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久我 通久（こが みちつね：1842-1925）                       
幕末の公卿、明治・大正時代の華族、政治家。内大臣久我建通の長男で、京都生まれ。宮中顧問官や宮内省

宗秩寮総裁、東京府知事などを歴任した。和歌や書道、謡曲、歌詞などに堪能で趣味人としても知られた。         

許麻神社の辺りを古くは許麻荘と呼び、久我候の揮毫による古歌の記念碑が、現在も許麻神社の境内にある。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1842%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1925%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8D%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6
https://kotobank.jp/word/%E5%86%85%E5%A4%A7%E8%87%A3-107364
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E7%A7%A9%E5%AF%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%A1%E6%9B%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E8%A9%9E


   

 

はじめに 
 

平成２８年度より、地区福祉委員会委員長と校区まちづくり協議会会

長を拝命するにあたり、久宝寺地区の機関紙「花みずき」（平成２８年

６月１日発行）で、私は、地域のみなさんに、こう呼びかけました。 

いつまでも「心豊かに住み続けたいまち 久宝寺」を !! 

〜まちづくりをするのは わたしたちです〜 

 

日本全体も八尾市も、私達の久宝寺の地域も、少子高齢化の傾向が明

らかになってきています。私達が従来から取り組んできた「安全・安心

のまちづくり」、町会を中心とした「住民相互が助け合い支え合うまち

づくり」、子どもから高齢者までがふれあい「みんなの笑顔があふれる

まちづくり」などに、取り組む上での問題や課題が、変容してきたよう

に思います。 

例えば、いくつかの問題点として、 

・少子化で、町会によっては、子ども達がいなくなってきている。 

高齢化で、活動に支障がある地域がでてきている。 

・マンションや賃貸住宅などで、町会組織が無いところがある。 

町会や子ども会があっても、加入されない方が増えてきている。 

・地域活動の後継者不足で、地域の見守り（安否確認や支援）の 

体制づくりや災害時の対応に、今後影響がでてくると思われる。 

こうした問題への対応の他に、全体的な課題として、 

・犯罪抑止や交通事故予防など防犯上の対策、空き家の増加など防 

災上の対策 

・住民の健康維持や子育て支援 

・地域活動維持のための人材育成 

などへの対応も必要です。 

 

これらのことをみなさんと一諸に考えながら、これからの「まちづく

り」を進めていきたいと思っています。まちづくりの主役は、みなさん

です。一緒に、みんなの笑顔があふれるまちを、つくっていきましょう。 

 

 

久宝寺小学校区まちづくり協議会 

                会 長  伊賀 滋 
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久宝寺 
保育園 

久宝 
まぶね 
保育園 

1．「久宝寺小学校区」の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 
＊校区概要を示す地図のため、実際の縮尺とは異なります。H29.4～ 久宝まぶね保育園→久宝まぶねこども園に変更予定。 

工場等の企業 
が多い地区 

新しい住宅の 
増加が多い地区 
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 歴史と経過  

「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。

顕証寺を中心に、現在も府内でも大規模な中世の町割りが残っています。 

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。 

現在、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、平成 12 年に 

は、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）」が開設されました。 

 

 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Ｊ

Ｒ大和路線が東西に走っており、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。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大和路線久宝寺駅が最寄り駅で徒歩圏内です。 

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っています。 

 

 コミュニティセンター・集会所  

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す久宝寺コミュニティセンター

は、昭和 54 年に建築され、地域でのさまざまな活動に利用されています。ただし、耐震化

に問題はないものの、エレベーターがないことや、設備の経年劣化等、ユニバーサルデザイ

ンの観点から、機能面への対応が今後の課題となっています。 

また、校区内の町会が利用している集会所が主に８ヵ所あります。マンション等で町会加

入している場合は、各マンション等での集会室も利用しています。運営管理体制の整備が困

難な場合は対応が必要ですが、南久宝寺地区等は宅地が増加している地区で、新しい住民の

方がコミュニティに参加していくため、集会所や公園等の重要性が増してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

