要
高
たか

美
み

中学校区は、市域のほぼ中央に位置し、高
たか

美
み

小学校区と高
たか

美
みみ

南
なみ

小学校区の２つの小学校区で構成

されています。

高美小学校区は、校区の北側は一部近鉄大阪線に接しています。東西に府道大阪港八尾線、南北に府

道八尾道明寺線の2つの府道が通っており、外食産業などのロードサイド型の店舗などが連なっています。

歴史的には近世八尾の都市空間を形成していた「長
なが

八
や

尾
お

」と呼ばれる地域であり、奈良街道から分かれ

て久宝寺と八尾の寺
じな

内
いち

町
ょう

を経て「長八尾」を通り、再び老
おい

原
ばら

で奈良街道に合流する八尾街道が南北に通っ

ていました。

高美南小学校区は、高美小学校区の南に位置し、南端は JR関西本線で、東側は府道八尾道明寺線で区

画されています。また、地区の中央西寄りには八尾街道が通っており、その道筋にある式内社の矢
やは ぎ

作神

社は秋に見事な黄葉で彩られる大いちょうでも知られています。

12 高美中学校区

高美中学校区位置図…

127

高
美
中
学
校
区



128

避難所体験訓練 市民スポーツ祭 防犯パトロール

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

高美小学校区では、見通しの悪い狭い道路が多いうえに、幹線道路の混雑を避けて迂回す

る車も多く、通学路等も危険であることから、地域では通学路、校門付近での見守り、声か

けなどの取り組みがされるとともに、地域と行政との連携により、交通安全教室の開催や高

美小学校北門前の道路の車両交通規制などに取り組み、平成26年（2014年）11月には規

制適用となりました。

今後は高齢化が一層進むことが見込まれることから、校区まちづくり協議会などと連携し

て、身近な地域で支えあう地域活動の取り組みを進めていくことが重要です。

（２）地域力

高美小学校区では、平成24年（2012年）12月に校区まちづくり協議会が設立され、わ

がまち推進計画に基づき、「安全・安心のまち…あたたかい、思いやりのあるまち」「住みよい

まちから住みたいまちへ」をめざして、福祉事業、防犯事業、防災事業の取り組みが進めら

れています。

また、校区まちづくり協議会の活動以外にも、多くの地域の団体や人々が地域発展のため、

日々さまざまな取り組みを行っています。それらの団体の多くは高美地区福祉委員会のメン

バーとして参加し、福祉委員会の活動をサポートしています。

高美小学校区の自治振興委員会は、高美南小学校区の区域を含む八尾第１地区委員会に属

し、毎月、高美小学校多目的室で地区委員会を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポ

スター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知のほか、地域行事や地域課題について話し

合われています。…

１．高美小学校区

声かけ運動 住民懇談会
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高美小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、高美小学校区の人口は増加傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は22.4％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

28.0％、75歳以上人口は約1,560人と推計されています。

②高美小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 高美小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 5,048

人口 （人） 268,983 10,612

面積 （㎢） 41.72 0.8

人口密度 （人／㎢） 6,447 13,265

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,021

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 28.5

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,321

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 12.4

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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避難所体験訓練…

（3）高美小学校区のまちづくりの方向性

①誰もが安心・安全に暮らせるまち  

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る一方で、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、これ

らの道路が混雑する時間帯は、通学時間帯とも重なるので、

子どもたちにとっては危険です。地域では、子どもたちが事故に巻き込まれないように

見守る取り組みが行われています。

また、大規模災害の発生に備えた取り組みとしては、高美小学校区まちづくり協議会

が、防災倉庫の備品の状態確認や、避難所での宿泊体験を行う避難所体験訓練を実施し

ています。

今後、子どもたちをはじめとする歩行者の通行の安全確保や防災活動について、地域

と行政が連携して取り組んでいくことにより、誰もが安心・安全に暮らせるまちをめざ

します。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

市の主な取り組み
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放課後子ども教室

②子どもたちが健やかに育つまち   

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。

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策を施し、適正な維持管理につとめます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み
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美
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健康教室

③誰もが住み慣
な

れた地域で生き生きと暮らし続けることができるまち  

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、地域住民ど

うしのつながりでの対応に限界もあります。

また、この校区には、多くの外国人市民が暮らしており、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

社会の実現をめざすとともに、地域と行政などが連携、情報共有することにより、誰も

が地域で健康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。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

◦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 52：多文化共生の推進）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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ふれあい農園 声かけ運動… ふれあい祭り

（１）前期基本計画の総括

高美南小学校区では、一人暮らし高齢者が多く、地域では見守り活動などの取り組みがさ

れるとともに、地域と行政との連携により、給食サービスなどに取り組みました。また、災

害時の避難弱者の方々への避難誘導などの取り組みとして、地域と地域内施設、行政との連

携により、障害者総合福祉センターで避難訓練などを行い、そこで障がい者理解の勉強会の

必要性が示され、実施に結び付きました。

今後は高齢化が一層進むことが見込まれることから、校区まちづくり協議会などと連携し

て、身近な地域で支えあう地域活動の取り組みを、さらに進めていくことが重要です。…

（２）地域力

高美南小学校区では、平成25年（2013年）１月に校区まちづくり協議会が設立され、わ

がまち推進計画に基づき、「環境が良く、住みやすい、差別のない人権尊重のまちづくり」

の実現をめざして、各種事業の取り組みが進められています。

高美南小学校区では、地域の各種団体により構成される八尾市人権安中・高美地域協議会、

安中地区人権の街づくり委員会などの団体があり、長年、人権尊重のまちづくりを進めてい

くためのさまざまな活動を行うとともに、地域発展のため、多彩な取り組みを行っています。

高美南地区福祉委員会では、給食サービス、市民スポーツ祭、美化活動などを行っています。

自治振興委員会は高美小学校区と高美南小学校区の一部からなる八尾第１地区委員会にほぼ

包含されていますが、一部安中地区委員会の区域が含まれています。八尾第１地区では、高

美小学校多目的室で、安中地区では安中小学校区集会所で地区委員会を開催し、市から依頼

を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域

行事や地域課題について話し合われています。…

…

２．高美南小学校区  

防災訓練（障害者総合福祉センターにて） 障がい者理解のための勉強会

活動紹介
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高美南小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、高美南小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は23.0％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

32.1％、75歳以上人口は約930人と推計されています。…

②高美南小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 高美南小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 2,768

