
私の地区の PR 

高安地区では、毎月第３木曜日に、ひとり暮らし高齢者を対象に食事会が開催さ

れます。毎回ボランティア会の方々が朝早くから高安コミセンに来て、安心して食

事を提供できることを第一に、全て手作りで調理しています。また、食後は参加者

に喜ばれる内容を考えて、毎回アトラクションを行い、終了後はミーティングで次

回のメニュー等を考えています。 

１．校区概要  

人口（人） ８，４４９ 世帯数（世帯） ３，８９７

65 歳以上人口率（％） ３４．１ 独居高齢者数（人） ２３０ 14 歳以下人口（％） ９．４

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・

子ども会育成会・高齢クラブ・婦人会・青年団・遺族会・少年補導員・スポーツ

推進委員・ボランティア会・消防団・学校園及び PTA 

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

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
第 3 木曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
高安コミセン 

いきいきサロン 
不定期（対象：65 歳以上の高

齢者） 
千塚会館ほか 

今後強化したい

活動について 

調理をお手伝いいただけるボランティアの人数が年々減っており、携わってい

ただく方を維持するために対応が必要と考えています。 

▲食事会の様子 ▲食後のアトラクションの様子 

設立年月日 昭和４９年 2 月
高安地区
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私の地区の PR 
「人のまち、心のまち」をモットーとし、とにかく子どもからお年寄りまですべ

ての人にやさしい活動を心掛けている。 

１．校区概要 

人口（人） １０，８８５ 世帯数（世帯） ４，７６３

65 歳以上人口率（％） ２５．９ 独居高齢者数（人） ２１０ 14 歳以下人口（％） １３．２

構成団体 

自治振興委員・高安西交友会・日赤婦人会・あじさいの会・高齢クラブ・民生委員

児童委員・福祉推進委員会・青少年指導委員・スポーツ推進委員・子ども会育成会

・PTA・保護司会・更生保護女性会 

各種専門部会 
総務部会・保健福祉部会・生活更生福祉部会・老人福祉部会・青少年福祉部会・地

域福祉部会・地区自主防災組織・環境福祉部会・集会所管理委員会 

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：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
高安西地区集会所 

いきいきサロン 
第 1 日曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
高安西地区集会所 

世代間交流 

高齢者ふれあい農園の野菜収

穫 
高齢者ふれあい農園 

昔遊びの伝承（対象：小学校 3

年生） 
高安西小学校 

ふれあい喫茶型サロン 第２日曜日

今後強化したい

活動について 

ひとり暮らし高齢者が「ふれあい食事サービス」「いきいきサロン」に参加さ

れるよう工夫する。 

写真⑪

▲ふれあい食事サービスクリスマス会 ▲ふれあい喫茶「お・も・て・な・し」 

設立年月日 昭和５９年 5 月
高安西地区

高安西地区集会所
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私の地区の PR 

主に地域内のひとり暮らしの高齢者を対象に、地域で孤立することなく、また安

心して生活できるように各活動グループが、それぞれ工夫を凝らし、活動を行って

います。 

また、乳児を育てているお母さん達を対象に支援を行っています。 

１．校区概要 

人口（人） ４，７８１ 世帯数（世帯） ２，２８４

65 歳以上人口率（％） ２９．９ 独居高齢者数（人） １５６ 14 歳以下人口（％） １０．３

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・PTA・育成協・女性会・高齢クラブ・保護司

会・更生保護女性会・日赤婦人会 

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 

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 4 金曜日

（対象：ひとり暮らし老人の会会員） 
竹渕コミセン 

いきいきサロン 

① 東ネットワーク 

② 竹渕西 

①第１土曜日 

（対象：65 歳以上の高齢者）

②随時 

（対象：６５歳以上の高齢者）

① 竹渕会館 

② 竹渕西地区マンション集会所

子育てサロン ンセミコ渕竹時随

今後強化したい

活動について 

お互いを支えあい安心して暮らせる地域づくりのため、保健・福祉・医療の関

係者と協働してさらに活動を強化します。 

▲ふれあい食事サービスの風景 ▲ふれあい食事サービスのメニュー 

設立年月日 平成５年 4 月
竹渕地区
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私の地区の PR 