校区内の町会が利用している主な集会所 

① 府営北久宝寺住宅集会室 ⑤本町公園研修室 
(本町第 2 公園内公園管理事務所) 

② 高砂自治会館       ⑥常盤集会所 

③ 久宝寺口商店街会館   ⑦栄町集会所 

④ 府営久宝寺住宅集会室  ⑧まちなみセンター 

  久宝寺コミュニティセンター 
(久宝寺出張所) 

 

 

久宝寺寺内町の町並み 
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久宝寺小学校           久宝寺中学校         久宝寺幼稚園 

久宝まぶね保育園 
（H29.4～「久宝まぶねこども園」変更予定） 

 

まちなみセンター・八尾警察署  

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お

ける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等、多岐にわたって利用されています。

平成 26 年度からは、地域住民が中心となって組織した NPO 法人「寺内町久宝寺」が、指

定管理者として受託管理を行っています。平成 28 年度中に、２回目の指定管理者の選定を

迎えます。 

 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大阪府

警察の八尾警察署があります。自治振興委員が兼ねる防犯協会会員との連携により、地域内

での犯罪発生状況の情報提供や、防犯教室を開催する際に講師協力を仰いだりして、地域の

防犯体制強化に協力いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育施設・保育所・子育て支援施設  
校区内の教育施設・保育所としては、府立八尾高校、市立久宝寺中学校、市立久宝寺小学

校、市立久宝寺幼稚園、久宝まぶね保育園（平成 29 年 4 月より「久宝まぶねこども園」

に変更予定です。）、久宝寺保育園、みどり保育園（簡易保育施設）があります。今後、認定

こども園制度への対応が必要となっています。 

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 NPO 法人「KARALIN」が市から受託し、「からりん広場」が開設

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

八尾高校                           久宝寺保育園 

八尾警察署 八尾市まちなみセンター 
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久宝寺御坊顕証寺 

 

 福祉・医療施設  
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は、第２圏域（久宝寺・龍華・

亀井中学校区）に属していますので、これまでは光南町にある「長生園」を利用していま

したが、全中学校区に配置する市の方針を受け、久宝寺中学校区は「久宝寺愛の郷」が、

平成 29 年４月から地域包括支援センターを担う予定となっています。また、久宝寺出張

所管内施設連絡会の施設として、地域内の福祉施設は 6 施設あります。 

 

 

 

 

 

 

 

医療施設としては、医療機関や薬局、歯科医院等があります。八尾徳洲会総合病院が若

草町に移転して校区内に総合病院はなく、校区外になりますが JR 久宝寺駅南側に八尾市

立病院があります。徳洲会病院が移転した跡地には、地域の声も受けた形で、特別養護老

人ホーム、デイサービス、サービス付高齢者住宅が開設されました。 

また、八尾徳洲会総合病院からは講師を招いて、福祉委員会保健部会が、健康づくりの

講演会を年に数回開催しています。 

 

 史跡・文化財  
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。本願寺第八世の蓮如上人がこの地で布教活動を

始め、明応年間（1492～1501）に西証寺を創建され、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。 

