
小 〈特集〉手作りメニュー型サロンを写真で紹介♪地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 事 例

上之島地区（フレンドカフェかみお）（P.31）

曙川地区（P.28） 上之島地区（フレンドカフェ）（P.31）

　

曙川東地区（P.29）

上之島地区（くり）（P.31）

手作り
メニュー型
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八尾市の地図  
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地図中の数字は、社協の事務所を表しています。

①八尾市立社会福祉会館

　（1 階）

　・地域福祉活動に関すること

　・各種相談事業、福祉関係団体支援

　・権利擁護センター

　・その他、社協事業

　（3 階）

　・老人福祉センター

②八尾市立在宅福祉ネットワークセンター

　サポートやお（2 階）

　・ボランティアセンター

　・ファミリー・サポート・センター

③八尾市役所（3 階）

　・生活支援相談センター

　（生活困窮者自立支援事業）
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ページ数 地区福祉委員会名 地      名

P.12～13、P.24

P.28
曙川

曙町、大字刑部、大字都塚（一部）、大字八尾木、柏村町3丁目（一部）、天王寺屋 3丁目（一部）・4丁目、東弓

削2丁目（一部）、八尾木、八尾木北4～6丁目（各一部）、八尾木東

P.14、P.24、

P.29
曙川東

曙川東、大字都塚（一部）、大字東弓削、大字二俣・二俣、恩智中町1丁目（一部）、南町1丁目（一部）、都塚、神

宮寺1・2丁目、天王寺屋3丁目（一部）・5～7丁目、東弓削1丁目・2丁目（一部）・3丁目

P.30 刑部
青山町4～5丁目（各一部）、刑部1～4丁目、恩智北町1丁目（一部）、柏村町1・2・4丁目・3丁目（一部）、中

田1・3～5丁目、八尾木北1～3丁目・4～6丁目（各一部）

P.25

P.31
上之島

上尾町1～3丁目（各一部）・4～9丁目、上之島町北、上之島町南5～7丁目（各一部）、西高安町1丁目（一

部）・2～5丁目、福栄町、福万寺町南

P.32 亀井 亀井町、北亀井町、南亀井町

P.33 亀井小東 跡部本町、跡部北の町、跡部南の町、太子堂2・4・5丁目、南太子堂4～6丁目、龍華町1～2丁目

P.34 北山本 福万寺町、福万寺町北、 山本町北7～8丁目、 桂町5～6丁目（一部）

P.18

P.35
久宝寺

渋川町1・2丁目、神武町、末広町1丁目（一部）・3丁目（一部）・4丁目（一部）、久宝寺、北久宝寺、高町、西久

宝寺、東久宝寺、南久宝寺

P.20

P.36
志紀

老原1丁目（一部）3丁目（一部） ・6丁目（一部）・8丁目（一部） ・4・7・9丁目、空港1丁目、志紀町、志紀町

西、志紀町南、田井中、天王寺屋1・2丁目、西弓削 1・2丁目・3丁目（一部） 、東老原1丁目（一部）・2丁目、

弓削町、弓削町南

P.18、P.37 大正北 大字木の本、木の本、空港 2丁目、西木の本、南木の本

P.20～21、P.38 大正南 太田、太田新町、沼、若林町

P.39 高砂 高砂町3丁目（一部）・4・5丁目

P.22

P.40
高美

青山町1・2丁目・3丁目（一部）・4丁目（一部）・5丁目（一部）、荘内町、高美町1～3丁目、松山町、南本町2

