府民の森利用者アンケート結果
ほしだ園地

平成31年4月1日～令和2年3月31日
アンケート総数 722 件

大阪府環境農林水産部みどり推進室みどり企画課

大阪府民の森ほしだ園地
アンケート結果とりまとめ
回答数

アンケート項目
１．性別
男性
女性
２．年齢
～10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80歳～
３．園地にはよく来られますか
週に1回
月に数回
年に１～数回

330
384
176
214
73
76
50
61
55
8

初めて

14
16
137
543

４．ご来園された感想は？
非常に良かった
良かった
あまり良くなかった
良くなかった

382
302
16
8

５．施設の満足度が高いものに「○」、低いものに「×」
○
星のブランコ(吊橋)
展望スポット
森林鉄道風歩道橋
クライミングウォール
わんぱく広場
やまびこ広場
案内所
園路(各ルート)
自然や動植物
巨石や岩壁

×
665
249
85
136
63
84
139
177
160
94

5
10
11
14
10
22
10
22
11
12

６．当園地を何でお知りになりましたか？
ホームページ
SNS
イベントチラシ
新聞
テレビ
情報誌
口コミ
その他(地域の行事、ご近所にお住まい等)
７．開園時間(駐車場の開場時間)についてご意見がありましたら、お聞かせください。
８．お気づきのことやご意見がありましたら、お聞かせください。

186
112
10
10
25
66
149
205

アンケート分析結果
と き：平成31年4月1日～令和2年3月31日
ところ：大阪府民の森ほしだ園地
回答数：
１．性別

１．性別

男性
46%

女性
54%

２．年齢

２．年齢
70代
8%
60代
8%

80歳～
1%
～10代
25%

50代
7%

40代
11%

30代
10%

20代
30%

３．園地にはよく来られますか？

３.園地にはよく来られますか？
月に数回
2%

週に1回
2%

年に１～数回
19%

初めて
77%

４．ご来園された感想は？

４．ご来園された感想は？
あまり良くなかった
2%

良かった
43%

良くなかった
1%

非常に良かった
54%

５．施設の満足度が高かったものに「○」、低かったものに「×」を付けてください。
(複数回答可)

５．施設の満足度が高かったものに「○」、低かったものに「×」
を付けてください。(複数回答可)
巨石や岩壁

94

自然や動植物

160

園路(各ルート)

177

案内所

139

やまびこ広場

84

わんぱく広場

63

クライミングウォール

136

森林鉄道風歩道橋

85

展望スポット

249

星のブランコ(吊橋)
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６．当園地を何でお知りになりましたか？

６．当園地を何でお知りになりましたか？
その他(地域の行事、ご近所にお住まい等)

205

口コミ

149

情報誌

66

テレビ

25

新聞

10

イベントチラシ

10

SNS

112

ホームページ
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７．開園時間(駐車場の開場時間)についてご意見がありましたら、お聞かせください。
9:00～でうれしい
夏はもう少し遅くまで、開園していると、楽しいと思います。
陽が暮れるまで吊橋をあけといてほしいです。
今のままで良いと思います。
9:00からでちょうどよかったです
ここに住みたい
車・バイクといい、アクセスしやすく満足できた
夏季は少し早く（7時or8時）に入庫できると良いと思いました。早朝は気持ち良さそうなので。
少し閉まるのが早い。
駐車場が分かりにくい
8時～18時くらいは利用したいです。吊橋から星空を見てみたいので夜間利用出来る日が欲しい
利用していない
OK！
その時間でいいと思いますよ。（特にない）
らくようの路を降ったが、とてもきつかったです。
ちょうどいいと思う
もう少し長くやってほしい。夜とか見れたら星がきれいかな…
夜の星のブランコに来てみたいです。山道の途中に街灯ををつけて頂きたいです。
良いと思います。
満足です。
満足です。
最高でした
開園時間を延長して、夜のライトアップなどしてほしい。
夏場はもう少し長い時間あけてても良いんじゃないのかな。と思います
駐車場の開閉時間ですが春夏秋の行楽シーズンには１時間余り早く又遅くして長く利用出来た
ら家族で楽しみが増えます
年に数回だけでも朝日・夕日が見れたらいいかも。
充分な開園時間だと思います。
18:00までにしてほしい。
良い時間帯だと思います。
春・秋はもう少し延長してほしい。
ちょうどいいいです。
星のブランコのしめる時間おそくした方がいい
もう少し早い開園でも良いのでは？（例7：30～等）
夏場はもう少し早く遅い時間まであけて欲しい
普通
早朝の涼しいときに行きたいです。
もっとlongtimeまでopenしたほうがいいなと思いました。
少し閉まるのが早い。
妥当かと思います。
吊橋の開園時間をのばしてほしい。
ちょうどいいと思います。
夏場はもう少し延長してもらったらいいかなと
吊橋の開始時間を早くしてほしい。
夏は暑いので陽も長いし18時でもいいのでは。もしくは8時開園に早めると人もなお来るのでは。
駐車料金を取られるのが少し残念です。ゆっくりしたいのに料金を考えるとゆっくりできない。
開園前が一番楽しみが深く、また来園してからも非常に楽しみが深かったです。
駐車場が休日になると混雑するので他の駐車場の場所をもっとわかりやすくしてほしい。
開園時間を長くした方がいいと思います。
冬と夏は日の長さが違うので夏は17:30までがいい。
早朝のほうが様々な動物・虫が見られると思うので7：00～開園にしてほしいです。
朝の方が動物や色んな虫が多いと思うので、午前7時くらいに開園して欲しいです。
夜の閉演時間の延長
丁度いいと思う。暗くなる前なので迷子になる心配も少なくなるかと。
ちょうど良い。
これでじゅうぶんです。暗くなったら危険だから。
夜間（21時くらいまで）やってほしいです。
駐車場閉まるのが早すぎる。冬季、夏季で時間を変えるなどしてほしいと思った。
９時から17時開園時間はベストだと思います。
そのままでいいと思う