西証寺は蓮淳（蓮如の六男）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。 

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、多数の建物や所蔵品が、市文化財に指定されています。 

・絹本著色 親鸞聖人絵伝、文書 久宝寺村 惣百姓 

言上状、文書 蓮如筆 蓮淳 実名法名仮名書出、 

文書 蓮淳葬送中陰記（H13） 

・長屋門、附属西長屋、東長屋、渡廊（H18） 

・表門、両脇築地塀（H19）  ・庫裏（H20） 

・本堂、絹本著色 親鸞聖人像（等身御影）、 

絹本著色 阿弥陀如来・四十八化仏像（H24）  

 また、校区内には他にも多数の文化財があり、国指定有形文化財として、浅野家住宅主屋・ 

乾蔵・巽蔵・東納屋・南納屋、高田家住宅主屋・米蔵が指定されています。最近では平成 

28 年 3 月に念仏寺の彫刻「木造 阿弥陀如来立像」が新たに市文化財に指定されました。 

校区内にある施設名称 施設の種類 

久宝寺愛の郷 特別養護老人ホーム 

いちごいちえ デイサービス 

八尾サランの家 まちかどデイハウス 

紬(つむぎ) 障がい者支援施設 

みのり 障がい者支援施設 

楽園(パラダイス)八尾 障がい者支援施設 
地域包括支援センター 長生園 

地域包括支援センター 久宝寺愛の郷 
（平成 29 年４月からの予定） 
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 公園・久宝寺緑地  
校区内には、さまざまな公園や児童遊園があります。また、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・大泉と並ぶ大阪四大緑地の

ひとつです。38.4 ヘクタールある甲子園球場の約 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。平成 24 年度以降の「やお河内音頭まつり」は、この久宝寺緑地にて開催されています。

なお、今後陸上競技場の東側には緑地と公園が増設される予定です。 

校区内にある公園名称 

都市計画公園・街区公園 都市計画公園・近隣公園 児童遊園 

久宝寺第１公園 北久宝寺一丁目公園 許麻神社児童遊園 

久宝寺第２公園 北久宝寺二丁目公園 東久宝寺三丁目児童遊園 

久宝寺二丁目公園 東久宝寺一丁目公園  

久宝寺四丁目公園 南久宝寺一丁目第 1 公園  

久宝寺五丁目公園 南久宝寺一丁目第 2 公園 

久宝寺六丁目公園 南久宝寺二丁目公園 

＜久宝寺緑地 概要＞ 

四大緑地の一つで、 

運動を主体とした 

広域公園 

＜主要施設＞ 

・陸上競技場 

・テニスコート 

・野球場、プール 

・児童遊戯場 

・風の広場 

・シャクヤク園 

・ファミリー広場 

・花の広場  等 

＜開設面積＞ 

38.4 ヘクタール 
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65歳以上 世帯数 

2.「久宝寺小学校区」の現状 
①人口と世帯数推移 

図１  人口（４区分）・世帯数の推移             図２ 人口構成比（4 区分）の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度末の世帯数は、5,1５8 世帯で平成 10 年から増加傾向にありますが、人口

は、11,227 人で平成 10 年から減少傾向になっています。また、０～64 歳の人口が減少

しているのに対し、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 29.6％と市内平均の 27.2％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 

＊表１・２、八尾市教育委員会事務局学校教育部指導課調べ。Ｈ28 児童数・生徒数とも、平成 28 年 5 月 1 日現在。 

 

久宝寺小学校の児童数は、平成 10 年から減少傾向でしたが、平成 24 年と比較すると、

微増に転じています。一方、久宝寺中学校の生徒数は平成 24 年と比較すると大きく減少し

ており、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。 

 

表 1    久宝寺小学校 児童数    

Ｈ10 Ｈ20 Ｈ24 Ｈ28 

669 589 532 547 

表 2    久宝寺中学校 生徒数 

Ｈ10 Ｈ20 Ｈ24 Ｈ28 

597 507 558 508 

＊図１・２、八尾市総務部総務課調べ。平成 27 年度

人口データは、平成 28 年 3 月 31 日現在。 

(人) (世帯数) (％) 
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図３ 事業所数・従業者数の推移                図４ 産業大分類別事業所数構成比 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊図３・４、総務省統計局調べ（経済センサス）。調査基準日は平成 26 年 7 月 1 日。 

 

事業所数・従業者数は、平成 13 年から増加に転じた時期はあるものの、平成 24 年以降

は減少傾向にあります。産業分類は、平成 21 年度時点では最も多かった製造業の割合が減

少し（H21：25.6％→H26：22.0％）、卸売・小売業が最も多い業種となりました（21.0％

→23.8％）。他に多い業種は、サービス業（13.5％→14.2％）、不動産業・物品賃貸業（9.1％

→8.7％）が続いています。 

 

④市全体との比較 

図５ 市全体との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口等データ(世帯数～高齢化率、14 歳以下人口率)は、八尾市総務部総務課調べ。平成 28 年 3 月 31 日現在。 

