
企業の森活動体験会及び式典について 

 

■実施日：平成 29年 11月 12日（日） 9時 45分～14時 

 

■参加人数： 

【ゲスト人数内訳】 

      ●大輪会 ５４名（大人 44名、子ども 10名） 

○りそな銀行 ：池田代表理事ほか 37名（事務局含む、うち子ども 6人） 

○富士火災海上（株）：3人（大輪会理事含む） 

○奥村組（株）：12名（うち、子ども 4人） 

●泉佐野市内企業 1社 4名（大人 2名、子ども 2名） 

   ○（一財）大阪府タウン財団：４人（おとな 2名、こども 2名） 

計５８名（おとな ４６人、子ども１２人） 

 

   【大阪府出席者】 

      ●大阪府副知事、都市計画室長、公園課長、岸和田土木事務所長等  

 

■実施状況（写真）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告－４ 



■企業の森活動体験会及び式典スケジュール 

時    間 内    容 

9:30 ～ 9:45 パークセンターにて受付 ⇒ 研修室へ誘導 

9:45 ～ 10:00 

【研修室】 

・体験会・式典スケジュール説明（5分） 

・公園の概要説明（10分） 

10:00 ～ 10:10 企業の森エリアへ移動（徒歩） 

10:10 ～ 11:20 

【企業の森エリア】 

竹の間伐作業体験会 

・竹林についての説明（10分） 

・竹の切り方説明（10分） 

・間伐作業体験・園路づくり作業体験（40分） 

※竹間伐、竹整理、チップ敷均し、園路づくり 

・片付け（10分） 

★池田代表理事・竹内副知事到着 

11:20 ～ 11:30 郷の館へ移動（徒歩） 

11:30 ～ 12:00 

【郷の館周辺】 

記念式典 

・開式（確認書締結までの経緯説明含む）５分 

・副知事あいさつ 2分 

・池田代表理事あいさつ ２分 

・パーククラブ代表あいさつ ２分 

・記念撮影 3分（代表理事・副知事・代表） 

・記念植樹 5分 

・記念撮影 10分（参加者全員で） 

12:00 ～ 13:30 

【かまど周辺】 

お楽しみ企画（焼いも＆秋の味覚の味噌汁）＆昼食 

・さつまいも洗い、ホイル巻き、たき火へ投入 

・かまどの火おこし・お湯沸し、薪割り 

・味噌汁の具材切り、煮込み、調味 

 ↓↓ 持参昼食・味噌汁焼いも（２人で 1本程度）で昼食 ↓↓ 

・竹工作 

・妖精の森ツアー（えんづくりプログラム展示） 

13:30 ～ 13:40 アンケート記入、解散（14:01観光周遊バス出発） 

 



今後の「企業の森活動」についてのアンケート 
 

☆ 「大阪府営泉佐野丘陵緑地」は府民の皆さんと大阪府が計画づくりの段階から一緒につくって

いく公園で、この新しい公園づくりの理念にご賛同いただいた企業グループ「大輪会」からのご支援

をいただいております。 

☆ 「企業の森活動」は、企業の方々と公園ボランティア「パーククラブ」・大阪府の 3 者が連携して、

楽しみながら泉佐野丘陵緑地を育てる活動です。 

☆ 本日はこの後、アンケートの内容を今後の連携活動の参考とさせていただきたいと考えております

ので、積極的なご発言をよろしくお願いいたします。  

   

■質問 1（本日の活動に参加した理由・動機をお教えください（複数回答可）） 

1） 以前参加した際に楽しかったから            9（20％） 

2） 今回の活動内容が楽しそう・興味があったから    ２（５％） 

3） 自然とのふれあいが好きだから             10（23％） 

4） 同僚・家族に誘われたから               14（32％） 

5） 会社の業務として参加                  23（52％） 

6） ボランティア活動や協働の公園づくりに興味があったから  ５（11％） 

7） 家族で参加できるから                  ４（9％） 

8） その他                            1（2％）（ 会社からの案内で ） 

 

■質問２（企業の森活動の認知度についてお教えください） 

1） 企業の森活動については以前から知っており、参加したことがある        18（41％） 

2） 企業の森活動については以前から知っているが、今回初めて参加した     12（27％） 

3） 企業の森活動については今回初めて知った                   14（32％） 

4） その他                                           0（0％） 

 

 

■質問３（企業の森活動や泉佐野丘陵緑地の印象についてお教えください） 

○「みんなでつくる」コンセプトが良い  11（28％） 

○自然を楽しむことが出来る、景色が良い、親しみやすい  16（41％） 

○よく整備されている公園    2（５％）    ○子どもの体験によい  2（５％） 

○これからの整備が楽しみ   2（５％）    ○もっと PR が必要    １（3％） 

○まだまだ未整備地があることに驚いた １（3％） 

 

