平成２３年度指定管理運営業務評価票
施設名称 ： 大阪府民の森（北河内地区）

指定管理者：府民の森北河内地区管理
共同企業体

所管課 ： 環境農林水産部みどり・都市環境室みどり推進課

指定期間 ： 平成23年4月1日～平成28年3月31日

評価

評価項目

評価基準（内容）

指定管理者の自己評価

評価

施設所管課の評価
S～D

（１）施設の設置目的及び管理運営方針

１．要領、要項に掲げられた施設の設置目的に沿った管理運営を
適切に行っている。
府民の森区域内に留まらず、生駒山系の自然公園利用者への
１．管理運営実施要領、指定管理者募集
サービス提供の観点で管理運営を行っている。
要項に掲げられた施設の設置目的に
２．管理運営方針に沿って適切に管理している。
沿った管理運営が適切になされているか
生駒山系での広域な利用促進の視点で提案した森づくりと地域
２．提案した管理運営方針に沿って適切
づくりに貢献できるよう取り組みを行っている。
に管理されているか
３．府民の森の管理を通して、自然環境の保全と、府民が自然との
３．事業者としての社会貢献活動、環境
ふれあいの場として維持管理を実施している。
活動などが行われているか
具体的な社会貢献と環境活動の取り組みとして、日常の管理業
務は勿論のこと、提案した生駒関連事業の着実な実施を行ってい
る。

１．園地のイベント、施設、森の四季、交通案内など最新の利用情
報を府民の森HPにより発信している。また、年間を通したイベント
をはじめ「いこまこい祭り」、「クライミングフェスティバル」等の主要
イベントの他くろんど園地における夏季キャンプ場運営については
パンフ、チラシを作成し報道関係をはじめ府下約５００施設に配付
１．利用者の公平なサービス提供がなさ
し広く利用者に周知するよう努め、誰もが参加できる体制を整えて
（２）平等な利用を図るための具体的手法・ れているか、また対応は適切か
いる。
効果
２．高齢者、障がい者等に対しての配慮
２．ウオーキングイベントにおいては、随行車を配置し、高齢者の
Ⅰ
は適切か
緊急時に配慮している。また、学校行事等の団体利用については
提
障がいをもつ児童に配慮し、申請があれば府民の森内車両通行許
案
可証を随時発行している。
の
また、ほしだ園地駐車場（有料）において、障がい者の利用につ
履
いては利用料金を全額免除している。
行
状
況
１．くろんど、ほしだ、むろいけ各園地の立地及び自然環境にあわ
に
せた特徴のある施設が整備されており、園地職員によりほぼ全域
関
の巡回・点検を毎日行っている。台風、大雨等の異常気象後は直
す （３）安全・安心に利用できる府民の森とす
ちに巡回・点検を行い利用者の安全確保に努めている。ほしだ園
１．施設管理の安全対策は具体的かつ
る るための管理の具体的方策
地の吊橋管理においては、雷、強風、大雨等の気象状況にあわせ
適切に実施されているか
項
て通行止めを行う等、利用者の安全対策を徹底している。 ま
目
た、スズメバチによる被害を防止するため、春先から捕獲トラップを
各所に設置するとともに、巣が見つかれば直ちに駆除を行ってい
る。

１．くろんど園地の春のミズバショウやミツバツツジ。ほしだ園地の
ヤマザクラやミツバツツジ。むろいけ園地の湿生花園。秋の紅葉な
１．利用促進のための取組みは具体的 ど各園地の四季の魅力を発信するため年間を通したイベントを計
（４）サービスの向上を図るための具体的手 かつ計画的に実施されているか
画的に実施している。
法・効果
２．利用者サービス向上のための取組み ２．快適な利用を提供するため、各園地にある計１０箇所のトイレ
は適切に実施されているか
について園地職員により毎日清掃を行っているのをはじめ、安心し
て園内を利用できるよう園地広報板に園地情報の充実に努めてい
る。

Ａ

評価委員会の指摘・提言
S～D

１．「生駒山系まるごとハイキングマップ」（有料:500円）を作成・
販売するなど、府民の森以外の生駒山系利用者に配慮した事
業を行っている。
２．定期的なイベントを実施しているほか、平等利用などを意識
しながら運営するなどソフト運営についてはほぼ提案どおりの
実施が認められる。一方で、「元気な森づくり」については新し
い取組みであり、今後の事業展開について検討がなされてい
る。

Ａ

１．市町村広報、マスコミ媒体、チラシ配布に加え、テレビデータ
放送や施設・イベント検索サイトへの登録など、新しい媒体を利
用して意欲的に広報している。
２．施設の特性上、障がい者の利用は限定されるが、学校（障
がいを持つ児童）、障がい者団体等の利用に配慮する努力を
行っている。