当地区は昭和 53 年、八尾市内で初めて「ひとり暮らし老人の会」を発足。昭和

58 年には「給食サービス」がスタートしました。小地域ネットワーク活動は、地

域内の方全員を対象とした「ふれあい喫茶型サロン」や「世代間交流」などの事業

を展開しています。 

また「愛の献血運動」や年 3 回「地域をきれいにする住民活動」など地域住民

が一体となった活動を実施しています。 

１．校区概要 

人口（人） １０，４７４ 世帯数（世帯） ４，７０９

65 歳以上人口率（％） ２７．２ 独居高齢者数（人） ４０８ 14 歳以下人口（％） １３．６

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・ひとり暮らし高齢者の会・会

食サービスボランティア・赤十字奉仕団地区婦人部・高齢クラブ・地区青少年育成

連絡協議会・ジュニア会・PTA（小学校・中学校）・スポーツ推進委員 

各種専門部会 総務部会・生活更生福祉部会・高齢者福祉部会・青少年福祉部会・ふれあい喫茶部 

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 4 水曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
緑ヶ丘コミセン 

ふれあい食事会

①あさみどり会

ンセミコ丘ヶ②緑

①第１日曜日

②なかむつ会

①大阪府営八尾緑ヶ丘住宅集会所

②第２日曜日

いきいきサロン ンセミコ丘ヶ緑回1年

ふれあい喫茶型サロン ンセミコ丘ヶ緑日曜土2第

世代間交流 ンセミコ丘ヶ緑回１年

今後強化したい

活動について 

ふれあい喫茶型サロンの参加者が増加し、満席のため参加者に待ってもらう場

合が出てきています。参加者増加は嬉しいですが、待ってくれている方への対応

を工夫していきたい。 

▲いきいきサロン 

 プログラム最後は河内音頭を 

▲ふれあい食事サービス 

 手作りごはんをみんなでいただきます～！ 

写真⑬

設立年月日 昭和４５年 8 月
長池地区
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私の地区の PR 
高齢化が進むなか園児、児童との交流により地域の住民がおもいやりとふれあい

のまちづくりに努めております。 

１．校区概要 

人口（人） １１，１４５ 世帯数（世帯） ４，８１７

65 歳以上人口率（％） ２４．８ 独居高齢者数（人） １８９ 14 歳以下人口（％） １３．４

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・行政相談員・青少年育成連絡協議会・保護司会

・女性会・高齢クラブ・赤十字奉仕団副分団長・更生保護女性会・PTA（幼・小・

中）・町会長・スポーツ推進委員・少年補導員 

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・広

報部会 

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 11 月（75 歳以上高齢者） 
相生町集会所、植松西集会所、
老原区集会所 

相生町集会所、植松西集会所、
老原区集会所 

※毎月交代で実施しています

※毎月交代で実施しています

相生町集会所、植松西集会所、
老原区集会所 

ふれあい喫茶型サロン 日曜木3第

いきいきサロン 日曜木3第

世代間交流 

①ゲートボール（5月、12月）

②七夕（7月）

③クリスマス会（12月）

永畑小学校 

今後強化したい

活動について 

校区（４０町会）の皆様が行事に関心を持ち、多くの住民が参加・参画されま

すように、裾野が広がればと思っております。 

▲いきいきサロン：健康講座                     ▲世代間交流：ゲートボール

設立年月日 昭和５９年 5 月
永畑地区
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私の地区の PR 