小学校児童数・中学校生徒数は、八尾市教育委員会事務局学校教育部指導課調べ。平成 28 年 5 月 1 日現在。 

事業所数は、総務省統計局調べ（経済センサス）。平成 26 年 7 月 1 日現在。 

公園面積は、八尾市都市整備部みどり課調べ。平成 28 年 4 月 1 日現在。久宝寺緑地公園分は、公園面積に含み 

ません。 

項 目 単位 八尾市 久宝寺小学校区 

世帯数 （世帯） 121,961 5,158 

人口 （人） 268,755 11,227 

面積 （k ㎡） 41.71 1.75 

人口密度 (人／k ㎡) 6,442 6,434 

高齢者数 （人） 73,098 3,322 

高齢化率 （％） 27.2 29.6 

小学校児童数 （人） 13,686 547  

中学校生徒数 （人） 7,020 508 

14 歳以下人口率 （％） 12.9 12.4 

事業所数 （所） 12,496 508 

公園面積    （ha） 44.82  0.54  

1 人あたりの公園面積 （㎡） 1.67  0.48  

(事業所) 
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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。 

 

 地区自治振興委員会  
久宝寺地区自治振興委員会は、昭和 26 年に活動を開始しました。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。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。 

 

 地区福祉委員会  
久宝寺地区福祉委員会は、昭和 56 年 4 月に活動を開始し、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で構成しています。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」や、好きやねん久宝寺まつり・地区市民スポーツ

祭等のイベント、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、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。 

 

 校区まちづくり協議会  
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。 

  

＜久宝寺地区福祉委員会および久宝寺小学校区まちづくり協議会の構成団体＞ 

平成 28 年 7 月 29 日現在 

１ 久宝寺地区自治振興委員会 13 ボランティアの会 

２ 久宝寺地区民生委員児童委員協議会 14 八尾地区保護司会 

３ 久宝寺地区女性会 15 八尾市遺族会 

４ 八尾地区更生保護女性会 16 久宝寺寺内町まちづくり推進協議会 

５ 久宝寺地区高齢クラブ連合会 17 八尾市スポーツ推進委員協議会 

６ 久宝寺地区ジュニア青少年育成連絡協議会 18 八尾市赤十字奉仕団婦人部 

７ 久宝寺地区ジュニア青少年指導員 19 八尾市消防団久宝寺分団 

８ 久宝寺地区青少年育成連絡協議会 20 八尾市身体障害者福祉会久宝寺支部 

９ 久宝寺地区青少年指導員会 21 久宝寺青年団 

10 久宝寺中学校 PTA 22 ひまわりの会 

11 久宝寺小学校 PTA 23 八尾市地域コーディネータ協議会 

12 久宝寺幼稚園 PTA 24 青藍塾 

＊久宝寺小学校区まちづくり協議会の構成団体には、上記に加えて久宝寺地区福祉委員会が含まれます。 
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 地域で取り組むさまざまなイベント・事業  

  校区まちづくり推進協議会にて、第１期わがまち推進計画（計画期間：平成 25～27 年

度）を策定してから、地域でさまざまなイベント・事業に取り組んで参りました。以下はそ

の一例ですが、これまでの地域力の成果と言えると思われます。 

 

【長瀬川桜まつり】 

  毎年４月、長瀬川沿いと東久宝寺三丁目児童遊

園で主に開催されます。長瀬川を舟で移動する川

下りは子ども達に人気です。 

 

【好きやねん久宝寺まつり】 

毎年９月、久宝寺小学校においてに開催されま

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】 

毎年10月、久宝寺中学校において開催されます。

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。 

 地域内の企業等から特別協賛をいただいて活動

費用の大部分を補っており、運営においても多くの

方々の開催協力・支えを受けて実施しています。 

 

【自主防災組織による防災訓練】 

毎年 11 月頃、久宝寺小学校において、自主防災

組織による防災訓練が実施されています。 

今後は、平成 26 年 3 月に市で策定された、災害

時要配慮者支援プランに基づき、日常の安否確認が

被災時にも支援できる体制を構築していくことを進

めながら、地域の防災力を高めてまいります。 

 