Ｓ

１．日々の巡回点検を業務のメインとしており、安全対策には細
心の注意を払っている。
春から秋にかけてハチ捕獲用トラップを仕掛けているほか、巣
が発見された場合には職員自ら巣の駆除を実施するなど、迅
速な対応に努めている。
マムシ対策としては巡視時に遭遇すれば可能な範囲で捕獲す
るほか、出没情報を掲示することにより注意を促している。
ＡＥＤを「ほしだ園地ピトンの小屋」と「むろいけ園地森の工作
館」の2箇所に配備している。

Ａ

１．ＨＰで園地のみどころを毎週更新して掲載している。
２．くろんど園地は利用者満足度が低調であるが、キャンプ場
等を活用した魅力的なプログラムの提供等も必要。
・元ＡＮＡ職員による講習会を実施するなど接客業務の質向上
のための努力を行っている。
・里山わくわく教室については、むろいけ園地のみの展開にと
どまっている。
・自動販売機の設置については、破壊・盗難が多発している現
状であるが、業者との調整により設置を継続させ、利用者の
ニーズに応えている。

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

○「生駒山系まるごとハイキングマップ」は非
常にわかりやすく編集され、利用者には重宝さ
れていると思われる。
○提案の柱である「元気な森づくり」について
の取組みについて、コナラ林の対策や研究会を
発足させ3回の会議を開くなど積極的な取り組み
状況は評価できる。

○市町村広報、マスコミ媒体、チラシ配布に加
え、テレビデータ放送や施設・イベント検索サ
イトへの登録など、新しい媒体を利用して意欲
的に広報している。
ただし、アンケート調査結果の来園動機は広
報によるものが少なく、一層の努力が求められ
る。
○高齢者の来園者の評価はよい。障がい者の利
用努力についても、その努力は一定評価でき
る。

○日々の巡回点検を業務のメインとしており、
安全対策には細心の注意を払っている。
○気象状況による対応、スズメバチ、マムシ等
の注意喚起、駆除、捕獲など、最新の注意を払
い、利用者の安全確保に努めている。

○自動販売機の破壊・盗難の多発の中、利用者
のニーズに合わせ継続して設置していることは
評価される。
○自主事業として提案された「いこまいこい
ネット」の拡充や「自然プラス”１”の魅力メ
ニューの充実」は認められるが、「府民の森づ
くり隊（仮称）」の創設、移動式喫茶システ
ム、木炭づくり・薪づくりビジネスはこれから
の取組みとなっている。

評価

評価項目

評価基準（内容）

指定管理者の自己評価

評価

施設所管課の評価
S～D

（５）施設の維持管理の内容、適格性及び
実現の程度

１．浄化槽、給水施設等の専門的な技術を要する施設管理につい
ては専門業者に委託し、施設の一般的な維持・簡易修繕について
は、園地職員が自ら実施しており、習熟とともにその範囲が拡大し
ている。
２．枯損木、通行支障木、危険木などは発見次第園地職員が撤去
するとともに、大径木については共同事業体の森林組合が伐倒処
理を行っている。
１．施設維持管理は具体的かつ適切に
３．緊急雇用対策事業を活用し、各園地において景観支障木の伐
実施されているか
採をはじめ藪状となっていた箇所の林内整備を行い景観保全に務
２．植生管理は適切に実施されているか
めている。また、府補助事業を活用し、老齢化したコナラの密度調
３．景観保全、美化清掃活動は適切に実
整をすることにより森林景観の保全を行った。美化清掃については
施されているか
園地職員により日常的に実施している。くろんど園地の展望ポイン
４．施設点検は定期的に実施されている
トとして生駒山・春日山の展望地及び星のブランコ・淀川・北攝山
か
系の展望地、ほしだ園地星のブランコ左岸からの展望等の再生作
業を実施し見所作りを行なった。
４．園地職員による日常的な点検に加え３月、９月には集中的に全
施設の点検を実施している。また、くろんど園地・特設水道設備、
特殊な構造物であるほしだ園地・吊橋や法定点検が必要な消火設
備等の施設、設備については専門業者により定期的な点検を実施
している。

１．自然とのふれあい、体験活動推進へ
（６）自然とのふれあい、自然体験活動の推 の取組みは具体的かつ計画的に実施さ
れているか
進についての具体的方策
２．ボランティアリーダーの育成、活用に
ついて適切に実施されているか