西郡地区では、地域の高齢者を大切にする活動に特に力を入れて取り組んでお

り、ひとり暮らしや夫婦ともに高齢になった方等の見守り活動や交流を深める活動

を中心に行っています。 

なかでも毎月実施している「ふれあい食事サービス」では、手作りの主菜・副菜

を中心にご飯の量も一人ひとりの声を聴きながら調節するなど心のこもったサー

ビスを実施しており、参加者からも大変喜ばれています。 

１．校区概要 

人口（人） ３，５５４ 世帯数（世帯） ２，２２７

65 歳以上人口率（％） ３７．３ 独居高齢者数（人） ２１７ 14 歳以下人口（％） ８．３

構成団体 

西郡地区協議会・かつら地域協議会・交通安全を考える会・自治振興委員・民生委

員児童委員・住宅管理人会・消防団・高齢クラブ・PTA（小・中）・西郡教育保護

者会・青少年指導員・部落解放同盟西郡支部・ワークすずらん・給食ボランティア 

各種専門部会 総務部会・環境部会・高齢福祉部会・健康福祉部会・人権啓発部会 

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 

グ
ル
ー
プ
援
助
活
動

第 2 土曜日 

（対象：ひとり暮らし老人の会

会員） 

桂人権コミセン

いきいきサロン 不定期 桂人権コミセン

今後強化したい

活動について 

西郡地区版の「ふれあい喫茶」の実施に向けて、現在、検討を重ねています。

地域の皆さんの交流がさらに深まっていくように、集いやすく温かい場にしてい

きたいと思います。 

▲食事会の風景 ▲演芸・交流の風景 

設立年月日 昭和４０年 4 月
西郡地区
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私の地区の PR 

小学生を対象に農地を借り、小学生からＰＴＡまでみんなで野菜作りや小学５年

生による米作りの実習をしている。新米でおにぎりと採った野菜で豚汁を作り、小

学生とＰＴＡの方で地域の人を招待して食事会をしている。 

またひとり暮らし高齢者を対象に食事会をしている。 

１．校区概要 

人口（人） ６，０７３ 世帯数（世帯） ２，８０８

65 歳以上人口率（％） ３０．６ 独居高齢者数（人） ２７４ 14 歳以下人口（％） １１．０

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・青少年指導員・PTA（幼・小・中）・育成会・

日赤婦人部・女性会・高齢クラブ・保護司会

各種専門部会 
総務部会・生活厚生福祉部会・保健衛生福祉部会・青少年福祉部会・高齢者福祉部

会・地域安全福祉部会 

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 3 土曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 山本コミセン 

いきいきサロン ンセミコ本山会大芸演

世代間交流 

①米作りの実習、おにぎり
　パーティ ①②西山本小学校 

③西山本小学校グラウンド 
②昔の遊び伝承（小学校１・2年）

③グラウンドゴルフ

今後強化したい

活動について 

子どもたちを中心とした活動を強化していきたい。低学年中心のサマーフェス

ティバルの実施の他に、さらに幅広い年齢層の子どもたちを対象とした新たな行

事の企画をしていきたい。 

▲食事サービス ▲昔の遊び伝承

設立年月日 昭和５９年 5 月
西山本地区
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私の地区の PR 

恩智川が地区の中央を流れ、野鳥や魚など自然に満ちたところです。昔から祭り

ごと（夏祭り、とんど焼き）や行事が多く、地域一体となって盛り上がっています。

町会別にいきいきサロンをしており、より身近な地域に密着した活動を展開して

います。また、小学校区単位でのふれあい食事サービスはハマナス会を中心とした

活動で、地域の大きな力となっています。 

１．校区概要 

人口（人） ９，０１１ 世帯数（世帯） ３，８７１

65 歳以上人口率（％） ２７．４ 独居高齢者数（人） １７６ 14 歳以下人口（％） １２．９

構成団体 
自治振興委員・高齢クラブ・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・育成会・PTA・青年団・消防団・婦人会・日赤婦人会 

各種専門部会 総務部会・高齢部会・青少年部会・婦人部会 

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 土曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
山本コミセン 

