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はじめに 
 

 目線を変えることで、『地域』は変わる。 

 誰もが願う“住みよいまち”にするために、一度、見る

目を変えてみたら、どうなるだろうか？正面から、横から、

後ろから、時には逆さまから・・。きっと何かが見えてく

るに違いない。そして、今まで誰もが気づかなかった何か

が発掘できるかもしれない。 

 今、八尾市内のさまざまな地域を見渡してみると、人が減り、子どもの数が

減り、地域を支えてきた人たちの高齢化が絶え間なく進んでいる。そうした状

況の中で、地域の状況を変え、地域の担い手の若返りを図り、多くの、そして

さまざまな世代の人たちが地域の中で汗を流し、交流を深め、絆を強くしてい

くための仕組みづくりが、今、それぞれの地域において求められているのでは

ないだろうか。 

 久宝寺小学校区では、これまで、多くの事業を実施して、世代間交流を図っ

てきた。地域の宝物である子どもたちの育成支援をＰＴＡや学校と連携して行

い、地域の声を吸い上げてまちづくりに反映するための仕組みとしての「何で

も言わん会」を開催し、小地域ネットワーク活動を中心とした福祉活動も精力

的に行ってきた。また、安全・安心のまちづくりのための防災訓練や交通安全

教室の開催、寺内町を中心とした美しいまちなみを守るための地域環境美化活

動など、多岐にわたる活動を展開している。そうした中で、ようやく、新しい

若い世代が地域の担い手として育とうとしている。 

 今、この時代に、久宝寺の新たな人材の発掘し、育み、共に地域の担い手と

して、“住みよいまち”をつくっていきたい、そう強く願っている。そのため

にも、この計画に掲げる目標を一つひとつ着実に実現していきたい。 

 

久宝寺小学校区まちづくり協議会 

                会 長  津川 勝 
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1．「久宝寺小学校区」の概要 
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歴史的経緯 

「久宝寺」は、古代・飛鳥時代に聖徳太子がこの地に「久宝寺」を創建したこと

が名称の由来になっています。戦国時代には、本願寺第八世蓮如がこの地で布教活

動を始め、西証寺（のちの顕証寺）を創建し、周囲に環濠をめぐらせて環濠集落・

寺内町が形成されました。 

明治 22 年の市町村制施行に伴い、久宝寺村、顕証寺新田、三津村新田が合併し、

久宝寺村となり、昭和 23 年に久宝寺村・八尾町・龍華町・大正村・西郡村の 2 町

3 村が合併、市制を施行し八尾市となりました。 

 

地理・交通 

久宝寺小学校区は、市域の北西部に位置します。校区の北側には近鉄大阪線、南

側にはＪＲ大和路線が東西に走っています。西側には、主要幹線道路の府道大阪中

央環状線や府営の久宝寺緑地があり、東側には桜並木のある長瀬川が流れています。 

 校区の中央部には、顕証寺を中心に府下でも大規模な中世の町割りが残る久宝寺

寺内町があります。また、校区には、久宝寺中学校、府立八尾高校があります。 

久宝寺小学校区では、校区内には鉄道駅はありませんが、近鉄大阪線久宝寺口駅、

ＪＲ大和路線久宝寺駅などが最寄り駅で、いずれの駅も徒歩圏内にあり、比較的交

通の便の良い地域です。またどちらの駅も、エレベーターが設置され、バリアフリ

ー化されています。 

道路は南北に府道大阪八尾線、府道大阪中央環状線、ならびに近畿自動車道が走

り、東西に府道大阪港八尾線が走る道路交通の便は良い地域です。ただし、寺内町

の中の道路をはじめとする狭隘（きょうあい）な道路も多い地域であり、府道など

への抜け道として利用される等の問題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ久宝寺駅                 近鉄久宝寺口駅 

 

コミュニティセンター・集会所 

久宝寺小学校区には公共施設である久宝寺コミュニティセンターが校区全体のコ

ミュニティ活動の中心としての役割を果たしています。久宝寺コミュニティセンタ

ーは昭和 54 年に建築され延床面積は約 600 ㎡で、地域でのさまざまな活動に利

用されています。ただし、車椅子による利用者や高齢者にとってはエレベーターが

ないなどの課題があります。 

また、地域で自主管理されている集会所が、校区内に８ヶ所あります。 
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乳幼児・児童・教育 

校区内の教育関連施設としては、府立八尾高校、久宝寺中学校、久宝寺小学校、

久宝寺幼稚園、久宝まぶね保育園、久宝寺保育園、みどり保育園（簡易保育施設）

があります。 

また、中学校区ごとに地域子育て支援拠点事業として「つどいの広場」が整備さ

れており、久宝寺小学校区内には「からりん広場」が開設されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

福祉・医療 

久宝寺小学校区は、高齢者の総合相談支援拠点としての地域包括支援センターに

ついては、第２圏域（久宝寺、龍華、亀井中学校区）に属しており、高齢者の総合

久宝寺出張所 

（久宝寺コミュニティセンター） 

 