 

■質問４（企業の森活動への参加希望についてお教えください） 

1） 今後も企業の森活動に参加したい                           11（25％） 

2） 活動日の都合があえば参加したい                            24（55％） 

3） 興味のある活動内容であれば参加したい                    8（18％） 

4） 同僚や友人・家族の誘いがあれば参加したい                 5（11％） 

5） 今後参加する予定はない・わからない                      1（2％） 

6） その他（                                        ）→質問５へ 

   

→質問５へ 

→質問７へ 

「業務として」「誘われた

から」と消極的な参加

理由の比率が高いが、

「以前参加した際に楽し

かった」「自然との触れ

合いが好き」という割合

も一定数ある 

「今回初めて知った」を回答した人は奥村組・大阪府タウン財団の方と思われる。 

公園のコンセプトや自然に配慮した整備・景観を挙げた人がほとんど  

活動日の都合が合えば参加したいと回答した人が半数強。  



 

■質問５（企業の森活動に参加したいと思う頻度についてお教えください） 

※大阪府からボランティア活動への交通費の支給はありません。駐車場代は無料です。  

1）2か月に 1回程度   2（5％）   ２）3か月に 1回（季節に 1回）程度   8（20％） 

3）半年に 1 回程度   20（49％） ４）1 年に 1 回程度             11(27％） 

5）その他（    ）０  

 

■質問６（プログラムの内容について感想をお教えください） 

1）活動内容についてお教えください 

・竹林管理（  すごく楽 しかった (16)  ・  楽 しかった (26)  ・  普 通 (0)  ・  面 白 くなかった (0)  ・  全 く面 白 くなかった ( 0)  ）  5 段階評価  1.4 

・季節や自然を楽しむ企画（焼いも・みそ汁つくり） 

（  すごく楽 しかった (25)  ・  楽 しかった (17)  ・  普通 ( 0)  ・  面白 くなかった (0)  ・  全 く面 白 くなかった ( 0)  ）      5 段階評価  1.6  

・本日のプログラム全体  

（  すごく楽 しかった (24)  ・  楽 しかった (18)  ・  普通 ( 0)  ・  面白 くなかった (0)  ・  全 く面 白 くなかった ( 0)  ）      5 段階評価  1.6  

 

 

2）竹林管理についての感想をお教えください 

○竹の管理は大変、地道な活動が必要   11 

○伐竹の作業は大変だったが、いい経験ができた 14 

○きちんと整備されていてすごい 2 

○校外学習や新採研修等を活用すればいいのでは、もっと大人数で参加すべき   2 

○竹林を残す意味がよくわからなかった 1 

 

3）次回の企業の森活動体験会のプログラムについてお教えください ※次回の開催日は未定  

・竹林管理のみのプログラムでも参加する                  6（15％） 

・竹林管理と季節や自然を楽しむ企画との組み合わせがよい   33（85％） 

・その他                                              0（０％） 

 

 

4）活動内容について改善した方が良い点があればお教えください  

参加者が発言する機会があったらよいと思う、毎回何か新しいことが出来ればよいと思う、  

     もっと長時間実施してもよい(竹林) 

 

質問４で「6）今後参加する予定はない・わからない」 を回答した方は次の質問にお答えください。 

■質問７（今後参加を希望しない・わからない理由についてお教えください。（複数回答可）） 

1） 活動内容に興味がないから・つまらなかったから  

2） 活動に参加する時間がないから・活動の時間が長いから 

3） 泉佐野丘陵緑地までの交通費が高いから・泉佐野丘陵緑地が遠いから  1（100％） 

4） その他（                                               ） 

 

質問４で 1）～4）もしくは 6）を回答した方（活動への参加希望のある方）は質問５・６にお答えください。  

今後、半年に１回程度の頻度の開催が適当と思われる 

プログラムの感想はかなり高評価。 

竹林管理についても、全員が「楽しかった」「すごく楽しかった」と評価。  

15％が「竹林管理のみでも参加」と回答。プログラムの評価と合わせると、今後は竹林管理のみ

のプログラム実施も考えられる。 



参加者属性  

 

○参加者の居住地が最も近い人で泉州（岸和田市）であり、公園と自宅との距離が離れている。 

 （以前より、自宅から泉佐野丘陵緑地が遠いという声は度々あり）  

○企業の森づくりのような活動は継続的に実施するとともに、リピーターを増やしていくことも重要で

あることから、今後は「大輪会」「泉佐野市内企業」といった企業を対象とするだけではなく、一

般府民も対象にするような内容とすることも考えられる。 

 （竹林管理プログラムの評価は高いため、お楽しみ企画がなくても工夫次第で来ていただけるプ

ログラムとすることができると思われる） 