いきいきサロン 

①東町 1 丁目

①毎月 15 日 

（対象：65 歳以上高齢者） 
①東町 1 丁目町会集会所 

②東町６丁目

②不定期 

（対象：65 歳以上高齢者） 
②東町 6 丁目東町会集会所 

③上之島

③不定期 

（対象：65 歳以上高齢者） 
③東山本上ノ島町会集会所 

④囲碁将棋サロン

④不定期 

（対象：65 歳以上高齢者） 
④上尾町第 2 会館 

世代間交流 
① クリスマスのつどい 

② とんど焼き 

① 上尾町第 2 会館 

② コミュニティ広場 

今後強化したい

活動について 

大変な時代です。高齢化、核家族、育児、介護でストレスがたまっていません

か。そこで解消のため、月１回（第２水曜日）ラウンドテーブルが開かれていま

す。輪の中で、地域をとりまくいろいろな問題に取り組みましょう。 

▲ふれあい食事サービス 

食事後のレクリエーション 

▲とんど焼き 

 今年一年の無病息災を願う恒例行事！ 

設立年月日 昭和５９年 5 月
東山本地区

49



私の地区の PR 

民生委員児童委員を中心にひとり暮らし高齢者のいきいきサロン、一人暮らし高

齢者の訪問活動、高齢クラブ員による寝たきり高齢者の友愛訪問等高齢者支援を行

っている。 

世代間交流事業として、日頃、顔を合わすことのない人達による、親子孫三世代

によるチーム構成によって三世代グラウンドゴルフ大会を実施し、世代を越えての

顔見知り関係の育成を目指している。 

１．校区概要 

人口（人） ８，４１６ 世帯数（世帯） ３，７６９

65 歳以上人口率（％） ２４．５ 独居高齢者数（人） １８３ 14 歳以下人口（％） １４．５

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・高

齢クラブ・青少年育成会・自治会日赤婦人部・PTA・体育指導員・社会福祉関係

各種専門部会 総務部会・青少年部会・民生児童部会・更生保護部会・保健部会 

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

いきいきサロン 
第 1 木曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
久宝園集会所 

校学小園美回1年流交間代世

今後強化したい

活動について 

　支援対象者の参加が年々減少傾向にあり、一部の人に限られつつある。小地域

ネットワークについての認識度が低下していることが原因ではないかと思われ

るので、小地域ネットワーク活動についての広報に力を入れ、周知を図る必要が

ある。また、ふれあい喫茶の企画など高齢者の居場所づくりや障がい者支援等、

事業の多様化について検討したい。 

▲いきいきサロン ▲三世代グラウンドゴルフ 

設立年月日 昭和４９年 9 月

美園地区
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私の地区の PR 

南高安地域は、八尾市内でも珍しくなった田園風景や市民の森、アクトランドＹ

ＡＯなどの自然環境に恵まれた地域であり、夏祭りには多くの人が参加して賑わい

をみせる伝統文化の継承も続く、魅力のあるまちであります。 

また、５０年以上にわたる地域による集団住民健診を行っており、日々、住民の

健康管理、健康増進を進めています。 

１．校区概要 

人口（人） １５，３１９ 世帯数（世帯） ６，４３９

65 歳以上人口率（％） ２７．４ 独居高齢者数（人） ２９７ 14 歳以下人口（％） １３．９

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・高齢クラブ・消防団・保護司会・青少年指導員

・PTA（幼・小・中）・青年団・身障会・健康教室OB会・成人病予防会など 

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

２．活動内容 

見守り・声かけ訪問 随時 

ふれあい食事サービス 
第 4 金曜日 

（対象：ひとり暮らし高齢者）
南高安コミセン 

いきいきサロン 

① 1・2 班 

② 3・５班 

③ 4 班 

不定期 

① 黒谷会館 

② 南高安コミセン 

③ コープ野村集会所 

今後強化したい

活動について 

いつ発生するかわからない大災害にそなえ、災害時にひとりでは避難できない