１．四季折々にテーマを決め、NPO、地域ボランティアとの協働によ
り年間計画を立て計画通り実施した。
２．NPO日本パークレンジャー協会と協働で人材の育成を図るとと
もにこの人材を活用したイベントを実施した。

１．行政の福祉化、就職困難者への雇
用・就労支援が実施されているか
（府の各種就労支援事業による雇用の
実施状況）
２．府事業、その他の公益事業への協力
が実施されているか
３．ボランティア・ＮＰＯ等との協働事業が
実施されているか
４．施設運営への府民参加機会の確保
（施設運営に府民・ＮＰＯの参加を求め
る取組み）
５．環境問題への取組み状況
（施設の管理運営に関して、リサイクル
など環境問題への積極的な取組み）

１．むろいけ園地で、C-stepの職場実習生を受け入れている。
２．生駒山系広域利用促進協議会との連携で「‘いこまこい’祭２０
１１」を実施するとともに、生駒山系花屏風構想の具体化での協力
や受動喫煙防止対策の取り組み、11月のおおさか「山の日」への
事業参画、環境フェスティバルへの参加などを行なった。
３．自然体験学習、イベントなどNPO、地元ボランティアとの協働実
施や生駒山系で活動されている自然愛好者、アマチュアカメラマン
などの活動をピトンの小屋で紹介するとともに、イベントでのボラン
ティア協力をお願いしている。
４．ほしだ、くろんど園地では、森林管理でNPO、ボランティアとの協
働をスタートしており、コバノミツバツツジの保全活動やヒノキ林の
間伐作業を行なっている。
５．府民の森全園地でゴミの持ち帰り運動を実施するとともに、枯
損木や風倒木、間伐材などを利用してイスやテーブルを製作した
り、薪にするなど有効活用している。

（７）府施策との整合
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総括

１．施設整備の要望が多く、大阪府への伝達に留まるものもある
が、公社が対応可能な事案については極力速やかな対応を行うこ
１．指定管理者が実施しているアンケート とを旨としている。アンケート調査で希望の多かった自動販売機の
（１）利用者満足度調査
の調査結果のフィードバックが行われて 料金について、今年度最も売れている品種(お茶)について20円値
等
いるか
下げした。
（自販機の単価については、府民の森が防犯システム提供範囲外
の施設であるため悪戯が多くベンダーの大きな負担となっている。

（２）その他創意工夫

１．募集時提案のあった自主提案以外
１．くろんど園地で防火水槽の屋上部を利用した展望設備の再生２
に、サービス向上につながる取組み、創 箇所実施。ほしだ園地「星のブランコ」左岸入り口部の景観確保と
意工夫が行われているか
休憩用ベンチ（間伐木の活用）の設置。
Ⅱ

総括

Ａ

１．経費節減のため、一部可能なものについては、委託による
修繕から、園地職員直営による修繕に切り替え、きめ細かい対
応により成果をあげている。
２．みどり公社と森林組合、それぞれのノウハウを活かし、役割
分担して植生管理を行っている。
３．生駒山系の景観を意識した森林の整備を実施している。
４．点検は提案どおりに実施されていると認められ、迅速・計画
的な修繕に結びつけている。

Ａ

１．年度当初までに自然体験プログラムを決定し、具体的かつ
計画的に実施されている。
２．今年度はパークレンジャー養成人数は少なかった（１４名）
が、イベントの開催回数やその内容の充実度は十分である。

Ａ

１．Ｃ－Ｓｔｅｐには加入し、北河内地区においては就職困難者
の就労支援のための実習生２名を受け入れている。
２．事業者・NPO・ボランティア団体・財団・社団など様々なメン
バーで構成される「いこ・ま・こいネット」に参加し、ネットの団体
と共に「‘いこまこい’祭２０１１」を実施している。
３．パークレンジャーがNPOを結成し、各種イベントを企画・運営
している。
４．おおさか「山の日」や山地美化キャンペーンに協力してい
る。
５．間伐材を活用したベンチの設置などを実施している。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

評価委員会の指摘・提言
S～D

Ａ

○各園地での林内景観整備、老齢化したコナラ
の密度調整、展望ポイントの再生作業による見
所づくりは評価できる。
○日常的な点検、集中点検、施設や設備の定期
点検を着実に実施している点は評価できる。

Ｂ

○ＮＰＯ、地域ボランティアとの協働により自
然体験プログラムの年間計画通りに実施されて
いる点は評価できる。
○パークレンジャー等のボランティアの育成・
活用やＮＰＯ里山サロンとの協働による事業等
を継続して実施している。