久宝寺中学校 久宝寺小学校 

府立八尾高校 久宝寺幼稚園 
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相談支援については、光南町にある「地域包括支援セン

ター長生園」を利用することになります。また、高齢者

関連施設として、街かどデイハウス（八尾サランの家）、

障がい者関連施設として、就労支援施設（ブルー・ムー

ン、楽園（パラダイス）八尾）などがありますが、介護

保険施設はありません。 

医療関連としては、校区の地域医療に大きな役割を担

っていた八尾徳洲会総合病院が若草町に移転したため、

校区内に総合病院はありませんが、医療機関が５ヶ所、歯

科医院が５ヶ所あります。 

                                   

史跡・自然 

久宝寺御坊顕証寺は、「久宝寺御坊」とも呼ばれ、本願寺宗主の蓮如上人の子息

や一門が布教の拠点とした御坊格寺院でも中核の寺院です。顕証寺の建物の調査を

行ったところ、江戸時代中期のもので、当時の材や構造が良く残っていることがわ

かりました。顕証寺の外郭施設となる東長屋・長屋門・西長屋・南長屋は、伽藍正

面の表門と築地から続き、北と西側が通りに面しています。通り側からみれば長大

な外側を築地の延長と見ることができ、御坊格寺院としての風格を残しています。 

そして、久宝寺に顕証寺を中心とする寺内町（浄土真宗寺院を中核に発達した集

落）が成立したのは 16 世紀半ば頃であるといわれています。蓮如上人が、明応年

間（1492～1501）に西証寺を創建され、西証寺は蓮淳（蓮如の６男）の時代に

顕証寺と名を改め、歴代連枝（法主の一族）を住職とする格式高い寺として、久宝

寺村四町四方を統括しました。河内における布教の拠点としてだけではなく、八尾

街道の道筋にあたり、旧久宝寺川（現在の長瀬川）に隣接するという地の利を生か

し、地域の商業の中心としても栄えました。 

町は碁盤の目のように整然と区画され、周囲には二重の濠と土塁がめぐらされて

いました。また、南北に１ヶ所、東西に２ヶ所ずつあった出入り口には木戸門と番

所が設けられるなど、厳重な防衛機能を備えていました。現在も、町割りなどに当

時の面影をとどめています。 

八尾市では久宝寺寺内町の保全整備構想をまとめ、地区住民とともにその保全に

つとめています。水路や街路、公園を整備し、地域の活動拠点となる「八尾市まち

なみセンター（寺内町ふれあい館）」を建設しました。平成 17 年度には顕証寺の

長屋門・附属西長屋、東長屋、渡廊が市の文化財に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久宝寺寺内町 久宝寺御坊顕証寺 

地域包括支援センター 

長生園 
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公共施設 

八尾市まちなみセンターは、久宝寺寺内町の歴史的遺産の継承と八尾市のまちづ

くりについての地域活動の拠点として設置され、寺内町に関する展示のほか、まち

づくり活動への会議室・研修室の提供、まちづくり啓発事業・相談事業等の実施、

まちづくり情報の収集・発信、久宝寺寺内町の歴史的遺産等の継承や地域の市民活

動に利用されています。 

 また、校区の南東の端には、八尾市内の犯罪の予防や治安の維持などを担ってい

る八尾警察署があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

久宝寺小学校区の西側に

は府営の久宝寺緑地が広が

っています。久宝寺緑地は、

服部・鶴見・大泉と並ぶ大阪

４大緑地のひとつです。甲子

園球場の約10倍の広い園内

には、「花の広場」や「ファ

ミリー広場」などの憩いのス

ペースに加え、本格的なスポ

ーツ施設が勢揃いしていま

す。 

また、平成 24 年度の「や

お河内音頭まつり」が、この

久宝寺緑地において開催さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

八尾警察署 八尾市まちなみセンター 
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２．「久宝寺小学校区」の現状 
 

① 人口と世帯数推移 

 

  平成24年の世帯数は、5,138世帯で平成10年と比べて増加傾向にありますが、

人口は、11,457 人で平成 10 年と比べ減少傾向になっています。また、０～64

歳の人口が減っているのに対し、65 歳以上の人口が増加しており、高齢化が進ん

でいることがわかります。 

ちなみに 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は 26.6％と市内平均の 23.7％

と比べ高い割合となっています。 
 
 

② 久宝寺小学校の児童数と久宝寺中学校の生徒数の推移 

 

 

 

 

 

久宝寺小学校の児童数は、平成 10 年と平成 20 年・平成 24 年を比較すると、

減少傾向にあり、他の多くの地域と同様に少子化が進んでいることが分かります。 

 

 

 

久宝寺小学校 児童数 

Ｈ10 Ｈ20 Ｈ24 

669 589 532 

久宝寺中学校 生徒数 

Ｈ10 Ｈ20 Ｈ24 

597 507 558 

人口構成比（４区分）の推移
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③事業所数と従業者数の推移と産業分類別のデータ 
  