人口 （人） 268,983 5,527

面積 （㎢） 41.72 0.622

人口密度 （人／㎢） 6,447 8,886

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,705

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 30.8

14 歳以下人口 （人） 34,723 568

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 10.3

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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給食サービス

（3）高美南小学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  

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おり、地域と地域内施設、

行政との連携による健康講座の実施などもしており、誰もが住み慣
な

れた地域で健やかに

安心して暮らせ、支えあいができるまちをめざします。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み
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ボッチャ大会…

②誰もが心豊かに安心して暮らせるまち  

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、地域と地域内施設、行政との連携により、災害時

の避難弱者の方々への避難誘導を想定した防災訓練の実施や、校区に数多く暮らしてい

る外国人市民のための相談体制の充実も進めています。

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て地域住民が

生涯を通じた学習やスポーツ・レクリエーション活動、防災活動ができ、地域内施設の

多くに相談体制があるなどの利点を活かした、誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづ

くりをめざします。

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

◦災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

◦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 28：生涯学習の取り組み）

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

◦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 52：多文化共生の推進）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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歴史資料室（ジオラマ）

③地域の歴史に学び魅力を発信するまち  

高美南小学校区は、八尾街道、矢
や

作
はぎ

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
にかわ

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。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）…

市の主な取り組み
高
美
中
学
校
区
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●旧中田町集会所●旧中田町集会所

郵便局郵便局●福寿会館●福寿会館

●清友幼稚園●清友幼稚園

金光八尾中学校
高等学校
金光八尾中学校
高等学校

●曙川南中学校●曙川南中学校

●やまなみ
（ケアハウス）
●やまなみ
（ケアハウス）

曙川小学校●曙川小学校●●曙川幼稚園●曙川幼稚園

●あけぼの会館●あけぼの会館

曙川東小学校曙川東小学校
●虹彩会館●虹彩会館

●二俣（史跡）●二俣（史跡）

都留美嶋神社都留美嶋神社

●都塚会館●都塚会館

東弓削町内会集会所東弓削町内会集会所

八尾木北第１公園
（八尾木公園）
八尾木北第１公園
（八尾木公園）

●由義神社●由義神社

●曙川出張所・コミセン
　・曙川分団（消防団）
●曙川出張所・コミセン
　・曙川分団（消防団）

やおぎ保育園やおぎ保育園

市立特別支援学校
・市立いちょう学園
（医療型児童発達支援センター）

市立特別支援学校
・市立いちょう学園
（医療型児童発達支援センター）

大塚古墳大塚古墳
共働作業所「風」
（障がい者支援）
共働作業所「風」
（障がい者支援）

刑部小学校・
小学校区集会所
刑部小学校・
小学校区集会所

ゆうゆうの家
（街デイ）
ゆうゆうの家
（街デイ）

八尾木北第２公園
（刑部公園）
八尾木北第２公園
（刑部公園）

刑部高齢クラブ
常設集会所
刑部高齢クラブ
常設集会所

善立寺●善立寺●

　●
天王寺屋東集会所
　●
天王寺屋東集会所

●柏村南町会館●柏村南町会館

国
道
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長
瀬
川

中田第１公園（中田公園）中田第１公園（中田公園）

墓地●墓地●中田第２公園（曙川公園）中田第２公園（曙川公園）

●六地蔵●六地蔵

●高松信重墓●高松信重墓
●柏村共同墓地●柏村共同墓地

●柏村稲荷●柏村稲荷
交番
●
交番
●

●八尾木墓地●八尾木墓地
市立リサイクルセンター
（めぐる）
市立リサイクルセンター
（めぐる）

曙町市民運動広場曙町市民運動広場

八尾市土木管理事務所八尾市土木管理事務所

●郵便局●郵便局

あけぼの保育園（認定こども園）あけぼの保育園（認定こども園）

●緑風園（包括）●緑風園（包括）

府営二俣住宅集会所府営二俣住宅集会所

八尾こころのホスピタル八尾こころのホスピタル

ちのくらぶ
（障がい者支援・相談支援窓口）
ちのくらぶ
（障がい者支援・相談支援窓口）

弓削神社弓削神社

東弓削墓地東弓削墓地
二俣墓地二俣墓地

都塚墓地都塚墓地
●曙川東自治会館●曙川東自治会館

　●
 交番
　●
 交番
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川

楠
根
川

刑部小学校区

曙川東小学校区

近
鉄
大
阪
線

あけぼの広場
（つどいの広場）
あけぼの広場
（つどいの広場）
あけぼの第二保育園
（認定こども園）
あけぼの第二保育園
（認定こども園）

●
●

●

●

●
●
●

●

●
●● ● ●

●

●

●

●

●
● ● ●

●
●

●●

八尾木町内会館八尾木町内会館

●

曙川小学校区曙川小学校区

●

●● ●●
●● ●

楽寿（地域密着型特養）楽寿（地域密着型特養）

●

●あひる保育園（認定こども園）●あひる保育園（認定こども園）

　●曙川東小学校区集会所　●曙川東小学校区集会所

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス
（包括） 地域包括支援センター
（地域密着型特養） 地域密着型介護老人施設
 （地域密着型特別養護老人ホーム）

志
紀
駅

法
善
寺
駅

駅
智
恩

駅

高
安

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

曙川南中学校

地域の概要
曙
あけ

川
がわ

南
みなみ

中学校区は、曙
あけ

川
がわ

小学校区と刑
おさ

部
かべ

小学校区、曙
あけ

川
がわ

東
ひがし

小学校区の３つの小学校区で構成されて

います。曙川コミュニティセンター運営協議会は３つの小学校区の福祉委員会を基盤に地域活動を30年

以上行っており、また、各小学校区の福祉委員会での活動や中学校区単位での活動が行われています。

曙川小学校区は、市域の中央部やや南寄りに位置し、西側には JR関西本線が、また東側には大阪外環

状線（国道170号）が通っています。八尾市のシンボルの一つである「八つ尾のうぐいす」がいたとさ

れるところです。…

刑部小学校区は市域のほぼ中央に位置し、邪馬台国と同じ時期の集落が広がる中田遺跡や、弓
ゆげのどうきょう

削道鏡

と称徳天皇が設けた由義宮の跡と考えられている由義神社があるなど、古い歴史のあるまちです。

曙川東小学校区は、市域の南東部で柏原市と隣接する位置にあり、大和川の付け替えによって、天王

寺屋新田と二俣新田が作られ、多くの河内木綿が栽培されました。また、かつてはたくさんの塚があり、

都
みやこづか

塚の名前が残っています。

13曙川南中学校区

曙川南中学校区位置図…
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グラウンドゴルフ クリスマスコンサート ふれあい喫茶