～5丁目、若草町

P.41 高美南 高美町4～7丁目、南本町6～9丁目、安中町7～9丁目

P.42 高安
大字大窪、大字楽音寺、大字神立、大字黒谷（一部）、大字郡川、大字千塚、大字服部川、大字山畑、大竹、楽音

寺、神立、黒谷2・6丁目、郡川、千塚、水越、服部川

P.18、P.43 高安西 高安町北、高安町南、東山本新町

P.44 竹渕 竹渕、竹渕西、竹渕東

P.10～11、P.19

P.45
長池

旭ケ丘1・4丁目、3・5丁目（各一部）、小畑町1・2丁目・3丁目（一部）、萱振町1～4丁目（各一部）・5丁目・6

丁目（一部）・7丁目、楠根町1・4丁目（各一部）、桜ケ丘4丁目、長池町1～3丁目、緑ケ丘 1～3丁目・4（一

部）・5丁目（一部）

P.22

P.46
永畑

相生町、植松町1～3丁目・5～7丁目・4丁目（一部）、老原1丁目（一部）・2丁目・3丁目（一部）・5丁目・6丁

目（一部）・8丁目（一部） 、永畑町、東老原1丁目（一部）、南植松町1～3丁目

P.47 西郡
泉町、桂町1～4丁目・6丁目（一部）、幸町、山賀町1丁目・2丁目（一部）・３～6丁目、新家町、 

高砂町1丁目・2～3丁目（各一部）

P.48 西山本  旭ケ丘2丁目・3丁目（一部）・5丁目1～4、西山本町、山本町

P.6 ～ 7、P.49 東山本 上尾町1～3丁目（各一部）、上之島町南5～7丁目 （各一部）、西高安町1丁目（一部）、東町、東山本町

P.50 美園
久宝園、楠根町3・5丁目・4丁目（一部）、佐堂町、末広町2丁目（一部）・4丁目（一部）・5丁目、美園町、宮町

2・4～6丁目・3丁目（一部）、山城町5丁目（一部） 

P.51 南高安
大字恩智、大字垣内、大字教興寺、大字黒谷（一部）、大字神宮寺、恩智北町1丁目（一部）・2～4丁目、恩智中

町1丁目（一部）・2～5丁目、恩智南町1丁目（一部）・2～5丁目、垣内、教興寺、黒谷1丁目・2丁目（一部）・3

～5丁目、神宮寺3～5丁目 

P.15、P.22

P.52
南山本

青山町3丁目（一部）・5丁目（一部）、小阪合町、中田2丁目、南小阪合町 1丁目（一部）・2～5丁目、山本高

安町、山本町南

P.53 八尾小校区第一 南本町1丁目、桜ケ丘1～2丁目・3～4丁目（各一部）、東本町1～3丁目（各一部）・東本町4～5丁目

P.54 八尾第二 末広町1～3丁目（各一部）、本町1丁目（一部）・5～7丁目、東本町1～3丁目（各一部）

P.55 八尾第三 光南町、栄町、清水町、本町1丁目（一部）・2～4丁目

P.19、P56 安中 明美町、渋川町３～７丁目、安中町1～6丁目、陽光園

P.8 ～ 9、P.23

P.57
山本

小畑町3丁目（一部）・4丁目、上之島町南1～4丁目、堤町、長池町4・5丁目、緑ケ丘4・5丁目（各一部）、山

本町北1～6丁目

P.23

P.58
用和

萱振町1丁目～4丁目（各一部）・6丁目、北本町、楠根町1丁目（一部）・2丁目・4丁目（一部）、桜ヶ丘3丁目

（一部） 、光町、宮町1・3 丁目（一部）  、山城町1～4丁目・5丁目（一部） 

P.19

P.59
龍華

植松町4丁目（一部）  ・8丁目、北木の本、春日町、太子堂1・3丁目、東太子、 南植松町4～5丁目、南太子堂

1～3丁目、龍華1丁目（一部） 

〈八尾市の地区割り一覧表（目安）〉
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設立年月日 昭和３６年 2 月