【何でも言わん会】 

久宝寺小学校区の特徴的な取り組みとして、 

福祉委員会総務部会が「何でも言わん会」を主 

催し、開催しています。地域住民が気軽に集まり、

地域の課題など、自由に意見交換をしています。 

平成 19 年３月に発足し、継続して開催して 

います。平成 27 年度は９回開催しました。 
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【ひとり暮らしの高齢者向け                【リハビリ体操・ゲーム 
食事サービス（ひまわりの会）】                  （花みずきの会）】 

 

 

 

 
【地域一斉清掃】     【燈路まつり】                    

                平成 21 年度より、毎年９ 

月、八尾河内音頭まつりが久宝 

寺緑地で開催される同日、久宝 

寺寺内町内にて開催していま 

す。夕暮れ時から燈火され、幻 

想的な街並みを楽しめます。 

 

 

コミュニティセンターでの活動  

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、

開始早々で終わってしまうほどの人気です。平成

28 年度の開催時も約 150 人の満員で、大変盛り上

がりました。（H28 演奏：New Orleans 4T's） 

 

【グラウンドゴルフ大会】 

グラウンドゴルフ大会は、平成 28 年度は９月に、

久宝寺中学校で、第 10 回大会が開催されました（美

園小と 1 年交代）。天候にも恵まれ、あちこちで歓

声が上がり、日頃の運動不足を解消されていました。 

 

【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。

平成 27 年度もたくさんの子どもたちが集まり、お

話に一喜一憂。みんな満足している様子でした。 

（H27 人形劇グループ：ダックス） 

【安全パトロール】 



   11 

４．「久宝寺小学校区」が目指す将来像と目標 

久宝寺小学校区わがまち推進計画【第Ⅱ期】では、将来像として、 

『心豊かに住み続けたいまち「久宝寺」』 

の実現を、第Ⅰ期計画にひきつづき目指します。 

 

（１）まちづくりの基本目標 

 久宝寺小学校区まちづくり協議会では、将来像を実現するために、５つの基本目標を掲げ、

さまざまな取り組みを行います。 

 

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安否確認活動と防犯活動で、 

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 

 

（２）活動方針 

まちづくりの基本目標を進めていくにあたり、以下の 6 つの活動方針に従って、さまざ

まな取り組みを行います。 

① 規約に沿い、すべての地域住民にオープンな運営を行う。 

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 地域の想いを共有して、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。 

 

『心豊かに住み続けたいまち「久宝寺」』 



   12 

（３）活動計画 

久宝寺小学校区わがまち推進計画【第Ⅰ期】にひきつづき、基本目標ごとに以下の取り組

みを進めます。 

 

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 

 

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． 地域情報の効率化な伝達と積極的な広報活動 

●福祉活動、自治活動に重要な地域情報の効率的な伝達・積極的な広報活

動の仕組みを検討し、各団体活動・コミセン活動等を細やかに報告する

ことにより、住民への周知・住民のイベント参加・町会加入を促進する。 
 

３． 安否確認活動 

●普段から高齢者、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． 地域活動のための人材の育成 

●必要な研修会・勉強会や体験を通じて、人材を育成していく。 
 

５．  人権啓発活動 

●人権研修を通じて、差別のないやさしいまちをつくっていく。 

等 

 

目標２ 世代間交流等を通じ、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様々な演目で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等を行う。 
 

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、地域のまつりに定着した「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． 住民交流の場の設定 

●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える「久宝寺ほっとステーション」を開催する。 
 

４． 「乳幼児子育て支援」、「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（るん

るん教室）」、「すくわく Do ようび」等において、乳幼児子育て支援、児
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童支援を行う。 
 

５． 子ども会活動、地域の子どもの居場所づくり等の支援を行う。 

    等 

 

目標３ 大震災の発生を想定した防災訓練や日常の安否確認活動と防犯活動で、 

安全・安心のまちづくり 

 