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

曙川小学校区では、住宅地内の道幅が狭く、通学路における子どもたちの安全確保などの

課題があり、地域において登下校時の見守り活動や地域防災マップの作成に取り組み、これ

により交通事故数の減少などの効果がありました。その他、子育て支援活動、高齢者の交流

事業や美化活動など豊富な取り組みを地域住民主体で行っています。

今後も数多くの事業を継続、発展させていくため、担い手をサポートする人材育成や、よ

り多くの住民に関わっていただく取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

曙川小学校区まちづくり協議会が平成24年（2012年）12月に設立され、地域の課題や

まちづくりの目標を定めた「わがまち推進計画」に基づき、防災・防犯などの安全安心を中

心とした取り組みをはじめ、曙川地区福祉委員会とともに、地域の発展と住みよいまちづく

りの推進のため、日々さまざまな取り組みが活発に行われています。

また、曙川小学校区自治振興委員会では、毎月、曙川コミュニティセンターで地区委員会

を開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の

周知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。

１．曙川小学校区

登下校時の見守り活動… 子育てサロン
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曙川小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、曙川小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は19.1％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

27.2％、75歳以上人口は約1,000人と推計されています。……

②曙川小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 曙川小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 3,023

人口 （人） 268,983 6,964

面積 （㎢） 41.72 0.877

人口密度 （人／㎢） 6,447 7,941

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,933

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 27.8

14 歳以下人口 （人） 34,723 753

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 10.8

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

曙
川
南
中
学
校
区
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園児とのつどい

地域ふれあい教室

（3）曙川小学校区のまちづくりの方向性 

①世代を越えた取り組みを推進し、住んでよかったと思えるふれあいの多いまち  

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。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、地域の各団体がさらに連携すること

や、新規事業の PRの充実など、活動をサポートするしく

みづくりが検討課題としてあげられます。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、健康で生き生きと暮らせるよう、地域と行政が連携して、地域活

動が活発で、住んでよかったと思えるふれあいのある住み続けたいまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

②みんなが集
つ ど

い、学び、活躍できるまち

曙川小学校区では、さまざまな活動や行事を通じて、地域

でのつながりの大切さを実感できるよう、町会（自治会）へ

の加入や地域活動への参画につながる取り組みを行っていま

す。地域活動の情報を共有しながら、校区内の人と人とのつ

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。…

◦身近な地域拠点であるコミュニティセンターにおいて生涯学習の場を提供します。
（施策 28：生涯学習の取り組み）…

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）…

市の主な取り組み
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交通安全キャンペーン

③あらゆる世代で安全安心の取り組みを進めるまち  

曙川小学校区では、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。

また、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、通学路における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、世代を越えて

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。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路の安全確保に努めます。
（施策 24：教育機会の均等）

◦地域の実情に応じた土地利用の推進に取り組みます。
（施策 37：土地の有効利用と都市景観の保全）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み

曙
川
南
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区
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八尾木民芸つくりもん祭…

④魅力ある地域の伝統文化を育み、次世代へ継承するまち  

曙川小学校区は、八尾市内でも有数の歴史のあるまちで

あり、八尾木には地域の伝統文化である ｢八尾木民芸つく

りもん｣ が現在も地域住民の力で伝えられています。この

取り組みは家内安全とその年の農作物の農作を喜び、また、

次年の豊作を願う伝統行事で、太平洋戦争後に途絶えてし

まいましたが、昭和52年（1977年）に育成会や子ども会

により復活、町会などの協力のもとで現在も継続されています。近年、後継者の育成が

課題となってきていますが、保存会を中心としてさまざまな取り組みが続けられていま

す。この歴史に根づいた伝統行事を後世に伝えるため、地域と行政が連携して、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育み、次世代へ継承するまちをめ

ざします。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

市の主な取り組み
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青色防犯パトロール車 自転車交通安全講習会 ふれあい祭

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

刑部小学校区は、一人暮らし高齢者の増加などの課題があり、孤立しないように趣向を凝

らしたさまざまな取り組みが行われました。その中でも給食サービスの会員数は八尾市内で

最も多くなり、現在も増加しています。その他にも地域内のさまざまな団体、住民によって

地域の発展を目標に日々、さまざまな活動が行われています。

また、同じ人が多岐にわたる事業を運営しており、担い手の負担軽減や地域全体の防犯・

防災の充実を図るためにも、新たな担い手の人材育成や、より多くの地域住民に参加しても

らえるような活動を進めていくことが必要です。

（２）地域力

刑部小学校区まちづくり協議会が平成25年（2013年）１月に設立され、地域の課題やま

ちづくりの目標を定めた「わがまち推進計画」に基づき、防災・防犯などの安全安心を中心

とした取り組みをはじめ、刑部地区福祉委員会とともに、地域の発展と住みよいまちづくり

の推進のため、日々さまざまな取り組みが行われています。

また、刑部小学校区自治振興委員会では、毎月、刑部地区集会所（小学校区集会所）で地

区委員会を開催され、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での

伝達事項の周知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。…

２．刑部小学校区 

…給食サービス 登下校時の見守り活動
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刑部小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、刑部小学校区の人口は横ばい傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は19.3％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、今後、人口は減少するとともに、高齢化

率が上昇し、平成32年（2020年）の高齢化率は26.5％、75歳以上人口は約1,500人と推

計されています。

②刑部小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 刑部小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 5,004

人口 （人） 268,983 11,685

面積 （㎢） 41.72 1.177

人口密度 （人／㎢） 6,447 9,928

65 歳以上人口 （人） 72,295 3,009

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 25.8

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,710

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 14.6

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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かまどベンチ作り

夜間パトロール

（3）刑部小学校区のまちづくりの方向性

①防災・減災対策を積極的に推進する災害に強いまち   

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。また、地域と行政

とが協働して作成した「わがまち防災マップ」をもとに、

自治振興委員会が中心になって危険箇所の見直しを行うな

ど、日常的に防災・減災対策に取り組まれています。今後

一層、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。

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

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）…

市の主な取り組み

②交通事故・犯罪の少ない住みよいまち

刑部小学校区では、自転車や自動車の交通量が多いため、

児童の登校時、地域住民による通学路における「子どもたち

への声かけ運動」や青色防犯パトロール隊による巡回など、

交通安全と防犯に対する取り組みが行われています。活動を

安定的・継続的に実施していくためには、青色防犯パトロー

ル車の講習受講者を計画的に増やしていくなど、担い手の充

実が課題となっています。今後とも、地域と行政が連携を図り、交通事故・犯罪の少な

い住みよいまちをめざします。…

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み
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刑部小学校清掃活動