私の地区の PR 

信貴山を借景に聖徳太子の時代から歴史深い、曙川の地に繰り広げられる地域活

動、小地域ネットワーク活動は年々充実し、高齢者にとっては時に安心のまち、ネ

ットワークづくりのまちとして育っています。 

１．校区概要

人口（人） ６，９５０ 世帯数（世帯） ３，０４７

65 歳以上人口率（％） ２８．２ 独居高齢者数（人） １８１ 14 歳以下人口（％） １０．５

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・保護司会・更生保護女性会・青少年指導員・

青少年育成連絡協議会・高齢クラブ・ボランティア曙川・しあわせの会・PTA

（幼稚園・小学校・中学校）・学識経験者 

各種専門部会 
総務部会・生活福祉部会・保健福祉部会・青少年福祉部会・高齢者福祉部会・体育

部会・文化部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

友愛訪問 
ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者 

９月、１２月 

ふれあい食事サービス 
第 2 土曜日 

（対象：ひとり暮らし老人の会会員）
曙川コミセン

いきいきサロン 
第 3 土曜日 

（対象：ひとり暮らし高齢者）
曙川コミセン

子育てサロン 第 2 月曜日（対象：就園前児童） 曙川コミセン 

世代間交流 
①ひとり暮らし高齢者と園児の集い

②ひとり暮らし高齢者の集い 

③子育てフェスティバル 

曙川コミセン 

ふれあい喫茶型サロン 
第４日曜日 

（対象：曙川小学校区全員） 
曙川コミセン 

今後強化したい

活動について 

地域の住民が小地域ネットワーク活動に対し、ますます関心をもち、参画で

きるようＰＲを強化していきたい。 

▲ふれあい食事サービス ▲ふれあい喫茶 

曙川地区
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設立年月日 平成８年４月

私の地区の PR 

当地区は、八尾市の東南部に位置し緑豊かな地域で、現在市街化に向けて区画整

理事業が実施され、今後地域の整備等に活性化を期待しているところです。 

市民意識調査では“住んでよかった”“今後も住み続けたい”等で評価された小

学校区で、地区全事業に対して各種団体の全面的な協力のもとに「地域力」を十二

分に発揮している、素晴らしい地域です。 

また、当地区では「小地域ネットワーク推進委員会」を各種団体で組織し、高齢

者から乳幼児に至るまで地域住民による参加協力のもと、幅広い活動を展開してい

ます。 

１．校区概要

人口（人） ６，３４２ 世帯数（世帯） ２，９６３  

65 歳以上人口率（％） ３１．５ 独居高齢者数（人） １９３ 14 歳以下人口（％） １１．２

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・更生保護女性会・青少年指導員・地区活性化

指導員会・高齢クラブ・青少年育成連絡協議会・PTA（小学校・中学校）・保護司・

身体障害者福祉会・スポーツ推進委員・少年補導員・わくわく推進委員会・曙川東

OB 会・講念佛踊り保存子ども教室・有識者・学識経験者 

各種専門部会 総務部会・生活更生部会・保健衛生部会・青少年部会・高齢者部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 第3日曜日（対象：65歳以上高齢者） 曙川東地区集会所 

いきいきサロン 

①みなわ会 ①第4土曜日（対象：65歳以上高齢者）
曙川東地区集会所 ②天狗会

　[囲碁・将棋の集い]
②第１・３日曜日（対象：高齢者）

子育てサロン 第２・４木曜日（対象：就学前乳幼児・保護者） 曙川東地区集会所 

世代間交流

①世代を越えた
　ふれあい祭り

① 7 月最終土曜日（対象：地域全住民） ①曙川東小学校グラウンド

②餅つき大会＆
　クリスマスの集い

②12 月第 1 日曜日 

　（対象：高齢者・乳幼児・児童 他） 
②曙川東地区集会所 

ふれあい喫茶型サロン 第１日曜日（対象：地域全住民） 曙川東地区集会所 

今後強化したい

活動について 

①自然災害時等における「要配慮者」の支援体制並びに情報把握等の強化 

②地域住民の「安全・安心」への、各種団体間の連携及び情報共有化の強化 

③地域福祉活動への担い手等の、発掘・参画に向けた取り組みの強化 

④地域住民全てに、人権意識（虐待等も含む）防災意識の高揚・啓発推進の強化

写真②

◀ふれあい食事サービス
 （あけひがランチョン）

◀子育てサロン
 （すずめっ子） 

曙川東地区
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設立年月日 平成８年４月

私の地区の PR 
ひとり暮らし老人の会、ふれあい給食の充実を図る。また、地域の世代間交流を

図り、地域住民みんなの側に立つ地域福祉活動を目指しています。 

１．校区概要

人口（人） １１，７２２ 世帯数（世帯） ５，０５１

65 歳以上人口率（％） ２６．３ 独居高齢者数（人） ２５９ 14 歳以下人口（％） １４．４

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・身体障害者福祉会・保護司会・更生保護女性

会・青少年指導員・子ども会育成会・少年補導員・高齢クラブ・スポーツ推進委

員・PTA（小学校・中学校） 

各種専門部会 
自治振興福祉部会・生活環境保健衛生福祉部会・青少年福祉部会・高齢福祉部会・

地域活動福祉部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
第 2 水曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
刑部地区集会所 