１． 八尾市「災害時要配慮者支援プラン」に基づき、普段からの安否確認を

活かし、久宝寺地区「避難行動要支援者支援」の仕組みをつくっていく。 
 

２． 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。 

学校・園・企業等との連携も図っていく。 
 

３． 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。 
 

４． 防犯システムの設置 

●防犯カメラの増設・維持管理や防災情報システムの活用等を進める。 
 

５． 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。 

等 

 

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 

 

１． 環境整備に関する啓発活動を実施する。 
 

２． 健康衛生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。 

●平成 27 年度に、2 地区が啓発活動エリアに設定された。（2 年間） 
 

４． 校区内の環境美化を進める。 

●校区内で「花いっぱい運動」を、ボランティアの協力を得ながら、 

久宝寺寺内町まちづくり推進協議会とも連携しながら、行っていく。 

等  

 

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 

 

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、久宝寺寺内町まちづくり推進協

議会等と協議していく。 

等 
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87.4% 
3.3% 

9.3% 

はい 

いいえ 

記載なし 

26.5% 

43.0% 

17.9% 

7.9% 

4.6% 

よく知っている 

だいたい知っている 

あまり知らない 

知らない 

記載なし 

５．アンケート結果等をふまえた 
「久宝寺小学校区」の課題と今後の方向性 

 

  久宝寺小学校区の今後の取り組みのため、平成28年5月にアンケートを行いました。 

 前章にて将来像や目標を第１期から継続することを掲げましたのは、以下のアンケート結

果を参照しています。（質問項目の詳細は、後述「参考」をご覧ください。） 

 

 「久宝寺がこんなまちになったらいいな」アンケート 

 実施期間：平成 28 年 5 月～7 月 

 対  象：福祉委員会を中心とした地域活動にたずさわる新旧委員 

 配 布 数：２４４名     回  収：１５１件    回 答 率：６１．９％ 

 

  ＜質問５＞「まちづくり協議会」を、「よく知っている」が 26.5％、「だいたい知って

いる」を含めると 69.5％であり、約 3 割があまり知らない・知らないという結果となり

ました。「まちづくり協議会」の役割・目標等を広めることは、今後の課題と思われます。 

一方、＜質問６＞第１期計画の今後の方向性について、87.4％の方からこのまま維持

するべき、との回答をいただきました。その上で、＜質問７＞１～５の目標は、「維持」

を求める声が 5 目標とも約 60％、「拡大」と合わせるとすべての目標で 80％を超えま

した。以上から、現状を維持するべき、との意見が多数であることがわかりました。また、

目標３「安全・安心のまちづくり」は、５目標中で唯一、拡大するが 20％を超えました。 

 

＜質問５＞まちづくり協議会をご存じですか。  ＜質問６＞５つの目標は維持した方がよいですか。 

 

 

  

 

 

  

 

 

＜質問 1＞  ＜質問 2＞ ＜質問 3＞ ＜質問 4＞＊ 

 お住まいのﾌﾞﾛｯｸ 年齢 性別 居住年数 

A 31 １０代 0 男 39 5 年以内 5 

B 19 ２０代 0 女 101 10 年以内 23 

C 19 ３０代 9 記載なし 11 20 年以内 21 

D 16 ４０代 31   151 30 年以内 13 

E 18 ５０代 18 

 

30 年超 55 

F 15 ６０代 28 生まれてずっと 32 

G 29 ７０代 38 記載なし 2 

記載なし 4 ８０代以上 18   151 

  151 記載なし 9 ＊集計時、年数で分類。問２と 
同年数を記載の場合は、「生ま 
れてずっと」としてカウント。 

 
  151 
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60.0%

80.0%

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

拡大 

維持 

変える 

その他 

記載なし 

3.3% 

15.2% 

13.9% 

8.6% 

36.4% 

21.2% 

1.3% 

5年以内 

10年以内 

20年以内 

30年以内 

30年超 

生後から 

記載なし 

＜質問７＞ 

各目標へまちづくり協議会としての取り組み姿勢は、今後どれがよいですか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