少し開園時間を長くしていただけると嬉しいです。
いいと思います
夏は少し日が長いので開園時間えお伸ばしてもいいのかなと思いました。
朝早く開けて欲しい
早いから早く来たけどちょうどいい
思ったより私市から時間がかかったのでつり橋が５時までだったらいいように思いました。(夏休
夏期は１時間ほど時間を延長してもよいのではと思う
妥当です。
とてもよい
夏の朝早くに来園したら、駐車場が閉まってた。
せっかく星のブランコという名なのに16：30までの時間制限はもったいない気がする。特に夏季、
日昼が長いのに。
もうちょっと長く
夜景が見たいので２４時間営業でお願いします。
安全のため今の時間でいいと思います。
いいと思います。
時間をもう少し長くしてほしい。
せめて19：00まで開場してほしい
点検で時間がかかるなら時間を遅くした方がいい。
ライブモニターで駐車場の混み具合が確認でき、良かったです。
非常に良い。集中できる。
夏場はもう少し長く、冬はこのままの時間とかにすると良いと思います。
丁度いいと思います。
丁度いいと思います。
夜も開いてほしいです。
満足
非常的好
星空で吊り橋はすごそう
18時までにしてほしい
ベストでした。
火曜日しか来れないので橋をなかなか渡れません
非常に良い。
駐車場の看板を大きくしてほしい。
暗くならない内に閉演するのは安全で良きと思います。
朝はもう少し早くしても良い。
吊橋の開園時間は夏の間に関してはもう少し延ばした方が良いように思う。
問題ないですが、特に係員を必要としないのに、営業時間を設けている意味が分かりません。
丁度いいと思った。
もうちょっと早く開園してほしい。
朝は8時がよいです。
良いと思います。
朝、もう少し早くても良いかも。
このままでいい。
民間委託して２４時間にする。
子供の遊べる所がもう少しほしい。
駐車場がせまい
かみさまありがとう ただそれだけです。
日が長いうちはもう少し吊橋の時間をのばした方がいいと。
夏はもう少し開演時間が長くてもいいのかな
特になし
なし
昼がメインなので良いと思います。夜のツアーもあればきれいなのかと少し興味あります。
秋冬はいいと思うが、夏はもう少し長くても良いのではと思いました。（使用する人数にもよると思
いますが）
特になし
ありません。
特になし
これでいい
これでいい
なし
夏期の朝はもう少し早くてもいいのでは
特になし
なし
なし
もう少し開場時間を長くして欲しい
朝はもっと早くてもよいのでは ７時から