事業所数、従業者数ともに平成 13 年と平成 21 年で対比すると減少の傾向にあり

ます。産業分類では、製造業（25.7％）が最も多く、卸売・小売業（21.2％）、サ

ービス業（13.6％）、飲食店・宿泊業（10.8％）が続いています。 

 

④市全体との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 久宝寺緑地公園分は、公園面積に含んでいません。 

※２ 幅員４m 未満道路延長÷校区内道路延長 

※３ 幅員１２m以上道路延長÷校区内道路延長 

項 目 単位 八尾市 久宝寺小学校区 

世帯数 （世帯） 120,090 5,138 

人口 （人） 271,066 11,457 

面積 （k ㎡） 41.71 1.75 

人口密度 (人／k ㎡) 6,499 6,566 

高齢者数 （人） 64,162 3,047 

高齢化率 （％） 23.7 26.6 

小学校児童数 （人） 14,911 532  

中学校生徒数 （人） 7,669 558 

14 歳以下人口率 （％） 13.7 12.4 

事業所数 （所） 13,039 504 

公園面積   （※１） （ha） 41.62  0.51  

1 人あたりの公園面積 （㎡） 1.54  0.45  

狭隘道路率  （※２） （％） 32.5 40.4 

幹線道路率  （※３） （％） 5.2 12.4 

下水道普及率 （％） 85.8 93.6 

事業所数・従業者数の推移
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3．「久宝寺小学校区」の地域力 

久宝寺小学校区では、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。 

久宝寺小学校区の地区自治振興委員会は、久宝寺地区自治振興委員会の名称で、

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回覧

やポスター掲示などの案件や地域の伝達事項のほか、地域行事や地域課題について

話し合いや防犯パトロール、地域一斉清掃など、地域のための活動をしています。 

また、地区自治振興委員会などの団体の多くは久宝寺地区福祉委員会のメンバー

として参加し、地区福祉委員会の活動をサポートしています。 

久宝寺地区福祉委員会は、地区自治振興委員会や民生委員児童委員協議会地区委

員会など地域内の各種団体が参加し、ふれあい食

事サービスや見守り・声かけ、医療保健講座、障

がい者を囲むふれあい祭、好きやねん久宝寺まつ

り、地区市民スポーツ祭、久宝寺地区での特徴的

な取り組みである「何でも言わん会」、自治振興

委員会を中心に結成された自主防災組織が行う

防災訓練の支援など、さまざまな活動を行ってい

ます。 

その久宝寺地区福祉委員会が中心となって、平

成 22 年 11 月、「久宝寺小学校区まちづくり協

議会設立準備会」を立ち上げ、「地域まちづくり

支援事業」の助成を受けながら、地域のまちづく

りを進めるさまざまな事業を行ってきました。そ

して、平成 25 年 3 月、「久宝寺小学校区まちづ

くり協議会設立準備会」から「久宝寺小学校区ま

ちづくり協議会」へと移行し、地域のさまざまな

団体と住民が一体となって、これからの久宝寺小

学校区のまちづくりの推進を図ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 自治振興委員会
2 民生委員・児童委員協議会
3 久宝寺地区女性会
4 更生保護女性会
5 久宝寺ジュニア青少年育成連絡協議会
6 久宝寺ジュニア青少年指導員会
7 青少年育成連絡協議会
8 青少年指導員会
9 地区高齢者クラブ連合会

10 久宝寺中学校ＰＴＡ
11 久宝寺小学校ＰＴＡ
12 久宝寺幼稚園ＰＴＡ
13 ボランティアの会
14 保護司会
15 遺族会
16 久宝寺寺内町まちづくり推進協議会
17 スポーツ推進委員会
18 八尾市赤十字奉仕団婦人部
19 八尾市消防団久宝寺分団
20 八尾市身体障害者福祉会久宝寺支部
21 久宝寺青年団
22 ひまわりの会

久宝寺地区福祉委員会

久宝寺地区 
福祉委員会 

久宝寺地区自治 
振興委員会 

久宝寺地区民生委員児
童委員協議会 

久宝寺地区 
女性会 

更生保護 
女性会 

地区高齢者 
クラブ連合会 

久宝寺ジュニア青少年育
成連絡協議会 

久宝寺ジュニア 
青少年指導員会 

青少年育成 
連絡協議会 

青少年 
指導員会 

久宝寺中学校 
ＰＴＡ 

久宝寺小学校 
ＰＴＡ 

久宝寺幼稚
園ＰＴＡ 

ボランティア 
の会 

保護司会 

遺族会 

久宝寺寺内町まちづ
くり推進協議会 

スポーツ推進 
委員会 

八尾市赤十字 
奉仕団婦人部 

八尾市消防団 
久宝寺分団 

八尾市身体障がい者 
福祉会久宝寺支部 

久宝寺 
青年団 

ひまわり 
の会 

校区内の住民の皆さん 

久宝寺小学校区まちづくり協議会 
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【好きやねん久宝寺まつり】 

久宝寺小学校において、毎年９月に

開催されます。三世代交流ふれあい演

芸大会や野外の催し、河内音頭踊りで

老若男女問わずに盛り上がります。 

 