アンケート結果等をふまえた課題と今後の方向性   

 アンケート結果には、選択回答欄と自由記述の欄を設けました。上記アンケート結果と

併せて、一部ですが自由記述の意見を紹介します。 
 

○今おこなわれている事業は続けていただきたい。けれどもお世話する人が高齢化し、若

い世代の人材が必要だと思います。 

 ○今取り組んでいる活動で十分だと思います。ほとんどの活動に携わっている人達が高齢

化してきて若い人達の参加も少ない中でこれ以上活動を増やすのは大変だと思います。 

○あまり行事活動を増やして負担を大きくしないでほしい。（かかわる人たちの）新しい

スタッフを取り込むことに努力してほしい。 
 

上記のように、似たような表現で、現状の取り組みを評価する一方で、地域の活動され

る方の後継者問題を心配されている声が最も多く見られました。また、上記とは違う観点

ですが、「現状の事業展開には限界があり、事業の在り方を見直すべき」という意見も多

く見られました。 

以上の結果・自由記述から考えられます課題は、それぞれ表現は異なりますが、「現状

維持」を望みながらも「担い手の後継者不足」から、現状のままでは「今後拡大する展開

は難しい」・「維持が困難になっていく」と、大勢の方が考えておられると捉えています。 
 

 現在の取り組み内容は評価されていますが、

担い手の後継者育成が必要と考えられていま

す。＜質問４＞担い手の居住年数を再び見て

みますと、「30 年超」「生まれてずっと（生後

から）」の方が全体の 57.6％を占め、10 年

以下の方は、計 18.5％、そのうち 5 年以内

においては 3.3％となっています。今後、住

み始めて間がないけれど、地域活動に関心の

ある方の協力の輪をいかにして広げていくか

が、重要と考えられます。 

＜質問４＞久宝寺での居住年数 

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安否確認活動と防犯活動で、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 
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＜質問８＞各事業・イベントへのあなたの取り組み度合 

 
 

 

 

 

 

 

 

＜質問８＞各種の取り組みにも、積極的に運営や参加の経験を持たれています。その中

で、「名前は知っているが詳細がわからない」のポイントが比較的高い事業については、

まずは事業の広報を充実させていくことが重要と考えています。 

広報手段を充実させて、地域活動をＰＲしていくことで、新たな担い手を呼び込むきっ

かけにしていきたいと考えます。また、事業内容の評価について、広報手段が整った時点

で、それでも知名度が低く、課題解決への重要度が低いと判断される場合、事業のあり方

を見直していくという判断が、将来的に必要になると考えられます。 

  

 改めて整理しますと、以下のことが、重要であると考えられます。 

・現在できている取り組みを維持していく。 

・現在の取り組みを積極的に広報し、新たな担い手の参加と意見も求め、実施した結 

果を検証しながら見直しを行っていく。 

 

これからのまちづくり活動の事業やイベント実施において、地域の想いをみんなで共有

しながら今後も取り組み、よりよい久宝寺小学校区を、地域住民みんなでつくっていきた

いと考えます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（参 考） 

「久宝寺がこんなまちになったらいいな」アンケート 質問項目 

 

以下の各項目の該当箇所に○、もしくはご記入をお願いします。 

１． お住まい ：該当するブロック名に○をしてください。 

ブロック名 参考（ブロックに含まれる各町会） 

Ａブロック 旭町・栄町・常盤町・真砂第１・真砂第２・高砂町 

Ｂブロック 本町１・本町２・本町３ 

Ｃブロック 府住１・府住２・府住３・新町１・新町２・新町３・新町４・新町５・新町６・新町７ 

Ｄブロック 北府住・北町第２・北町第３・ｸﾞﾘｰﾝ M１・ｸﾞﾘｰﾝ M２・ｸﾞﾘｰﾝ M３ 

Ｅブロック 北町第１・中町・西町１・西町２ 

Ｆブロック 東町１・東町２・東町３・老松町 

Ｇブロック 南町１・南町２・南町３・南久宝寺神武・ｼｬﾙﾑ久宝寺緑地 

 