いきいきサロン 
年 4 回（対象：ひとり暮らし老

人の会会員）
刑部地区集会所 

子育てサロン 毎週金曜日（対象：就学前児童） 刑部地区集会所 

世代間交流 盆踊り（年 1 回） 刑部小学校 

今後強化したい

活動について 

現在の活動については各種団体の皆さんががんばっておられますが、今後を考

えると次の担い手の育成が最大の課題だと思います。今後の展望としては地域住

民との交流をより一層深め、ボランティア活動に関心をもっていただき、参加し

てもらえるよう積極的に小地域ネットワーク活動をアピールしていきたい。 

▲ふれあい食事サービス（刑部すみれの会） ▲盆踊り 

刑部地区
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設立年月日 昭和５９年 5 月

私の地区の PR 

八尾市の北東部に位置し、「しぶき」の愛称で親しまれる八尾市営プールがあり、

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合のグラウンドで、年２回「やお市民活動まつ

り～アートやっちゃお！～」が開催されて、活気を呈している。また、地区の中央

に１級河川の恩智川が流れ、魚が泳ぎ、四季を通じて野鳥が飛来し、日本の未来産

業を担う中小企業の工場群が、恩智川東部に散在する。 

スローガンは「未来に輝け！いこいの町上之島！」である。 

１．校区概要 

人口（人） ７，５１０ 世帯数（世帯） ３，４０９

65 歳以上人口率（％） ２８．３ 独居高齢者数（人） ２３４ 14 歳以下人口（％） １１．７

構成団体 

自治振興委員・日本赤十字奉仕団婦人部・民生委員児童委員・保護司会・更生保護

女性会・青少年指導員・ジュニア育成連合会・高齢クラブ・ボランティア部会・

PTA（小学校・中学校）・上っ子連合子供会 

各種専門部会 

総務部会・生活福祉部会・保健衛生部会・更生福祉部会・青少年福祉部会・小地域

ネットワーク部会・放課後子ども教室部会・ボランティア部会・子どもサッカー教

室・グラウンドゴルフ同好会・特別編成組織 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービ

ス 

第 2 日曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
上之島小学校集会所 

ふれあい喫茶型サロン 

①くり ①上之島小学校集会所

③上尾町集会所

②レックスマンション遊戯室 

日曜土４①第

②フレンドカフェ ②第 2・第 4 土曜日

③フレンドカフェかみお 日曜日３③第

世代間交流 グランドゴルフ（１１月） 上之島小学校グラウンド 

今後強化したい

活動について 

高齢者と子どもへの見守り・声かけ運動、防犯・防災活動、健康増進活動に力を

入れていく。 

▲ふれあい食事サービス 

 あやめの会（一人暮らし高齢者）と小学生が参加 

▲グラウンドゴルフ大会 

 選手宣誓 

上之島地区
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私の地区の PR 

歴史ある亀井に住む私たちにとって、地区福祉委員会の運営を決して単一グループ

に任せるのではなく、各種構成団体からの有志が集って活動を進めているので、い

ろいろな情報・話題の発信ができる。 

１．校区概要 ※数値は、亀井小学校区データです。 

人口（人） １１，７３２ 世帯数（世帯） ５，２３７

65 歳以上人口率（％） １９．８ 独居高齢者数（人） １６０ 14 歳以下人口（％） １７．０

構成団体 
自治振興委員・日本赤十字奉仕団婦人部・民生委員児童委員・保護司会・更生保護

女性会・育成連絡協議会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
月 1 回

（対象：65 歳以上高齢者）
亀井福祉会館 

亀井福祉会館 

亀井小学校体育館

いきいきサロン 
月 1 回

（対象：65 歳以上高齢者）

年２回
世代間交流（グランド

ゴルフ大会） 

今後強化したい

活動について 

６０代後半から８０代前半の高齢者を中心とした見守り活動が主であるが、世

代間交流をより一層深めて広げていけるような創造的な Plan・Do・See を実行 

していきたい。 

▲ふれあい食事サービス ▲ふれあい食事サービス
　食事会の最後は恒例のラジオ体操 

設立年月日 昭和５２年 2 月
亀井地区
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私の地区の PR 