 

 

 

【地区市民スポーツ祭】 

久宝寺中学校において、毎年 10 月 

に開催されます。多数の地域住民の参加 

により、とても盛り上がるイベントです。

また、景品抽選会では、豪華商品の当選 

を目指して、多数の人がその結果発表に 

一喜一憂します。 

 

 

【何でも言わん会】 

久宝寺地区での特徴的な取り組みとし 

て、地区福祉委員会総務部会の主催で「何 

でも言わん会」を開催しています。「何で 

も言わん会」では、地域の住民が気軽に集 

まり、地域の課題などについて、自由に意 

見交換をしています。 

平成 19 年３月に発足され、今年で６年

目を迎えます。また、平成 2４年度は９回

開催しました。 

 

【自主防災組織 防災訓練】 

毎年 11 月頃、自主防災組織による防災

訓練が実施されています。平成 22 年度は、

要援護者（障がい者や 88 歳以上の高齢者

など）の安否確認をともなう避難訓練を、

そして平成 23・２４年度は、自主防災組

織の構成員を対象とし、ガレキからの救出

や仮設トイレの組立てなどの体験訓練をと

おして地域の防災リーダー養成を目的とし

た防災訓練を行いました。 
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また、久宝寺コミュニティセンターでは、定期講座や講座卒業生によるクラブ活

動のほか、さまざまな特別講座やイベントが行われています。 

 

【ジャズコンサート】 

平成 22 年度より特別講座とし

てジャズコンサートを行っていま

すが、毎回、参加チケットの配布が、

開始から半日で終わってしまうほ

どの人気で、コンサート当日は満員

の人で大変盛り上がります。 

 

 

 

 

【グラウンドゴルフ大会】 

グラウンドゴルフ大会は、平成2

４年度は久宝寺中学校（美園小学校

と 1 年交代）で開催されました。

天候にも恵まれ、あちらこちらで歓

声が上がる中、日頃の運動不足を解

消した 1 日でした。 

 

 

 

 

【人形劇】 

人形劇は、平成 17 年度から行っ 

ている特別講座で、子どもたちが楽し 

みにしているイベントです。 

  今年もたくさんの子どもたちが集ま 

り、お話の内容に一喜一憂。 

みんな満足して家路につき 

ました。 
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４．「久宝寺小学校区」の課題 
  久宝寺小学校区では、これまでに「何でも言わん会」や「タウンミーティング」、

「地域別計画」意見交換会などにおいて、さまざまな意見や提案を受けています。

そこで寄せられた意見等をまとめてみました。 

 

○校区内に鉄道の駅はないが、近鉄久宝寺口駅、ＪＲ久宝寺駅ともに徒歩圏であり、

交通の利便性は良い。また、両駅ともバリアフリー化されており、公共交通機関

は利便性が高い。 

○おおさか東線が開通し、鉄道はますます便利になった。 

○坂道などもなく、徒歩や自転車での移動はしやすい。 

○道路は、校区内に府道大阪中央環状線をはじめ、東西、南北に府道が走り、アク

セスは良好である。広い道路の割合が高い反面、狭い道路も多く、広い道路の抜

け道として狭い道路に通過交通が流入してくるという問題もあり、狭い道路でス

ピードを出す車も多く、事故が起きないか心配である。 

○顕証寺交差点から西行きの一方通行を通り抜ける自動車が多く、スクールゾーン

化して欲しい。 

○許麻神社からＪＲ久宝寺に向けての斜めの道が狭くて危険である。特に朝・夕の

通勤時間帯は車と自転車と人が入り乱れて危ない。 

○府道平野中高安線の「セブンイレブン八尾久宝寺１丁目店」西側から西北への道

も抜け道として利用されることが多く危ない。 

○通学路（スクールゾーン）の徹底がなされていない。進入禁止の時間帯に抜け道

として入ってくる車がある。老松町会「ガラス店」より北、小学校西・「樋の上地

蔵」より東。子ども達の登下校時の声かけ運動（地区福祉委員会が実施）のとき、

地域の者がスクールゾーン入り口に立ち徹底をはかり、また、八尾警察に要請し

て、警官が１日だけであるが入り口で指導してくれた。警察が、週に１回でも指

導していただければ違反車が激減して、子どもたちの安全が図れるのではないか。 

○高齢化率が市平均より高く、14 歳以下の人口が少なくて高齢者が多い。 

○旧・久宝寺保育所の跡地利用については、緑化と災害時の一時避難地、並びに高

齢者の憩いの場として活用できるよう府へ要望している。（営利事業に売却しな

い。） 

○久宝寺コミュニティセンターが老朽化しており、バリアフリー対応も必要。 

○介護保険関連施設が校区内にないため、旧・八尾徳洲会総合病院の跡地に介護保

険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など）の設置についての要望書

を、署名（福祉委員会幹事、自治振興委員）を添えて市と病院に提出している。 

○ＪＲ久宝寺駅は、快速電車が停車し、おおさか東線の始発駅となったことで利便

性が増しており、駅南側は竜華操車場跡地開発により整備された。駅北側である

南久宝寺地区は、準工業地域であり、工場と住宅が混在している。現在、ＪＲ久

宝寺駅周辺には、大型マンションが次々と建設されている。また、駅地下を通る
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府道久宝寺線の相互通行（現在、南行き一方通行）の早期完成が望まれる。 