③美化活動の推進を図り、地域の魅力発信に向けた取り組みを進めるまち  

刑部小学校区では、玉
たま

串
くし

川と玉串川沿いの桜並木、八尾木北第１・２公園や中田第１・

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、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。美化活動の

やりがいを高め、さらに充実したものとするためには、取り

組みを多くの方々に知っていただいたり、地域の魅力を地域

内外へ発信するなど、ＰＲ方法の充実が検討課題としてあげ

られます。今後も地域と行政が連携し、地域資源を守り、さ

らに磨きながら、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。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦公園や緑地を適正に管理し、安全に憩える空間を維持します。
◦玉串川の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つよう、再生・保全に向けた取り組みを
進めます。
（施策 41：公園とまちの緑化による緑のある暮らし）

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

◦玉串川沿道の護岸整備と沿道の桜との調和を図ります。
（施策 47：治水対策と環境を意識した水環境の形成）…

市の主な取り組み
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グラウンドゴルフ大会

④人と人とのつながりの輪を広げ、みんなが集
つ ど

い、学び、活躍できるまち  

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。しかし、地域活動に欠かせない次世代の担い手の育

成が課題となってきています。また、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、学びや健康づくり等の活動の拠点

施設となっています。今後も地域と行政が連携し、この拠点

を中心とした、次世代の地域活動の担い手の育成も視野に入

れた学びや健康づくり等の活動を通じ、あらゆる世代の住民

に人と人とのつながりの輪を広げていただくことで、継続的

にみんなが集い、学び、活躍できるまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 28：生涯学習の取り組み）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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ふれあい祭り… 防災訓練 子育てサロン…

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

曙川東小学校区では、高齢化率の上昇に伴い健康事業が求められる中、地域が行政と連携

して「うんどう教室」を開催するなど、地域の健康づくりや介護予防に向けた取り組みを行っ

ています。…

一方、地域と学校との連携によって子ども会加入率が高く、さまざまな地域活動に子ども

たちや保護者が参加しており、地域活動が活発に行われています。また、平成26年（2014年）

３月に曙川南土地区画整理準備組合（現…曙川南土地区画整理組合）が設立され、よりよい魅

力あるまちなみを創造するため、官民をあげた曙川南地区土地区画整理事業の取り組みが行

われています。

（２）地域力

曙川東小学校区まちづくり協議会が平成25年（2013年）２月に設立され、地域の課題や

まちづくりの目標を定めた「わがまち推進計画」に基づき、防災・防犯などの安全安心を中

心とした取り組みをはじめ、曙川東地区福祉委員会とともに、地域の発展と住みよいまちづ

くりの推進のため、日々さまざまな取り組みが行われています。

また、曙川東小学校区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を開催し、市から依頼を受

けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知などのほか、地域行事

や地域課題について話し合われています。

３．曙川東小学校区

うんどう教室 敬老祝寿式
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曙川東小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、曙川東小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は23.6％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

32.5％、75歳以上人口は約1,040人と推計されています。…

②曙川東小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 曙川東小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 2,943

人口 （人） 268,983 6,339

面積 （㎢） 41.72 1.007

人口密度 （人／㎢） 6,447 6,295

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,976

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 31.2

14 歳以下人口 （人） 34,723 723

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 11.4

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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講念仏踊り…

もちつき大会

（3）曙川東小学校区のまちづくりの方向性

①地域のふれあいと交流のあるまち   

曙川東小学校区では、地域活性化のため、各種団体が協力し、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数多くの取り組みを活発に行っています。一

方で、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、より多く

の地域住民に町会への加入、地域活動への参画をしてもら

うことが大切です。校区まちづくり協議会が中心となり、

地域の各種団体と行政が連携し、地域内交流をさらに密に

して、住民どうしの連携を深め、世代を越えて地域内のふ

れあいと地域住民どうしの交流があるまちをめざします。

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

②子どもたちの健全育成と伝統文化の継承を推進するまち

曙川東小学校区では、地域住民が主体となって、さまざまな青少年健全育成の事業が

進められています。また、平成16年（2004年）の大和川付け替え300周年を契機として、

曙川東地域と関わりが深い講（顧）念佛踊りを「講念佛踊り保存子ども教室」で復活させ、

地域内で行われる「世代を越えたふれあい祭り」などの行事

で披露するなど、地域の伝統芸能の継承活動も行っています。

これらの事業を継続・発展させていくためには、活動の担い

手の育成が課題となっています。今後もこのような取り組み

を発展・継続し、地域と行政が連携して、子どもたちの健全

育成や伝統文化の継承を推進するまちをめざします。…

◦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 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み
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ノルディック・ウォーク
（うんどう教室）…

③高齢者が楽しんで暮らせるまち  

曙川東小学校区では、地域住民が主体となり、曙川東地区

集会所（小学校区集会所）を中心とした高齢者の方々が参加

しやすいさまざまな活動を展開しています。一方で曙川東小

学校区においても、今後高齢化が一層進むことが懸念されて

おり、高齢者の方々の孤立化防止や生きがい支援がますます

重要視されています。今後も地区集会所を中心として行われ

る、高齢者の方々が参加しやすい活動を継続・発展させると

ともに、地域と行政や地域包括支援センター等との連携をさらに強化し、高齢者が楽しん

で健康に暮らせるまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦高齢者が自らの生きがいを見い出し、社会参加を図ることができるように、生きがいづくりの支援お
よび情報の提供などにより、地域で活躍する高齢者の活動を支援します。
◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図るととも
に、災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

市の主な取り組み
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交通安全キャンペーン

④あらゆる世代が安心して暮らし出かけられるまち

曙川東小学校区は、大阪外環状線（国道170号）が隣接していることや、JR線、近鉄

線の最寄り駅までの距離もあるため、登校時の自動車や自転車の交通量が多くなっていま

す。住宅地域の道路は、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

ており、登校時、地域住民による児童の通学路における声かけ運動が展開されています。

今後、本格的に実施される土地区画整理事業も踏まえながら、

交通利便性も考慮に入れた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など、あらゆ

る世代の住民が安心して出かけられるまちをめざします。ま

た、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

を図り、安心して暮らせるまちをめざします。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦消防団を中核とした地域防災力の充実強化に努めます。
（施策３：災害に強い消防体制づくり）