平成１７年１０月に設立しました。ＪＲ久宝寺駅の南側に位置しているので駅前

開発が進み、人口も年々増加し、ローレルコート、メガシティタワーズの自治会が

新たに加入され、亀井小学校の東側に位置する当地区福祉委員会内の世帯数が急増

した中で活動しております。 

１．校区概要 ※数値は、亀井小学校区データです。 

人口（人） １１，７３２ 世帯数（世帯） ５，２３７

65 歳以上人口率（％） １９．８ 独居高齢者数（人） １６０ 14 歳以下人口（％） １７．０

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・保護司会・更生保護女性会・育成連絡協議会・

高齢クラブ・地域コーディネーター・PTA（小学校） 

各種専門部会 総務部会・生活保健福祉部会・高齢者福祉部会・青少年福祉部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 

随時。 

主として民生委員が、それぞれの担当エリアで、定期的に一人暮らし

高齢者宅を訪問し、見守り・声かけをしております。 

ふれあい食事サービス 
年 5 回（対象：ひとり暮らし高

齢者 みちくさ会会員） 
跡部本町公民館 

いきいきサロン 
不定期（町会単位で、ひとり暮ら

し老人や高齢クラブ会員など）

跡部本町公民館、跡部新町会館、

亀井小学校区集会所、その他 

世代間交流 

①グラウンドゴルフ大会

②子どもクリスマス大会

③餅つき大会

今後強化したい

活動について 

高齢者に対する活動は、これまで同様に継続する事が必要であると考えます。

また、青少年福祉部会が行う子どもクリスマス会では、年々、参加者が増加して

おります。昨年から、餅つき大会を開催する等、子ども達への取り組みも考えて

いければと考えております。 

▲ふれあい食事会（みちくさ会） ▲子どもクリスマス会 

設立年月日 平成１７年 10 月

亀井小東地区

①亀井小学校グラウンド

②亀井小体育館

③跡部本町公園 
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私の地区の PR 

北山本地区では、小地域ネットワーク活動が充実しています。下記の事業以外に、

「踊りの会」「銭太鼓」「手芸の会」「グランドゴルフ」があり、多くのボランティ

アさんのご協力のもとで行っています。 

 また、若人の会が「ふれあい喫茶」「小学校の土曜スクール」「ふれあい広場」等

で活躍してます。 

１．校区概要 ※数値は、北山本小学校区データです。 

人口（人） ５，７８６ 世帯数（世帯） ２，９０８

65 歳以上人口率（％） ３４．７ 独居高齢者数（人） ３６１ 14 歳以下人口（％） ９．８

構成団体 

自治振興委員・日本赤十字奉仕団婦人部・民生委員児童委員・保護司会・更生保護

女性会・スローライフ八尾・高齢クラブ・さつき会・青少年指導員・スポーツ推進

委員・消防団・三十八神社祭保存会・若人の会・PTA(小学校)・ボランティアの会

各種専門部会 
総務部会・保健福祉部会・生活福祉部会・高齢福祉部会・青少年福祉部会・地域福

祉部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
6・9・12・3 月第 2 土曜日 

（対象：高齢者） 
福万寺公民館 

いきいきサロン 
5・7・8・11・12・3月第2土曜日 

（対象：高齢者） 
福万寺公民館 

子育てサロン 
第 2・第 4 火曜日 

（対象：就学前児童） 
福万寺公民館 

世代間交流 

①グランドゴルフ（5 月） 

②七夕祭り（6 月） 

③ラジオ体操（8 月） 

④しめ縄作り（12 月） 

②④福万寺公民館 

①③山本町北第 2 公園 

今後強化したい

活動について 

高齢化が進んでいる中、若い人たちが住んでくれる町を目指して、行事の充実

と継続に力を入れたいと思っている。 

▲子育てサロン 

 子育て真っ盛り、なかなかじっとしてなくて

大変。「あっ！動いた！」いろいろ教えてもら

って、お友達もできて楽しいです。 

▲しめ縄作り 

 お正月前は、手作りしめ縄。ベテラン

の方の指導の下、若い世代。子どもはク

リスマスツリーです。 

設立年月日 昭和６０年 4 月
北山本地区
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私の地区の PR 