○地域の福祉委員会活動は、好きやねん久宝寺まつり、地区市民スポーツ祭、世代

間交流（昔遊びの指導等）、防災訓練など多くの参加者があり、積極的に活動がな

されている。また、子育て支援活動や児童の見守り活動なども活発に行われてい

る。イベント時の学校（特に久宝寺中学校）のトイレ不足といった問題や、好き

やねん久宝寺まつりの河内音頭踊りについて検討している。 

○ 久宝寺地区自主防災組織は、平成 17 年に結成され、毎年、防災訓練などを行

っており、組織についても、より実践的になるよう改善している。 

○地区福祉委員会総務部会主催で「何でも言わん会」が開催されている。地域住民

が、普段から思っていることを自由に発言できる場であり、他地区にはない試み

である。平成 23 年度は、自主防災組織のブロック分けを利用して、全７回開催

した。今後の開催のしかたについては、さらなる検討をしている。 

○歴史ある地域であり、史跡・文化財（寺井戸・長曽我部物見の松・環濠など）は

豊富である。校区の中央には、顕証寺とそれを中心に広がる寺内町のまちなみが

残る。今後、寺内町の活性化をどう図っていくか、寺内町のまちなみを守り啓発

していくために、「久宝寺寺内町まちづくり推進協議会」が中心となって活動して

いる。寺内町に対する関心を深めるため、毎年９月には「寺内町燈路まつり」を

開催している。平成 24 年度は４回目の開催となるが、９月２日、久宝寺緑地で

開催される「やお河内音頭まつり」と同日開催した。 

○寺内町のまちなみなどの説明をする観光ボランティアを育成してはどうか。 

○校区内の事業所数、従業者数とも減少傾向にある。 

○下水道普及率が 93.6％と、八尾市全体の普及率 85.8％より高くなっているが、

西久宝寺・南久宝寺のほうに未整備地域がある。 

○校区内には大規模商業施設はない。しかし、近鉄八尾駅周辺から比較的近い地域

であり、特に不便というわけではない。 

○近鉄久宝寺口駅前の商店街の活性化を図りたい。 

○東久宝寺地区は、現在、空き家が目立っており、また、建物が老朽化しているた

め、防犯・防災の面からもまちづくりの面からも問題がある。空き家の大部分の

地主さんは土地を売却しない方針で、まちの活性化に影響している。 

○久宝寺小学校区だけのことではないが、犬猫の飼い主のマナーの問題があり、糞

の処理等で困っている。地域あげて啓発活動（福祉委員会でマナーの看板を作成）

に取り組んでいる。 

○自治振興委員と民生委員児童委員の地区割りが違うので、連携がとりにくい面が

あるが、防災訓練を通じて、年何回か顔合わせや地域の要援護者についての意見

交換が実施されている。 

○若い人の中で役員になるのが嫌ということで、子ども会に入りたがらない人がい

るが、子ども会活動が地域との関わりの第一歩でもあるので、若い人の参画を切

望する。 

○久宝寺小学校の北校舎がかなり古く、放課後子ども教室や放課後児童室にも使わ

れていて心配である（北校舎については、平成25年度に耐震化工事施工の予定）。 
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５．「久宝寺小学校区」がめざす将来像 

 

 

久宝寺小学校区わがまち推進計画【第Ⅰ期】では 

 『心豊かに住み続けたいまち「久宝寺」』 

              の実現をめざします。 

 

 

 

 『心豊かに住み続けたいまち「久宝寺」』を実現するために、４つの基本

目標を掲げてさまざまな取組みを行います。 

 

 

目標１ 町会加入を促進し、地域の多様な資源を活用して、住民相互が助け合い支

え合うまちづくり 

 

目標２ 世代間交流などを通じ、子どもから高齢者までみんなの笑顔があふれるま

ちづくり 

 

目標３ 大震災の発生を想定した防災訓練や日常の防犯活動で、安全・安 

    心のまちづくり 

 

目標４ 地域の環境を守り、「美しいまち、久宝寺」をめざすまちづくり 

 

目標５ 久宝寺寺内町などの歴史的資源を活かし、「歴史あるまちなみとふれあいの

まち、久宝寺」をめざすまちづくり 

 

 

 

 

 

久宝寺小学校区まちづくり協議会では、以下の 6 つの活動方針に従って、さまざ

まな取組みを行います。 

久宝寺がめざす「まち」の姿 

（１）まちづくりの基本目標 

 

（２）活動方針 
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① 規約に沿い、すべての地域住民に開放的な運営を行う。 

② 住みやすく魅力のある久宝寺小学校区とするための活動を行う。 

③ 住民同士が支えあい、ふれあいを深めながら活動を行う。 

④ 地域の想いを実現するためのまちづくりを進める。 

⑤ 必要に応じて行政と協働を図りながら課題を解決する。 

⑥ 特定の個人や団体のための営利等を目的とした活動は行わない。 

 