Ｂ

○積極的に府事業や公益事業への協力を行って
いる点が評価できる。
○府民の森で発生した枯損木や風倒木、間伐材
などを有効に活用し、コミュニティビジネス化
を模索しており、将来は、“雇用の増加”につ
ながることが期待される。

Ｂ

１．要望について対応できるものは実施していると認められる。
自販機の単価についても努力してサービス向上に努めている。

１．展望設備の再生や間伐材を活用したベンチの設置など、２
箇所実施。

Ｂ

○山の中の自動販売機の設置については困難を
伴い採算が難しいなか、お茶の値下げの取組みが
評価できる。
○施設整備の要望が多く指定管理者の範囲を超え
ているが、可能な点を速やか対応している点は評
価できる。

Ａ

○展望設備の再生や間伐材を活用したベンチの設
置など、２箇所実施している点が評価できる。
○ほしだ園地「星のブランコ」左岸入り口部の景観
確保と休憩用ベンチ（間伐木の活用）の設置が評価
できる。

Ｂ

評価

評価項目

評価基準（内容）

指定管理者の自己評価

評価

施設所管課の評価
S～D

Ⅲ
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（１）収支計画の内容、
１．事業収支は計画に比べて妥当か
適格性及び実現の程度

１．指定管理1年目であり、年度途中のため精査中である。

１．植生管理は直営で実施するため刈払い機、チェーンソーの講習
修了者を充てるとともに施設管理に充分な経験を有する職員の配
１．職員体制は十分か
置が出来ている。また、森の工作館は共同事業体であるNPO里山
（専門性、技術性を有する職員の配置） サロンが運営している。
（２）安定的な運営が可 ２．職員採用、確保の方策は適切か
２．基本的に一般公募にて職員を採用している。継続雇用につい
能となる人的能力
（継続雇用の観点）
ては、人事評価により優秀な人材の確保を行っている。
３．職員の指導育成、研修体制は十分か ３．全職員に接遇研修を実施しサービスの基礎から再確認を行うと
（職員資質を向上させるための方策） ともに、トイレのネポン設備のメンテナンス研修を行い軽微な補修
などは職員が直接実施できる体制を敷いた。また、人権研修にお
いては、毎年公社本部で開催している。

１．指定管理者の経営規模、事業規模、
組織規模等は十分か
２．運営基盤として、指定管理者の財務
（３）安定的な運営が可 状況は妥当か
〔指標〕
能となる財政的基盤
・指定管理者の決算資料の分析
（事業収支、人件費比率、自己資本比
率等）

Ⅲ

総括

１．公社の指定管理施設は、府民牧場（能勢町）、花の文化園（河
内長野市）と府民の森で環境・農林系の公の施設の管理運営ノウ
ハウに関し豊富な経験と蓄積を有しており、規模としても妥当であ
る。
２．妥当である。
３．事業収支＝０
、人件費比率＝４８％
、自己資本比
率＝ー

評価委員会の指摘・提言
S～D

―

１．指定管理1年目のため、現時点での検証は困難。

―

○指定管理1年目のため、現時点での検証は困難
である。

Ａ

いずれも計画どおりに実施されている
本部５名は３地区兼務

Ｂ

○再委託については、利用者の安全性にかかわる
業務については注意を要する。
○一般公募で採用した職員の継続雇用による技術
の継承が必要とされる。

Ｂ

Ｂ

１．大阪府みどり公社：管理運営全般、大阪府森林組合：森林
管理、NPO里山サロン：むろいけ園地森の工作館の運営・企画
と役割分担しており、ぞれぞれの役割を行うのに十分な経営規
模、事業規模、組織規模と認められる。
２．
[大阪府みどり公社] 平成23年度は大阪府指定管理施設管理
事業収入の減額（府民の森３地区、府立花の文化園の委託料
３割減）に伴い、9,280万円事業収入減。
[大阪府森林組合] 財務状況は安定している。
[NPO里山サロン] 平成21年度に設立したばかりの小規模
NPOで、財務状況はまだ不安定。

【大阪府みどり公社】
経営規模、事業規模、組織規模を含め、財政的基
盤について安定的な運営に支障をきたすような兆
候は見当たらない。

Ｂ

【大阪府森林組合】
経営成績及び財政状態ともに安定的に推移してお
り、経営規模、事業規模、組織規模を含め、財政的
基盤について安定的な運営に支障をきたすような
兆候は見当たらない。
【NPO里山サロン】
小規模NPO法人であり、上記2社と協同で事業を行
う限りにおいて、事業規模等の検討は必要ないも
のと判断する。また、事業収支に異常性はない。

Ｂ