住民を把握し、いきいきサロンやふれあい食事サービスなどに積極的に参加して

いただき、地域の住民の皆様にも、日頃から顔見知りになるよう訪問活動等をよ

り一層進めていきたい。 

▲ふれあい食事サービス ▲いきいきサロン 

設立年月日 昭和３５年 4 月

南高安地区
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私の地区の PR 

　我が「わくわくプラザ」は平成 28 年で 22 年目を迎えます。遠方から見学に来

られたり、大学生が研修に来られたりしました。卒業する６年生の文集に「わくわ

くプラザは日本一だ」とお礼の言葉に我々は感激し、また頑張ろうと思いました。 

１．校区概要 

人口（人） １０，８０４ 世帯数（世帯） ４，９７８

65 歳以上人口率（％） ２８．３ 独居高齢者数（人） ２５８ 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・青少年指導員・高

齢部会・PTA・子ども会育成会・ボランティアグループ・社会福祉諸団体・集会所

運営協議会・わくわくプラザ実行委員会・小地域ネットワーク・学識経験者 

各種専門部会 

総務部会・生活厚生部会・保健衛生部会・青少年部会・高齢部会・集会所運営協議

会・ボランティアグループ・わくわくプラザ実行委員会・小地域ネットワーク・地

域安全センター・給食ボランティア 

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月曜日 

（対象：ひとり暮らし高齢者）
南山本地区集会所 

いきいきサロン 所会集区地本山南回2年

世代間交流 

（わくわくプラザ） 
第 2・4 土曜日 

南山本地区集会所、 

南山本小学校体育館、グラウンド

お誕生日会 

①毎月日曜日(不定)(対象：温和

会) 

②年４回（対象：南寿会） 

南山本地区集会所 

日本画・カラオケ 所会集区地本山南回２月

ふれあい喫茶型サロン 所会集区地本山南第１日曜日

今後強化したい

活動について 

わくわくプラザで、陶芸用の電気がまを設置していただいたので、さらに活用

していけるよう頑張ります。 

▲わくわくプラザ：茶道 ▲わくわくプラザ：陶芸 

設立年月日 昭和５９年 5 月
南山本地区
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私の地区の PR 

当地区は平成 21 年 6 月に結成された八尾市で一番新しい組織です。現在は、

交通機関や公的施設、医療施設、ショッピングセンター等が近くにあり、生活上利

便性のある地域ですが、もともと農業を中心に発展した町で、地域の伝統行事を今

も大切にし、地域活動の核になっています。また、各種部会行事を通じて地区住民

のつながりを深め、だれもが夢を持ち続けられる安心・安全のまちづくりを進めま

す。 

１．校区概要 ※数値は、八尾小学校区のデータ 

人口（人） １２，５２６ 世帯数（世帯） ５，９７７

65 歳以上人口率（％） ２６．８ 独居高齢者数（人） ３９６ 14 歳以下人口（％） １２．７

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・日赤婦人部・保護司会・更生保護女性会・育成

協議会・青少年指導員・子供会・高齢クラブ・農業実行組合・東郷夏祭保存会・東

郷民踊会

各種専門部会 総務部会・高齢福祉部会・青少年福祉部会・地域福祉部会・小ネット推進部会・

地域防災準備委員会 

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 年３回 東郷会館 

いきいきサロン 館会郷東年３回

世代間交流 郊外他回3～2年

今後強化したい

活動について 

○災害対策活動  

・災害援護活動の体制作り（要援護者） 

  ・防災リーダーの養成

○見守り、小ネットによるPRの強化

写真⑲

▲いきいきサロン（小ざくら会） 

八尾婦警さんによる振り込め詐欺防止講習会 

▲いきいきサロン（小ざくら会） 

ボランティアの方によるフラダンス講習会

設立年月日 平成２１年 6 月
八尾小校区第一地区
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私の地区の PR 