 

 

 

 

久宝寺小学校区まちづくり協議会では、『心豊かに住み続けたいまち「久宝寺」』

を実現するために、久宝寺小学校区わがまち推進計画【第Ⅰ期】において以下の取

組みを進めます。 

 

① 町会加入を促進し、地域の多様な資源を活用して、住民相互が助け合い支え合う

まちづくり 

 

１． 「何でも言わん会」の開催 

●地域と住民の意見や提案を直接聞き取って、まちづくりに反映す

る。 

 

２． 積極的な広報活動 

●広報を通じて、地域福祉活動、地域自治活動などを細やかに報告

することにより、町会加入を促進する。 

 

３． 安否確認活動 

●災害時の高齢者、障がい者、一人暮らしの住民などの安否確認を

効率的に行うことのできる仕組みづくりを行う。 

 

４． 地域情報伝達の効率化 

●福祉活動、自治活動に重要な情報の効率的な伝達の仕組みを検討

する。 

                                 など 

 

②世代間交流などを通じ、子どもから高齢者までみんなの笑顔があふれるまちづく

り 

 

１． 「好きやねん久宝寺まつり」の開催 

●小学校体育館で子ども達や住民によるさまざまな演目を地域住民

に楽しんでもらい、校庭では子ども達が楽しめるように各種模擬

店の開催などを行う。 

 

（３）活動計画 
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２． 「長瀬川桜まつり」の開催 

●地域住民の世代間交流を図る行事として、長瀬川桜まつり（期間

中 1 日を設定し催し物）を実施する。また、長瀬川沿道の環境整

備活動に貢献する。 

 

３． 「久宝寺ほっとステーション」の開催 

●八尾市まちなみセンターにおいて、コーヒーを飲みながら「ほっ

と」する時間をすごしてもらい、住民の交流の場を設ける。 

 

４． 「幼児子育て支援」、「児童放課後支援」との協働 

●「はとぽっぽ久宝寺」や「スマイルタイム」、「放課後子ども教室」、

「すくわく教室」などにおいて、児童支援、子育て支援を行う。 

    など 

 

③ 大震災の発生を想定した防災訓練や日常の防犯活動で、安全・安心のまちづくり 

 

１． 防災訓練の実施 

●久宝寺全体や地区ごとに、消防署と連携した防災訓練を行う。 

 

２． 防災資器材の充実 

●地区ごとの防災倉庫の増設と防災資器材の充実を図る。 

 

３． 防犯システムの設置 

●防犯カメラの維持管理や防災情報システムのなどを進める。 

 

４． 見守り・声掛け・防犯パトロール 

●地域を上げて地域の安全・安心に取り組んでいく。 

など  

 

④地域の環境を守り、「美しいまち、久宝寺」をめざすまちづくり 

 

１． 環境整備に関する啓発活動を実施する。 

 

２． 健康増進に関する啓発活動を実施する。 

 

３． 路上喫煙マナー向上に関する啓発活動に協力する。 

など  

 

⑤久宝寺寺内町などの歴史的資源を活かし、「歴史あるまちなみとふれあいのまち、

久宝寺」をめざすまちづくり 

 

１． 八尾市久宝寺寺内町保全整備構想の趣旨に沿って活動する。 

 

２． 歴史的資源の活かし方や整備について協議する。 

など  
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久宝寺小学校区まちづくり協議会設立趣意書  

 

 