近隣や地域で住民同士がお互いに助け合うことを通じて、人と人との心のつなが

りを深めるように心がけている。 

小地域ネットワーク活動の充実のために、地域の関係団体の連携を強化し、情報

交換を密にしている。 

１．校区概要 

人口（人） １１，２２７ 世帯数（世帯） ５，１５８

65 歳以上人口率（％） ２９．６ 独居高齢者数（人） ４６９ 14 歳以下人口（％） １２．４

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・女性会・更生保護女性会・青少年育成会・青藍

塾・青少年指導員・高齢クラブ・久宝寺寺内町まちづくり推進協・ボランティアの

会・PTA（幼稚園・小学校・中学校）・保護司会・遺族会・体育指導員・日赤婦人

部会・消防団・青年団・ひまわりの会・身体障害者福祉会・地域コーディネーター

協議会・かきつばたの会 

各種専門部会 
総務部会・生活更生部会・高齢者部会・青少年部会・保健部会・ボランティア部会・

特別編成組織 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
第 3 火曜日（対象：ひとり暮らし老人

の会会員） 
久宝寺コミセン 

世代間交流 
年 1 回（9 月の敬老月間） 

（対象：地域住民） 
久宝寺小学校 

地域リハビリ 第 2 水曜日（対象：40 歳以上の方） まちなみセンター 

障がい者を囲むふれあい

祭り 
年１回（対象：障がい者、高齢者） まちなみセンター 

ふれあい喫茶型サロン ータンセみなちま日曜日３第

子育てサロン 年４回（対象：幼稚園児） 幼稚園 

スマイルタイム 園稚幼回３年

今後強化したい

活動について 

小地域ネットワーク活動の充実のために、まず基本となる住民同士の心のつな

がり・絆を深めるための声かけあいさつ運動を強化したい。 

▲防災訓練、バケツリレー  ▲ふれあい祭り、舞台で踊る園児 

設立年月日 昭和５６年4月
久宝寺地区
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私の地区の PR 