八尾第２地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、月１回第４日曜日にひと

り暮らし高齢者対象の食事会やいきいきサロン等の実施を、なるべく自分たちの手

で工夫しながら行うよう努力しています。 

子どもの交流の場では子どもたちとお母さんと高齢者の方々、ともに楽しんでも

らえるように色々工夫を重ねて、よりよい方向へ持って行こうと思っています。 

八尾神社や常光寺、商店街を中心とした町並みで、昔ほどではありませんが、人

の流れが多く高齢者の方々の楽しそうな声が聞こえてきます。元気のある地域を目

指して地域の方々の力を借りて頑張っています。 

１．校区概要 ※数値は、八尾小学校区のデータ 

人口（人） １２，５２６ 世帯数（世帯） ５，９７７

65 歳以上人口率（％） ２６．８ 独居高齢者数（人） ３９６ 14 歳以下人口（％） １２．７

構成団体 

自治振興委員・民生委員児童委員・青少年指導員・更生保護女性会・子供会育成委

員・PTA・高齢クラブ・日赤婦人部・保護司会・体育指導員・社会福祉ボラ

ンティア 

各種専門部会 生活環境部会・青少年部会・高齢部会 

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 4 日曜日 

（対象：ひとり暮らし高齢者）
本六北会館

いきいきサロン 
第 4 日曜日 

（対象：ひとり暮らし高齢者）
本六北会館

世代間交流 
年 1 回、2 月の第 4 日曜日 

（対象：ひとり暮らし高齢者）
本六北会館 

今後強化したい

活動について 

ひとり暮らしの高齢者の方が増加している現在、人とふれあう機会をたくさん

作っていきたい。ふれあう時間や機会をふやしていきたい。 

写真㉒

▲三世代間交流 

落語家の方に来てもらっています 

▲いきいきサロン 

来年の干支おりがみづくり 

設立年月日 昭和４８年 4 月

八尾第二地区
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私の地区の PR 
毎月の様々な小地域活動には、多くの方々が参加しており、参加者同士も交流を深

めている。 

１．校区概要 ※数値は、八尾小学校区のデータ 

人口（人） １２，５２６ 世帯数（世帯） ５，９７７

65 歳以上人口率（％） ２６．８ 独居高齢者数（人） ３９６ 14 歳以下人口（％） １２．７

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・PTA・青少年育成連絡協議会・青少年指導員

・青少年補導員・高齢クラブ・保護司会・更生保護女性会 

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・小地域ネットワーク・

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 4 土曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
市立社会福祉会館 

いきいきサロン 
第 4 土曜日（対象：ひとり暮ら

し老人の会会員） 
市立社会福祉会館 

世代間交流 幼稚園児(9 月)小学 1 年生(2 月) 市立社会福祉会館八尾小学校 

今後強化したい

活動について 

高齢社会が伸展する中、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加していくた

め、見守りや声かけばかりでなく地域が一体となって日常的に助け合うように活

動展開に努めたい。 

写真㉓

▲ふれあい食事サービス・いきいきサロン 

 園児との交流会・歌と体操 

▲ふれあい食事サービス・いきいきサロン 

 園児との交流会・じゃんけんゲーム 

設立年月日 平成５年 11 月

八尾第三地区
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私の地区の PR 地域の安全のまちづくりを目指し、小地域ネットワークの活動を実施しています。

１．校区概要 

人口（人） １０，４５３ 世帯数（世帯） ４，８５５

65 歳以上人口率（％） ２６．３ 独居高齢者数（人） １９９ 14 歳以下人口（％） １２．２

構成団体 
民生委員児童委員・自治振興委員・女性会・青少年指導員・高齢クラブ・学識経

験者 

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

地域推進会議・体育部会・地域活動部会・子育て支援部会・献血推進部会 

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 不定期（年 7 回～8 回） 
安中会館、明美集会所、渋川集会