久宝寺小学校区は、八尾市の西部に位置し、校区の北側には近鉄大阪線が、南側

にはＪＲ大和路線が東西に走っています。西側には、主要幹線道路の府道大阪中央

環状線や府営久宝寺緑地があり、東側には桜並木のある長瀬川が流れています。校

区の中央部には、顕証寺を中心に府下でも大規模な中世の町割りが残る久宝寺寺内

町があります。 

 久宝寺小学校区は、これまで地区福祉委員会を中心に活発に地域活動を行ってき

ました。 

 一方で、私たちが暮らす地域社会は、少子・高齢化の進行や人口減少社会の到来、

世帯構造の変化、そして、身近なところでは、町会役員の担い手不足や地域活動に

関心を持たない、関心があっても事情があり参加できないなど、地域のつながり・

絆の希薄化などの地域課題があります。 

 このことは、久宝寺小学校区でも同様であり、地域活動への参加者の減少や高齢

者の孤立化の防止、子どもたちの居場所づくり、あるいは地域の防犯・防災の取り

組みなど様々な課題を抱えています。 

 そして、これらの課題を解決するには、私たち地域の住民が、私たちのまちを改

めて見つめ、まちの課題について考え、行動し、必要に応じて行政と協働を図りな

がら課題を解決していくことが必要であると考えます。 

 また、八尾市においても、第５次総合計画において、身近な地域のまちづくりを

進めていくにあたり、地域分権という手法を取り入れながら、地域の想いを実現し

やすいまちづくりを進めていこうとしています。 

 久宝寺小学校区としても、市の動きと合わせることがこれからのまちづくりを進

める上で必要であると判断し、平成２２年１１月に地区福祉委員会が中心となり久

宝寺小学校区まちづくり協議会設立準備会を立ち上げました。 

 準備会においては、協議会の設立について検討するとともに、地域まちづくり支

援事業を活用して地域の課題解決の取り組みをしてまいりました。今後は、 地域

のふれあいを深めるための世代間交流イベントや、地域の防犯・防災の啓発活動な

どを行い、地域で住民同士が支えあうことにより、よりよいまちづくりを進めてい

きます。 

 久宝寺小学校区内における様々な課題を、地域住民の参画と協働により、地域の

特色を活かしながら課題の解決を図り、住みやすいまちにしていくため、「久宝寺小

学校区まちづくり協議会」を設立するものであります。 

 

 

久宝寺小学校区まちづくり協議会設立準備会 

参考資料 
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久宝寺小学校区まちづくり協議会規約 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、久宝寺小学校区まちづくり協議会(以下「本会」という。) と称

する。 

 

（対象区域) 

第２条 本会の対象区域は、久宝寺小学校区とする。 

 

（目的） 

第３条 本会は、久宝寺小学校区のまちづくりの目標を定める「久宝寺小学校区わ

がまち推進計画」(以下「わがまち推進計画」という。) の策定及びその実現を

めざして、八尾市との協働のもとに、地域住民が一体となって、地域の課題解決

を図り、住みよいまちづくりを実践することを目的とする。 

 

（活動） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、わがまち推進計画に基づき次の事

業を行う。 

(1)   本会の予算、決算、広報等に関すること。 

(2)   わがまち推進計画の作成及び実施、進捗状況の評価に関すること。 

(3)   地域住民の健康及び福祉に関すること。 

(4)   住生活環境の美化等整備に関すること。 

(5)   防災活動に関すること。 

(6)   防犯活動に関すること。 

(7)   青少年の健全育成に関すること。 

(8)   地域住民の生活支援に関すること。 

(9)   地域の文化伝承に関すること。 

(10)  本会の備品管理に関すること。 

(11)  その他、地域における課題解決やまちづくりの推進に関して必要な事業に

関すること。 

２ 本会は、活動にあたって、営利活動や特定の宗教活動若しくは政治活動を目的

とする事業は行わない。 

 

（事務所） 

第５条 本会の事務所は、久宝寺コミュニティセンターに置く。 
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第２章 組織及び役員 

 

 

（組織） 

第６条 本会は、別表に定める団体等（以下「構成団体」という。）をもって構成す

る。 

２ 本会への新たな団体等の参加については、総会の議決によるものとする。 

 

（役員） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

(1)  会長    1 名 

(2)  副会長  若干名 

(3)  会計    2 名 

(4)  書記    2 名 

(5)  会計監査  2 名 

２ 役員は、委員の中から、総会において選任する。 

３ 会計監査は、本会において、他の役員を兼ねることはできない。 

４ 総会の承認を得て、本会に相談役及び顧問を置くことができる。 

 

（役員の任務） 

第８条 役員の職務は次のとおりとする。 

(1)  会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

(2)  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代行する。 

(3)  会計は、本会の会計を担当する。 

(4)  書記は、本会の書記を担当する。 

(5)  会計監査は、本会の会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。但し、補欠により選任された役

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（部会） 

第１０条 本会は、必要に応じて専門的な事項について活動を行う部会を設置する

ことができる。 
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第３章 会議 

 

（総会） 

第１１条 総会は、本会の最高議決機関とし、構成団体の代表者及び会長が指名す

る者（以下「委員」という。）をもって構成する。 

２ 前項の規定により、会長が委員を指名する場合は、総会の承認を得るものとす

る。 

３ 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行う。 

(1)  事業計画及び予算に関する事項 

(2)  事業報告及び決算に関する事項 

(3)  わがまち推進計画の作成、変更に関する事項 

(4)  本会の組織、構成団体、委員に関する事項 

(5)  役員の選任に関する事項 

(6)  規約の改廃に関する事項 

(7)  その他、本会の運営に関する重要な事項等会務に必要な事項 

４ 総会は、会長が招集し、会長が議長を担う。 

５ 総会は、毎年１回開催するほか、会長が必要と認めた場合又は委員の過半数の

請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。 

 

（総会の議事録） 

第１２条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 

(1)  日時及び場所 

(2)  委員の現在数と出席者数（書面表決者を含む） 

(3)  開催目的、審議事項及び議決事項 

(4)  議事の経過概要及びその結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び総会において議長が指名した議事録署名人２人が署名押

印するものとする。 

 

（議事録の公開） 

第１３条 地域住民は、会長に申し出のうえ、総会の議事録を閲覧することができ

る。但し、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合にお

いては、会長は、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。 

２ 総会の議事要旨は、公開するものとする。 

 

（役員会） 

第１４条 役員会は第７条で定める役員（但し、会計監査を除く。）をもって構成す
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る。必要に応じて役員以外の委員の出席を求めることができる。 