志紀地区では「人と人との支え合い」を大切に、さまざまな活動を行っておりま

す。たとえば、ふれあい給食サービスでは、ボランティアによる手作りの食事を提

供しています。また、ふれあいサロンでは、手作りの食事の提供や多種目のレクリ

エーションを実施しており、高齢者が気軽に参加できる場を提供しています。ボラ

ンティアとして中学生も参加しており、世代を超えて人と人との支え合いのあるこ

とが志紀地区の自慢です。 

また、介護予防活動（アトムの会）では、ゲームを通して脳トレーニングや体操

など行っており、会場がいっぱいになるほどの参加者があり、ボランティアの方と

一緒に盛り上がっています。このように、ボランティアを中心とした多くの支援者

に支えられ各種取組に頑張っている地区です。 

１．校区概要 

人口（人） １７，０５７ 世帯数（世帯） ７，７６０

65 歳以上人口率（％） ２５．４ 独居高齢者数（人） ４２５ 14 歳以下人口（％） １３．１

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・青少年育成連絡協議会・高齢クラブ・更生保護

女性会・日本赤十字奉仕団婦人部・志紀ボランティア・子ども会・PTA（幼稚園・

小学校・中学校） 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 第 2 木曜日 志紀コミセン 

いきいきサロン 

（ふれあい喫茶型サロン） 

第 4 日曜日 

（対象：65 歳以上の高齢者）
弓削会館 

世代間交流 ンセミコ紀志回2年

地域リハビリ 第 2・第 4 水曜日 府営住宅第 4 集会所 

今後強化したい

活動について 

近年、核家族化が進んでいますが、孤立して育児を行うのではなく、子どもが

健やかに地域の中で育まれる地域ぐるみの子育てが求められています。今後、地

域全体で子育てができる仕組みづくりを考えていきたいと思っています。 

設立年月日 昭和３４年 4 月

▲ふれあい食事サービス 

 園児との交流会 

▲アトムの会 

志紀地区

36



私の地区の PR 

地下鉄八尾南駅北側に位置し、地区内に南木の本防災公園・体育館があります。民

生委員をはじめ各団体の活動が盛んで、特に高齢者や子どもたちの見守りに力を入れ

ています。サロンの参加者は老若男女問わないことで、高齢者の見守りや安否確認を

するとともに若年層の参加によって見守る側の支援者を増やすことを目指していま

す。 

１．校区概要 

人口（人） ９，０７７ 世帯数（世帯） ３，７３１

65 歳以上人口率（％） ２４．１ 独居高齢者数（人） １２７ 14 歳以下人口（％） １５．１

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・保護司会・更生保護女性会・青少年育成連絡協議

会・日本赤十字奉仕団婦人部・地区婦人会・地区女性会・高齢クラブ・味和会・育成

会・消防団・青年団・PTA（幼稚園・小学校・中学校） 

各種専門部会 総務部会・生活更生福祉部会・保健福祉部会・高齢福祉部会・青少年福祉部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 