所 

子育てサロン 館会中安日曜木3第

世代間交流 不定期（年 4～5 回） 安中小学校 

ふれあい喫茶型サロン 偶数月第 3 金曜日 安中小学校区集会所 

今後強化したい

活動について 
安中地区の小地域ネットワーク活動が校区全体に行きわたることを目指します。

▲昼食会  

 食事に音楽鑑賞、ゲームと盛りだくさん 

▲子ども見守り隊 

 毎日、朝の声かけ運動 

設立年月日 昭和４７年 4 月

安中地区
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私の地区の PR 

「大阪みどりの百選」に選定された桜並木で有名な玉串川が、山本地区の中心を

流れています。その玉串川をはさんだ閑静な住宅街は、八尾でも屈指の住み良い地

区です。 

１．校区概要 

人口（人） ９，６４２ 世帯数（世帯） ４，２８３

65 歳以上人口率（％） ３０．８ 独居高齢者数（人） ３６７ 14 歳以下人口（％） １３．３

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・保護司会・青少年指導員・女性会・日赤婦人

部・高齢クラブ・育成会・PTA・社会福祉関係諸団体 

各種専門部会 総務部会・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 
第2・4水曜日　見守り、防犯パトロール

毎朝声かけ運動 

ふれあい食事サービス 

第 １ 土曜日 

（対象：ひとり暮らし老人の会

会員） 

山本小学校内ランチルーム、 

小学校区内集会所 

いきいきサロン 堤町集会所第1・4土曜日

世代間交流 校学小本山②園稚幼本山①不定期（高齢者と子どもの昔遊び）

地域リハビリ 
第2・4火曜日・第1水曜日 

（対象：65 歳以上の高齢者）
山本集会所、堤町集会所 

ふれあい喫茶型サロン
①第2・4土曜日

②第4木曜日 

①堤町集会所

②山本集会所 

今後強化したい

活動について 

やはり、年々増えつづける高齢者の方々への取り組みが最重要課題と思ってい

ます。それには元気な高齢者の方々のパワーを活用した見守り、ふれあい訪問活

動を実施強化いたします。 

写真㉔ 写真㉕

▲給食会 

一人暮らし高齢者の給食会はいつも楽しい 

▲声かけ運動 

 朝の声かけは、大人も子どもも元気いっぱい 

設立年月日 昭和５９年5月
山本地区
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私の地区の PR 

八尾市北部に位置する当地区は、近鉄八尾駅北側のデパートや大型スーパーを有

する地域にあります。宅地化が進み、現在 5,000 世帯、町会数は 30 町会を越え

ています。用和の由来である、聖徳太子の憲法１７条の「禮之用和為貴」（れいは

これをもちいてたっとしとなす）をモットーとして活動に励んでおります。 

１．校区概要 

人口（人） １２，１１４ 世帯数（世帯） ５，７９７

65 歳以上人口率（％） ２５．８ 独居高齢者数（人） ３０７ 14 歳以下人口（％） １２．３

構成団体 
自治振興委員・民生委員児童委員・ボランティアグループ・女性会・高齢者会・

育成会・青少年指導員・ジュニア育成会・PTA（小・中） 

各種専門部会 総務部会・生活福祉部会・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 

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） 

用和小学校内 

ランチルーム 

いきいきサロン
（ふれあい喫茶型サロン） 

第１～４土曜日 用和小学校区集会所

世代間交流 

（ふれあい祭り）
校学小和用回1年

今後強化したい

活動について 

ふれあい祭りやひとり暮らし高齢者の給食サービスの参加者が増えてきてい

ますので、地区福祉委員会のメンバーでいろいろと工夫しながらより楽しいもの

にしたいと考えております。 

▲ふれあい食事サービス  ▲いきいきサロン 

設立年月日 昭和４５年 8 月
用和地区
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