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦通学路の安全確保に努めます。
（施策 24：教育機会の均等）

◦地域の実情に応じた土地利用の推進に取り組みます。
（施策 37：土地の有効利用と都市景観の保全）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み
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東中学校

●東山本幼稚園●東山本幼稚園

東山本小学校・
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自立生活センターやお
（障がい者相談支援事業所）
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（障がい者相談支援事業所）西山本公園西山本公園●●

　●西山本小学校　●西山本小学校
西山本幼稚園
　　●
西山本幼稚園
　　●

消防署山本分署●消防署山本分署●
●道草（街デイ）●道草（街デイ）

●りんごの木（障がい者支援）●りんごの木（障がい者支援）
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交番●
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 ●山本出張所・コミセン ・山本図書館●山本出張所・コミセン ・山本図書館近鉄大阪線

近鉄信貴線

●山本八幡宮●山本八幡宮

東山本小学校区
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大
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恩
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道
八
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茨
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●てん・てん・てんとむし
　（つどいの広場）
●てん・てん・てんとむし
　（つどいの広場）

●
●

●

●

●

●

◆凡例（施設種類の略称）◆
（障がい者支援） 障がい者支援施設
（街デイ） 街かどデイハウス

河内山本駅

※平成27年度（2015年度）の情報を基に作成。暮らしに身近な地域資源の
配置を示すものであり、縮尺や距離は正確なものではありません。

地域の概要
東
ひがし

中学校区は、市域のほぼ中央部に位置し、東
ひがし

山
やま

本
もと

小学校区と西
にし

山
やま

本
もと

小学校区の２つの小学校区で構

成されています。

東山本小学校区は、南は近鉄信貴線が東西に通り、東は大阪外環状線（国道170号）が南北に通って

います。校区は大きく分けて、旧万願寺村の旧来からの集落、新興住宅街、市街化調整区域からなり、

市街化調整区域を除けばほとんどが住宅地となっています。

西山本小学校区は、南は近鉄大阪線が東西に通っており、東側には府道八尾茨木線が玉
たま

串
くし

川と並行し

て南北に縦断しています。近鉄河内山本駅周辺は本市の都市核の「副次核」として位置づけており、駅

周辺以外は玉串川沿いを中心に閑静な住宅街となっています。

14 東中学校区

東中学校区位置図…
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…まちづくりラウンドテーブル とんど焼＆焼き芋パーティー 恩智川クリーンアップ

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

東山本小学校区では、登下校時の児童の安全確保などの課題があり、地域では登下校見守

り隊などの取り組みがされるとともに、地域と行政との連携により、小学校周辺の危険箇所

の情報共有などに取り組みました。

また、災害時等における課題については、地域と行政が連携し、自主防災組織による防災

訓練等、地域防災力の向上に向けた取り組みを行いました。

今後も、校区まちづくり協議会などと連携して、自主防災組織の結成・支援などの取り組

みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

東山本小学校区では、東山本地区福祉委員会を構成団体として、平成25年（2013年）４

月に校区まちづくり協議会が設立され、「子ども達が健やかに育つ魅力のあるまちづくり」

をわがまち推進計画のスローガンに掲げ、登下校見守り隊やほほえみサロン（ふれあい喫茶）、

まちづくりラウンドテーブルや恩智川クリーンアップなどの取り組みが進められています。

校区まちづくり協議会の活動以外にも、多くの地域の団体や人々が地域の発展のため、日々

さまざまな取り組みを行っています。それらの団体の多くは東山本地区福祉委員会のメン

バーとして参加し、福祉委員会の活動をサポートしています。

東山本地区自治振興委員会では、毎月、山本コミュニティセンターで地区委員会を開催し、

市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項のほか、地域

行事や地域課題について話し合われています。

１．東山本小学校区

登下校見守り隊 防災訓練…
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東山本小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、東山本小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は21.0％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、平成32年（2020年）の高齢化率は

28.4％、75歳以上人口は約1,330人と推計されています。……

②東山本小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 東山本小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 3,842

人口 （人） 268,983 9,037

面積 （㎢） 41.72 0.815

人口密度 （人／㎢） 6,447 11,088

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,456

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 27.2

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,177

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 13.0

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

東
中
学
校
区
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ふれあい給食サービス

世代間交流（昔あそび）

（3）東山本小学校区のまちづくりの方向性

①高齢者がいきいきと暮らせるまち  

東山本小学校区では、ひとり暮らし高齢者を対象とした

昼食会やふれあい喫茶など、地域ぐるみで住民が集
つど

い、交

流する機会を確保し、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

た支えあいはより一層重要となります。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。

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図ります。
（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）

市の主な取り組み

②子どもたちが健やかに育つまち

東山本小学校区では、子どもたちの居場所づくりとして、コミュニティ運動広場を整

備し、地域住民によって管理されています。また、少子化や核家族化、隣近所とのつな

がりの希
き

薄
はく

化
か

など、子どもや家族を取り巻く環境が大きく変化する中、今後も、家庭、

学校、地域が連携して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。

登下校時には、地域や関係団体が連携し、地域ぐるみで通

学路の子どもたちの安全確保に努めておられる一方、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、

道路の幅が狭いところも多いため、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。…

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めます。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路の安全確保に努めます。
（施策 24：教育機会の均等）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み
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ふれあい喫茶…

③住民同士の絆が強いまち   

東山本小学校区では、長年にわたり「東山本まちづくりラウンドテーブル」を定期的に

開催し、地域住民が気軽に集まり、身近な課題や話題について自由に意見交換する場になっ

ているほか、校区まちづくり協議会ではホームページやブログを開設するなど、住民どう

しの情報の共有化をはかっています。今後も身近な地域での人と人がつながり、地域での

さまざまな活動を健康にみんなの力で続けていけるように地域と行政が連携して取り組み

を進めます。

また、地区の中心を流れる一級河川恩智川は、地域住民に

憩いを感じられる水空間として親しまれ、地域や学校が連携

し、恩智川クリーンアップを実施しています。今後、恩智川

や沿道に関して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、地域と行政が連携して身近な水辺空間を

守ります。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦市民、事業者とのパートナーシップにより、環境問題への取り組みを進め、生活環境の保全を図ります。
（施策 43：快適な生活環境づくり）