２ 役員会は、会長が必要に応じて招集する。 

３ 役員会は次の事項を評議決定する。 

(1)  事業計画案及び予算案の作成に関する事項 

(2)  事業報告及び決算に関する事項 

(3)  評議決定した事項を地域住民に周知する事項 

(4)  総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（会議の開催) 

第１５条 会議は、総会を除き、会長が必要と認めたときに開催する。但し、構成

員の過半数の請求があった場合は、会長は速やかに会議を開催しなければならな

い。 

 

（会議の運営） 

第１６条 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

３ やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、書面をもって表決す

ることができる。この場合において、定足数及び議決の規定の適用については、

その構成員は出席したものとみなす。 

 

第４章 事業計画及び予算 

 

（事業計画及び予算） 

第１７条 本会の事業計画及び予算は、役員会がその案を作成し、総会の議決を経

て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第１８条 本会の事業報告及び決算は、役員会が作成し、会計監査の監査を受け、

毎会計年度終了後、総会の承認を得なければならない。 

 

第５章 会計 

 

（経費） 

第１９条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委託料、助成金、協賛金、寄附金

その他の収入をもって充てる。 
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（会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（監査と報告） 

第２１条 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会にて報告する。 

 

（会計及び資産帳簿の備え付け及び公開） 

第２２条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計及び資産に関する帳簿を備

える。 

２ 地域住民は、会計及び資産に関する帳簿の閲覧を、会長に請求することができ

る。但し、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合にお

いては、当該部分を除いた帳簿を公開するものとする。 

３ 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、収支報告等については、公開す

るものとする。 

 

第６章 その他 

 

（規約の変更） 

第２３条 当規約は、総会の議決を経なければ、変更することはできない。 

 

（会長への委任） 

第２４条 当規約の施行に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定

める。 

 

 

附則 

（施行期日） 

１ 当規約は、平成２５年３月１日からこれを施行する。 

 

（準備会） 

２ 久宝寺小学校区まちづくり協議会設立準備会は、平成２５年３月１日をもって

閉会し、その全てを本会に継承する。 

 

（役員の任期の特例） 

３ 構成団体等の役員改選年度と調整を図るため、設立時に選任された役員の任期

は、平成２５年度末までとする。 
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別表 

 

団   体   名 

久宝寺地区福祉委員会 

久宝寺地区自治振興委員会 

久宝寺地区民生委員児童委員協議会 

久宝寺地区女性会 

更生保護女性会 

地区高齢者クラブ連合会 

久宝寺ジュニア青少年育成連絡協議会 

久宝寺ジュニア青少年指導員会 

青少年育成連絡協議会 

青少年指導員会 

久宝寺中学校ＰＴＡ 

久宝寺小学校ＰＴＡ 

久宝寺幼稚園ＰＴＡ 

ボランティアの会 

保護司会 

遺族会 

久宝寺寺内町まちづくり推進協議会 

スポーツ推進委員会 

八尾市赤十字奉仕団婦人部 

八尾市消防団久宝寺分団 

八尾市身体障がい者福祉会久宝寺支部 

久宝寺青年団 

ひまわりの会 
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久宝寺小学校区まちづくり協議会 委員 

 
 

 

 

№ 氏   名 所   属 

1 喜多  弘次 自治振興委員会 

2 小松 照明 自治振興委員会 

3 津川  勝 自治振興委員会 

4 庖刀 崇浩 自治振興委員会 

5 伊賀  滋 民生委員児童委員協議会 

6 木原 敏雄 民生委員児童委員協議会 

7 冨永 治亀 民生委員児童委員協議会 

8 乾  芳子 久宝寺地区女性会 

9 川東 佐江子 久宝寺地区女性会 

10 友金 節子 久宝寺地区女性会 

11 辻田 悦子 久宝寺地区女性会 

12 角田 益子 更生保護女性会 

13 庖刀 照子 更生保護女性会 

14 児玉 生一 地区高齢者クラブ連合会 

15 西川 主税 久宝寺ジュニア青少年育成連絡協議会 

16 笠原  彰 青少年育成連絡協議会 

17 横山  聡 青少年指導員会 

18 筒井 昭男 久宝寺中学校ＰＴＡ 

19 向峯 修 久宝寺小学校ＰＴＡ 

20 瀬戸口 智未 久宝寺幼稚園ＰＴＡ 

21 横山 久美子 保護司会 

22 渡邉 信一 遺族会 

23 川辺 信治 久宝寺寺内町まちづくり推進協議会 

24 近藤 廣之進 久宝寺寺内町まちづくり推進協議会 

25 星野 幸一 スポーツ推進委員会 

26 山村 寿満子 八尾市赤十字奉仕団婦人部 

27 福田 正三 八尾市消防団久宝寺分団 

28 音田 二郎 八尾市身体障がい者福祉会久宝寺支部 

29 岩城  弘 久宝寺青年団 

30 柏原 百合子 ひまわりの会 

31 田中 良明 学識経験者 