（％） 
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２． 年齢   ①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代 ⑧80 代以上 

３． 性別   男 ・ 女 

４． 久宝寺地区での居住年数  約     年 

５． 「久宝寺小学校区まちづくり協議会」をご存じですか。 

① よく知っている  ②だいたい知っている  ③あまり知らない  ④知らない 

６． まちづくり協議会の目標は、第１期計画で目標１～５に取り組んでいます。第２期計画でも５つの目標を、 

このまま維持した方がよいですか。   はい  ・  いいえ 

７． 各目標へまちづくり協議会としての取り組み姿勢は、今後どれがよいと思われますか。該当する欄に○を

してください。 ①積極的に拡大してほしい      ②このまま維持してほしい 

③取り組み手法を変えてほしい     ④分からない 

８． 地域で取り組む事業やイベントは様々なものがあり、以下はその一例です。先にお示しした、まちづくり 

の５つの目標に関連すると思われます各事業・イベントについて、あなたの取り組み度合を教えてください。 

１ 運営に携わっている           ２ 参加したことがある 

  ３ 名前は知っているが参加したことはない  4 内容をよく知らない 

９． 問８以外に、PR や情報共有するべき事業・イベント等がございましたら、ご記入ください。（自由記述） 

10． 今後、まちづくり協議会の活動で取り組みたいこと、取り組んでほしいこと、各取り組みへのお考え等があ

れば、お書きください。（自由記述） 

 

  

 主な目標番号 事業・イベント名 

①  目標１ 何でも言わん会（住民懇談会） 

②  目標１ 地区機関紙発行（花みずき・かきつばた） 

③  目標１ ひとり暮らしの高齢者向け食事サービス（ひまわりの会） 

④  目標２ 好きやねん久宝寺まつり 

⑤  目標２ 長瀬川桜まつり 

⑥  目標２ 市民スポーツ祭 

⑦  目標２ るんるん教室（小学校放課後教室） 

⑧  目標２ 世代間交流事業（ほっとステーション等） 

⑨  目標２ 久宝寺はとぽっぽ（未就学児とお母さんの憩いの場） 

⑩  目標２ 幼稚園との交流授業（スマイルルタイム） 

⑪  目標２ すくわく Do ようび（土曜日体験と地域交流） 

⑫  目標２ 小学生向け校庭キャンプ、ドッジボール、ソフトボール等 

⑬  目標３ 児童への声掛け・見守り運動 

⑭  目標３ 安全パトロール・防犯カメラ設置 

⑮  目標３ 防災訓練等の地区防災活動 

⑯  目標４ 地域での一斉清掃 

⑰  目標４ 花いっぱい事業 

⑱  目標４ リハビリ体操やゲーム（花みずきの会）、健康づくり事業 

⑲  目標５ 燈路まつり（寺内町ふれあいイベント） 

⑳  目標５ 寺内町の歴史的資源の活用 
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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 

 

平成 25 年 3 月 1 日施行 

平成 28 年 7 月 29 日改正 

 

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。 

 

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。 
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（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。 

 

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。 
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（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。 
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（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。 

 

（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。 

 

附則 

（施行期日） 

当規約は、平成２8 年 7 月 29 日からこれを施行する。 



   23 

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 

八尾地区更生保護女性会 

久宝寺地区高齢クラブ連合会 

久宝寺地区ジュニア青少年育成連絡協議会 

久宝寺地区ジュニア青少年指導員会 

久宝寺地区青少年育成連絡協議会 

久宝寺地区青少年指導員会 

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 

八尾地区保護司会 

八尾市遺族会 

久宝寺寺内町まちづくり推進協議会 

八尾市スポーツ推進委員協議会 

八尾市赤十字奉仕団婦人部 

八尾市消防団久宝寺分団 

八尾市身体障害者福祉会久宝寺支部 

久宝寺青年団 

ひまわりの会 

八尾市地域コーディネータ協議会 

青藍塾 
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