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

東
中
学
校
区
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防災訓練…

④安全・安心に暮らせるまち

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。ま

た、小学校でも子どもたちに防災教育を地域とともに行って

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。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。今後も地域と行政が連携して、災

害時要配慮者等への支援体制の確保など、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。…

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

て東山本地区集会所（小学校区集会所）に「地域安全センター」が設置されています。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。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

市の主な取り組み



161
青色防犯パトロール 防災訓練… 地域一斉清掃

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

西山本小学校区では、玉
たま

串
くし

川のさくら再生などの課題については、地域では沿道樹木の日

常管理などの取り組みがされるとともに、地域と行政との連携により、まち歩きなどに取り

組み、枯損木の伐採、さくらの植樹などの成果がありました。

また、近鉄河内山本駅周辺での交通安全対策などの課題については、今後、一層高齢化社

会となることが見込まれることなどから、地域や大阪府、鉄道事業者などと連携して、安全

で魅力ある駅周辺整備などの取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

西山本小学校区では、西山本地区福祉委員会をはじめ、多くの地域の団体等を構成団体と

して、平成25年（2013年）３月に校区まちづくり協議会が設立され、「みんなでつくる魅

力あるわがまち」をわがまち推進計画のスローガンに掲げ、青色防犯パトロールやサロンさ

くら（ふれあい喫茶）、親子フェスタやまちかど等への消火器の設置などの取り組みが進め

られています。

校区まちづくり協議会の活動以外にも、多くの地域の団体や人々が地域の発展のため、日々

さまざまな取り組みを行っています。それらの団体の多くは西山本地区福祉委員会のメン

バーとして参加し、福祉委員会の活動をサポートしています。

西山本地区自治振興委員会では、毎月、山本コミュニティセンターで地区委員会を開催し、

市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項のほか、地域

行事や地域課題について話し合われています。…

２．西山本小学校区

さくら植樹 駅周辺整備ワークショップ

東
中
学
校
区
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西山本小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、西山本小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は24.4％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、今後も人口は減少するとともに、高齢化

率が上昇し、平成32年（2020年）の高齢化率は30.6％、75歳以上人口は約950人と推計

されています。

②西山本小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 西山本小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 2,804

人口 （人） 268,983 6,088

面積 （㎢） 41.72 0.595

人口密度 （人／㎢） 6,447 10,232

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,848

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 30.4

14 歳以下人口 （人） 34,723 680

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 11.2

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ
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サロンさくら

（3）西山本小学校区のまちづくりの方向性

①人と人のつながり・絆を深めていくまち  

西山本小学校区では、人と人のつながりや支えあい、絆を深めることで、身近な地域

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、校区まちづくり協議会や福祉

委員会をはじめ、町会（自治会）や女性会、青少年育成連合会、高齢クラブなど各種団

体が活発に活動を行っています。また、校区の玉
たま

串
くし

川沿道には「さくら」や「八尾」を

紹介する写真・モニュメントがあり、地域住民はもとより多くの人が集
つど

う名所になって

います。これからも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重要

であり、地域に根ざしたさまざまな活動を健康にみんなの

力で続けていけるように、地域と行政が連携して、地域活

動の情報を共有しながら、地域資源を守るとともに、人と

人のつながり・絆を深めていくまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦玉串川の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つよう、再生・保全に向けた取り組みを
進めます。
（施策 41：公園とまちの緑化による緑のある暮らし）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

東
中
学
校
区
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敬老祝寿会…

声かけ運動

②高齢者がいつまでも心豊かに暮らせるまち   

③子どもたちが健やかに育つまち

西山本小学校区では、ひとり暮らし高齢者を対象とした昼食会や友愛訪問、敬老祝寿

会やいきいきサロンなど、地域ぐるみで住民が集
つど

い、交流

する機会を確保し、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

支えあいはより一層重要となります。地域と行政が連携し

て、身近な地域で支えあい、高齢者がいつまでも暮らしや

すいまちをめざします。

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図ります。
（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）

市の主な取り組み

西山本小学校区では、登校時の声かけ運動や世代間交流事

業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、すくすく子ども地域活動支援事業でサマーフェ

スティバルを開催し、子どもたちの自主性を育てる取り組み

も実施しています。少子化が進む中、今後も地域ぐるみで子

どもの育ちを見守る取り組みは重要です。子どもたちがいき

いきと過ごし、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。

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

市の主な取り組み
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青色防犯パトロール

④安全で誰もが安心して暮らせるまち   

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の自主防災活

動や災害時要配慮者支援体制づくり、青色防犯パトロール車

による校区内巡回や交通安全対策の確認など、安全安心に関

わる活動を活発に行っています。今後も、地域での防災・防

犯活動が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。…

また、近鉄河内山本駅周辺をはじめ、玉
たま

串
くし

川沿道などでは、自転車の通行も多く、交通

マナーを守ることが必要です。これからも地域、警察および行政が連携して各種啓発活動

等を行うとともに、近鉄河内山本駅周辺を安全で安心して利用できるよう、地域、関係機

関および行政が連携して整備を進めていきます。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦災害時要配慮者支援体制の構築に取り組みます。
（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）

◦障がい者（児）が住み慣
な

れた地域で生き生きと生活するために、防災対策に取り組みます。
（施策 16：障がいのある人の自立支援）

◦市民生活の安全性向上のため、交通結節点である近鉄河内山本駅周辺の整備に取り組みます。
（施策 38：魅力ある都市核などの充実）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

市の主な取り組み

東
中
学
校
区
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てづくり教室 市民スポーツ祭 防災訓練

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

竹渕小学校区では、より安全安心のまちづくりをめざしており、地域では、青パトの見守

り活動、防災訓練の実施などの取り組みがされているとともに、地域と行政との連携により、

防犯カメラの設置、AEDなどの研修会を実施し、地域内での防犯・防災意識が向上しました。

また、高齢者の孤立化などの課題があり、地域では高齢者昼食会、ふれあい喫茶などの取

り組みがされているとともに、地域と行政との連携により、高齢者の移動の利便性を図るた

めの公共交通問題のアンケート調査を実施し、基礎データの収集、分析などに取り組みました。

今後、高齢化が一層進むことが予想されるため、竹渕小学校区まちづくり協議会などと連

携して、高齢者の支援などを進めていくことが必要です。

（２）地域力

竹渕小学校区では、多くの地域の方々や各種団体が地域発展のため、日々さまざまな取り

組みを行っています。竹渕小学校区まちづくり協議会では、わがまち推進計画に基づいた青

色防犯パトロールカーによる見守り活動やふれあい喫茶、てづくり教室などを実施していま

す。

福祉委員会では、市民スポーツ祭や一人暮らしの高齢者を対象としたふれあい給食サービ

スなどを実施しています。

また、竹渕地区自治振興委員会では、毎月、竹渕コミュニティセンターで地区委員会を開

催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周知

などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。

１．竹渕小学校区

防犯パトロール 高齢者ふれあい昼食会
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竹渕小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、竹渕小学校区の人口は減少傾向にあり、平成20年（2008年）