第 1 水曜日 

（対象：ひとり暮らし老人の会

会員） 

大正北小学校内 

プレイルーム 

いきいきサロン 

① 南木の本１～４丁目 

② 南木の本５～９丁目 

③ 木の本 

④ 西木の本 

① 年３回 

② 年１回 

③ 年２回 

年１回 ④

① 南木の本東町会集会所 

② 光蓮寺会館 

③ 木の本集会所 

④ 大正北小学校内プレイルーム

世代間交流 

第１水曜日（年３回） 

（ひとり暮らし高齢者と小学

生との食事会） 

大正北小学校区内 

プレイルーム 

ふれあい喫茶型サロン 第１木曜日

今後強化したい

活動について 

地域行事に参加しない・できないなど組織に加わっていない人々に対して、孤立

化を防ぐために何を支援できるかを考えていきたい。 

設立年月日 昭和６１年 5 月

▲コスモス会と小学生との食事会 ▲ふれあい喫茶はいつも満員になります

大正北地区

南木の本新町町会防災倉庫
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私の地区の PR 

大和川に面した地域の特性を活かしたイベントなど、昔から様々な活動を通じて

住民同士の交流を図ってきました。 

ボランティアの活性化を図り、ふれあい喫茶を地区内４つの地域で開始しまし

た。地域行事を通じて子どもから大人まで対象者を限定せずコミュニケーションが

できる場所を積極的に作っています。 

１．校区概要 

人口（人） １０，６３７ 世帯数（世帯） ４，５９３

65 歳以上人口率（％） ２２．９ 独居高齢者数（人） ７１ 14 歳以下人口（％） １３．１

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・保護司会・更生保護女性会・地区女性会・日本

赤十字奉仕団婦人部・地区婦人会・高齢クラブ・青少年指導員・子ども会・大和川

右岸水防団・地区消防団・地区青年団・地域ボランティア部会・PTA（幼稚園・

小学校・中学校） 

各種専門部会 
総務部会・生活更生福祉部会・保健福祉部会・高齢福祉部会・青少年福祉部会・ 

人権啓発推進委員・小地域ネットワーク活動 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 

第 1 金曜日 

（対象：ひとり暮らし老人の会

会員） 

大正コミセン 

ふれあい喫茶型サロン 

① 太田 

② 太田新町 

③ 沼 

④

① 第１・３土曜日 

② 第３土曜日（奇数月）

③ 第３土曜日 

④ 第２日曜日 

① 太田公民館 

② 太田新町会館 

③ 弥生会館 

④ 若林自治会館

今後強化したい

活動について 

災害時に助け合えるネットワークづくり。地域の交流が盛んな地区でしたが、

最近は昔に比べてコミュニティが弱まっていると感じます。人と人がふれあうこ

とができる活動に力を入れ、顔なじみを増やすことで、住民同士が連携し合える

地域を目指したい。 

設立年月日 平成１４年 8 月

▲毎月楽しいふれあい食事会 ▲食事後は、いきいきサロンで元気に歌や体操 

大正南地区

若林 
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私の地区の PR 

高砂地区には、高砂住宅・大閤苑・高砂南の三地区があります。 

　高砂住宅は１棟～27棟の棟があり９ブロックに分かれ、特に子ども会のソフト

ボールが盛んで八尾市の大会で優勝した経歴もありますが、現在では少子高齢化

が進み状況が変わり、特にひとり暮らし高齢者の援助活動に力を入れる方針です。 

１．校区概要 ※数値は、北山本小学校区のデータ 

人口（人） ５，７８６ 世帯数（世帯） ２，９０８

65 歳以上人口率（％） ３４．７ 独居高齢者数（人） ３６１ 14 歳以下人口（％） ９．８

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・青少年指導員・高砂すずらん会・給食ボラン

ティア・日赤婦人部会・子ども会 

各種専門部会 総務部会・青少年福祉部会・生活福祉部会・保健福祉部会・老人福祉部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 
随時 

友愛訪問 年 4 回 

ふれあい食事サービス 

第 4 日曜日 

(対象:ひとり暮らし老人の会会

員) 

高砂住宅集会所 

世代間交流 
年 3 回（お花見会、もちつき、

盆踊り） 

高砂住宅集会所 

中央公園等 

わんぱくちびっこ相撲

大会 
第１回 高砂小子ども会 大畑山（アクトランドＹＡＯ） 

今後強化したい

活動について 
ふれあい食事サービスと友愛訪問の活動の充実を更にはかりたい。 

写真⑦

▲ふれあい食事サービス  ▲わんぱくちびっこ相撲大会 

設立年月日 昭和５３年 12 月

高砂地区
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私の地区の PR 地域交流の親睦に力を入れ、多くの高齢者が参加しやすいようになっています。 

１．校区概要 

人口（人） １０，５１１ 世帯数（世帯） ５，０４４

65 歳以上人口率（％） ２８．９ 独居高齢者数（人） ３３４ 14 歳以下人口（％） １２．１

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・保護司会・更生保護女性会・高齢クラブ・青少

年指導員・スポーツ推進委員・少年補導員・青少年育成連絡協議会・PTA（小学

校・中学校） 

各種専門部会 総務部・青少年福祉部・高齢福祉部・保健福祉部・生活更生福祉部 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 

随時。毎年9月に95才以上の方に敬老お祝い品をお渡しします。また、

75 才以上ひとり暮らしの方に歳末お見舞いとしてお茶を配布してい

ます。 

ふれあい食事サービス 

ふれあい喫茶型サロン

年 10 回（12 町会対象、町会

ごとに年 1 回） 

いきいきサロン 不定期（年 3 回） 高美地区集会所 

世代間交流 年１回（６月） 高美小学校体育館及びグランド 

①第４土曜日

②第２土曜日

①高美小学校集会所

②町会集会所（今井会館、荘内

　町集会所、青山五丁目会館、

　若草団地集会所）

　※平成 28 年度：各１回ずつ

今後強化したい

活動について 
全町会の参加に至っておらず、残りの町会も参加出来るように呼びかけて行く。 

▲いきいきサロン ▲世代間交流 

設立年月日 平成６年 1 月

町会集会所（荘内町集会所、別宮町

集会所、若草町集会所、若草団地集

会所、ウイング、高美地区集会所）

高美地区
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私の地区の PR 
子どもから大人まで他世代間の交流を行い、福祉・人権のまちづくりを行っていま

す。 

１．校区概要 

人口（人） ５，６０２ 世帯数（世帯） ２，８０８

65 歳以上人口率（％） ３０，７ 独居高齢者数（人） １８４ 14 歳以下人口（％） １０．５

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・高齢クラブ・保護司会・更生保護女性会・青

少年指導員・スポーツ推進委員・少年補導員・青少年育成連絡協議会・PTA（保

育所・小学校・中学校） 

各種専門部会 
総務部会・生活更生福祉部会・保健福祉部会・高齢者福祉部会・青少年福祉部会・

地域ボランティア部会・市民スポーツ祭部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
第 2 火曜日 

（対象：60 歳以上の方） 
安中老人福祉センター 

いきいきサロン 館会年少青中安期定不

今後強化したい

活動について 

マイノリティの方々が多く住んでいる地域なので、これからも福祉・人権のま

ちづくりをめざして活動していきたい。 

▲ふれあい食事サービス ▲ふれあい食事サービス 

設立年月日 平成６年 7 月
高美南地区
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