の高齢化率は21.8％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、今後も人口は減少し、高齢化が進む見通

しで、平成32年（2020年）の高齢化率は30.2％、75歳以上人口は約740人と推計されて

います。……

②竹渕小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 竹渕小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 2,294

人口 （人） 268,983 4,829

面積 （㎢） 41.72 0.658

人口密度 （人／㎢） 6,447 7,339

65 歳以上人口 （人） 72,295 1,430

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 29.6

14 歳以下人口 （人） 34,723 498

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 10.3

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

亀
井
中
学
校
区
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青色防犯パトロール

自転車交通安全講習会

（3）竹渕小学校区のまちづくりの方向性 

①安全安心でふれあいのあるまち  

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、自主防災組織の活動など、

安全安心に関わる活動を継続的に展開しています。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、安全安心でふれあいのあるまちをめざします。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）…

市の主な取り組み

②交通問題に取り組むまち

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、市役所や市立病院への通院、また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ましたが、市の中

央部へ移動する際など、地域の交通利便性は低く、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

と行政が連携し、誰もが移動しやすいまちをめざします。…

◦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、持続性の向上をめざします。
（施策 42：公共交通網の充実）…

市の主な取り組み
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ふれあい喫茶…

③誰もがいくつになっても暮らせるまち 

竹渕小学校区では、地域ぐるみでふれあい給食サービスやいきいきサロン、ふれあい喫

茶など高齢者の支援に取り組んできました。また、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健康に暮らせるように、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。

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

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
◦福祉に関する総合的な支援体制の充実を図るために、地域全体の健康福祉情報の提供や、相談体制の
充実に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦地域における見守りネットワークと地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を図ります。
（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）

◦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 52：多文化共生の推進）

市の主な取り組み

亀
井
中
学
校
区
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てづくり教室

④竹渕コミュニティセンターを拠点に様々な世代が集
つ ど

えるまち

竹渕小学校区では、竹渕コミュニティセンターと竹渕地区

集会所（校区集会所）を地域の活動拠点として、世代間交流

のてづくり教室やふれあい喫茶などが活発に行われていま

す。また、地域の健康づくりのために講座等も行われていま

す。

給食サービスによる高齢者のふれあいの場や、校区まちづ

くり協議会・福祉委員会など各種団体の会議や会合など情報交換の場であり、コミセンま

つりやコミセンふれあいまつりの会場として、芸術文化活動などさまざまな目的で活動を

行っています。

しかし、現在のコミュニティセンターは狭くてエレベーターがなく、広く市民が利用し

やすい施設へと転換するため、耐震基準を満たしていない竹渕地区集会所（校区集会所）

を除却し、バリアフリー化した新コミュニティセンターを建設する予定です。今後、さら

に活動を発展させ、さまざまな世代が集える地域活動の拠点となるよう地域と行政が連携

して取り組みます。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦身近な地域拠点施設であるコミュニティセンターにおいて生涯学習の場を提供します。
（施策 28：生涯学習の取り組み）

◦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、地域の活動拠点となる竹渕コミュニティ
センターを移転建替えします。
（施策 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み
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工場見学会

体力測定会

⑤スポーツを通じてみんながあいさつのできるまち   

⑥工場と住まいが良好な関係であるまち

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。

市民スポーツ祭をはじめ、体力測定会やニュースポーツ

等を開催するほか、平野川沿いをウォーキングしている人

も多くいます。

今後も、この活動が充実し、年代・世代を越えて身近な

ところで多くの人々がなごやかに声をかけあいスポーツに

親しむことができるまちをめざします。

◦スポーツを通じた市民の親睦・健康増進に取り組みます。
…（施策 31：スポーツ・レクリエーションの取り組み）…

市の主な取り組み

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
じゅん

守
しゅ

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をめざします。…

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦工場立地支援制度を活用し、工場集積の維持・発展に取り組みます。
◦「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。
◦子どもたちへものづくりの素晴らしさを伝えるため、工場見学など地域と企業との橋渡しに取り組み
ます。
（施策 33：世界に誇るものづくりの振興と発信）

◦地域の実情に応じた土地利用の推進に取り組みます。
（施策 37：土地の有効利用と都市景観の保全）…

◦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 41：公園とまちの緑化による緑のある暮らし）…

市の主な取り組み

亀
井
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地域フェスタ 防災訓練… 給食サービス

活動紹介

（１）前期基本計画の総括

亀井小学校区では、開発等による、通学路や防犯・防災などの課題があり、地域では、定

期的な防犯パトロールや防災訓練の実施などの取り組みがされるとともに、地域と行政との

連携により、通学路の安全対策や研修会の開催などに取り組み、住民の防犯・防災意識が向

上しました。

また、人口増加に伴い、居住する人たちの地域コミュニティ活動への参加をめざし、地域

では市民スポーツ祭への新たな住民の参加を促すとともに、地域と行政との連携により、町

会加入の促進などに取り組み、新たな自治会の発足などの成果がありました。

今後、一層児童の増加が見込まれることなどから、学校などと連携して、通学路の安全対

策や地域の見守り活動などの取り組みを進めていくことが必要です。

（２）地域力

亀井小学校区では、多くの地域の方々や各種団体が地域発展のため、日々さまざまな取り

組みを行っています。亀井小学校区まちづくり協議会では、わがまち推進計画に基づき青色

防犯パトロールカーによる見守り活動や地域フェスタ、防災訓練などを実施しています。

亀井地区福祉委員会および亀井小学校東地区福祉委員会では、いきいきサロンなどの小地

域ネットワーク活動や一人暮らしの高齢者を対象としたふれあい給食サービスなどを実施し

ています。

また、亀井地区自治振興委員会および龍華地区自治振興委員会では、毎月、地区委員会を

開催し、市から依頼を受けたチラシ回覧やポスター掲示などの案件や地域での伝達事項の周

知などのほか、地域行事や地域課題について話し合われています。

２．亀井小学校区 

……防犯パトロール 避難所開設訓練…
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亀井小学校区の人口推移と高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し
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①人口の見通し

前期基本計画の策定時は、亀井小学校区の人口は住宅供給により増加傾向にあり、平成20

年（2008年）の高齢化率は19.8％となっていました。

前期基本計画策定時に行った人口の見通しでは、今後も人口は増加し、平成27年には約1

万人に達する見通しです。平成32年（2020年）の高齢化率は21.7％、75歳以上人口は約1,060

人と推計されています。…

②亀井小学校区のさまざまなデータ

項目 単位 八尾市 亀井小学校区

世帯数 （世帯） 121,528 5,169

人口 （人） 268,983 11,536

面積 （㎢） 41.72 1.23

人口密度 （人／㎢） 6,447 9,379

65 歳以上人口 （人） 72,295 2,279

65 歳以上人口比率 （％） 26.9 19.8

14 歳以下人口 （人） 34,723 1,929

14 歳以下人口比率 （％） 12.9 16.7

（平成 27 年（2015 年）9 月末時点）

地域データ

亀
井
中
学
校
区
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JR 久宝寺駅周辺地域

（3）亀井小学校区のまちづくりの方向性 

①ＪＲ久宝寺駅南側を中心とした新しいまちと歴史のあるまちをたいせつにするまち

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

ションや商業施設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。

駅の南西側には、「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され、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。

また、校区を東西に旧奈良街道が通っており、その周辺に

は多くの遺跡や史跡も点在しています。

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、さらに発展する新しいまちと歴史あるまち

を再確認し、魅力あるまちをめざします。

◦一般社団法人八尾市観光協会と連携し、八尾の地域資源を「八尾の魅力」として発信します。
（施策 25：八尾の魅力発見と発信）

◦工場立地支援制度を活用し、工場集積の維持・発展に取り組みます。
◦「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。
（施策 33：世界に誇るものづくりの振興と発信）

◦ JR久宝寺駅周辺の都市核としての機能を高めます。
（施策 38：魅力ある都市核などの充実）

市の主な取り組み
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防災訓練…

②みんなが安全安心にくらせるまち 

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、自主防災活動が盛んな地域であり、防災訓練

等校区全体で防災意識が高まるようにしています。…

また、亀井小学校区は国道25号をはじめ、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まちなみが残っており

狭い道路も多い新旧混在した地域です。

国道25号からの抜け道などとして、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、地域と行政が連携し取り組みます。

地域活動が活発で、防犯や災害に備えのあるみんなが安全安

心に暮らせるまちをめざします。

◦地域における防犯活動の支援や、地域、事業者、関係団体、警察、関係機関との連携・協力による防
犯への取り組みを進めます。
（施策１：安全なまちをつくる防犯の取り組み）

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

◦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５：交通事故をなくすための安全意識の高揚）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦通学路の安全確保に努めます。
（施策 24：教育機会の均等）

◦通学路を中心とした生活道路について安全対策と適切な維持管理に努めます。
（施策 40：生活道路の整備と維持）

◦防災訓練での応急給水訓練活動などを通して、災害時の地域住民による給水活動や、備蓄水の必要性
を呼びかけ、地域の防災力強化につなげます。
（施策 48：上水道の安定供給）

市の主な取り組み

亀
井
中
学
校
区
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竜華せせらぎ緑道

農業体験…

③地域資源を有効活用し、水と緑のある憩えるまち

④子どもたちの笑顔があふれ、健やかに育つまち

亀井小学校区には、一級河川平野川が流れており、沿道は散策道として市民に親しま

れています。また、植栽の手入れなど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。

また、JR久宝寺駅南側の竜華東西線の沿道には、緑地や

せせらぎ、公園があり、地域の憩いの場・散策の場として

親しまれています。

今後とも地域と行政が協働し、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。

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

◦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 44：きれいなまち八尾の実現）

◦水辺環境施設の向上をめざし、水辺環境施設の活用と維持管理に努めます。
（施策 47：治水対策と環境を意識した水環境の形成）…

市の主な取り組み

亀井小学校区では、校区まちづくり協議会、福祉委員会、

自治振興委員会、子ども会などが連携し、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。

また、亀井小学校において農業体験・昔遊びなど地域の方々

との交流活動も実施されています。

登下校時における子どもたちへの声かけと見守り活動が行

なわれ、地域全体で子どもたちの安全を守る取り組みが進められています。

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、健やかに育つまちをめざします。…

◦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 19：地域での子育て支援と児童虐待防止の取り組み）

◦子どもたちの居場所づくりや安全確保の取り組みなど、地域での青少年健全育成の取り組みを進めま
す。
（施策 22：次代を担う青少年の健全育成）…

市の主な取り組み
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亀井小学校区集会所

町会加入促進ブース

⑤校区集会所を拠点として、世代間交流ができる地域活動が活発なまち   

⑥町会加入を促進し、将来の地域の担い手をはぐくむまち

亀井小学校区集会所が地域の活動の拠点として、校区まちづくり協議会など各種団体

の会議や会合などが行なわれています。また、さまざまな世代が集
つど

える場として、ふれ

あい喫茶や世代間交流イベントの開催などが活発に行われ

ています。また、地域の健康づくりのための講座等も行わ

れています。

今後もさらに、活動を発展させるよう、地域と行政が連

携して取り組み、亀井小学校区集会所を拠点として、世代

間交流ができる地域活動が活発なまちをめざします。

◦地域の健康づくり活動を支援する中で、地域の健康コミュニティの構築と健康文化の醸成に取り組み
ます。
（施策 10：疾

しっ

病
ぺい

予防と健康づくりの推進）

◦地域における団体や住民の自主的な地域福祉活動や見守り・支援体制の充実の支援に取り組みます。
（施策 13：ともに支えあう地域福祉のしくみづくり）

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）

◦市民活動団体等が地域とつながり、協働のまちづくりの担い手となるよう支援します。
（施策 55：市民の社会貢献活動の促進）

市の主な取り組み

亀井小学校区では、JR久宝寺駅前の開発などにより、さ

らに人口が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

ていくことが必要です。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。

地域と行政が連携し、町会加入を促進し、地域活動が活発で将来の担い手を育むまち

をめざします。…

◦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 54：地域のまちづくり支援・地域拠点の充実）…

市の主な取り組み

亀
井
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