今のところ大満足です。
特になし
なし
いいと思う
12月初旬(紅葉）のみ休みなしでおねがいします
臨時駐車場の入口出口がはっきりわかりにくかった
このままで良い
駐車場を増やすなどして渋滞を緩和してほしい
開演時間は21：00までにしてほしい
ちょうど良い。8：00～でもいいかも(夏だけ)
よかったです。
夏場の時間は少し延ばして欲しい 17：00、18：00
このままで良い
１日５００円にして欲しい
特になし
特になし
特になし
8時から6時がいい
いいと思う
good
同じ時間にしてほしい
ちょうど良く、意見なしです。
ない
16：30を17：00にしてほしいです。
広くして欲しい
夏場は夕方から来たい。真昼は厳しい
いい
ほどよい
ちょうど良いと思います。単純に星のブランコだから夜景を見たりするのかとは思ってましたが、
夜の山は危険ですからね。
とてもよき
いまのままでよい
なし
ちょうどいいです。
ちょうどいいです。
特になし
なし
別になし
別になし
なし
素晴らしいと思います
閉まるのがもう少し遅くしてほしい。
5：30ぐらいにしてほしい
もうちょっと長くして欲しい
特になし
特になし
もっと長くしてほしい
なし
夏場は18時でも良いかと思います。
なし
車じゃないです
夜景を見てみたい
開演時間をもっとのばしてほしいです。
夕日の見れる時間までいたいです。
特にありません
大丈夫です。
なし
なし
年間を通して明るい時間なので、安心安全で良いと思います。
なし
ない
もう少し遅くまで開園してほしい。
なし
わるくない
ない
みじかいと思った。
なし
良いと思います

８．お気づきのことやご意見がありましたら、お聞かせください。
星の観察のイベントや木々を使ったすべり台、アスレチックなどあれば、子供連れの人達も、もっ
と来園されると思います。
桜が見たいです。
朝、案内所に入ったら職員の方2～3名いらっしゃいましたが、もくもくと仕事をされていて“おはよ
うございます“くらいは言ってほしかった。
はじめてで自然を感じれてよかったです。たのしかったです♡ たのしかった。
食堂をおいてほしいです。
やまびこ広場に自販機がほしい。ピトンの小屋までの道の竹を整理してほしい。
軽食がおいてあったらいいと思いました。
虫よけスプレーの販売があれば良いなと感じました。
初めて来たのですが何も水分的なものを用意して来ず、ぼうけんの路で星のブランコまで行き、
のどがカラカラに…。自販機が所々に1つでもあれば…と思いました。疲れましたが楽しかったで
たおれてる木とかきれいに整備してくれたら、もっときれいになって、よくなると思いました
展望スポットに望遠鏡があればいいと思います。太陽の塔や京都タワーが見えると書いてるが
実際はよく見えない。
ピトンの小屋にコインロッカーを設置し、身軽にハイキングできるともっと良いと思いました。でも
星のブランコとてもよかったです。紅葉の時期にまた来ます。
下りは急道が多く、ふみあとの長さは短くて転倒しやすい。迂回の道があれば助かるだろう。
トイレを綺麗にしてください。
お年寄りの来るところでは無いのかもしれませんが森林浴の為に、又、健康の為の運動に。吊
橋までの道のりでつえが必要な人の為、手作の木の枝でつえをどこかに設置するのはどうでしょ
うか。彦根城の入口にもつえが置いてあり利用する方が多かったです。
何もなくて草
案内表示を増やしてもらいたい
すべてよかった。
通路の手すりが朽ちているので改修したら良いと思う。
写真台があれば良いなと思います。
カラスがお弁当を食べに来て怖かったです。でも１日楽しかったです。
トイレをきれいにそうじいただき、駐車場を整備いただきありがとうございました。毎週来るように
します（雨天は…）
トイレをきれいにしてください。とてもたえられません。
もう少し休息のベンチがあれば助かります。（道の途中）
毛虫の量がハンパない。殺虫してほしい。景観をもっと良くしてほしい。（道中） やまびこ広場が
分からない。ありがとう‼気持ち良かった。
子供向け遊具が欲しいです。駐車場代は公共料金の設定としてはやや高いように思います。も
う少し安くして欲しいです。
満足！
植物の名前は近くの木ですね(名前＋写真)よりわかりやすいかも。
特にありません。だけど大阪にこんな山のぼりとかして、ものすごくたのしかったです。また来た
地図が判りにくい。食事ポイントの案内。
食べ物が食べる！ホットの飲み物がない。
電車の駅からの道が、すぐにハイキング向けの道になっているのが良かったです。雨の中です
が整備がとても良いので足元に不安なく良かったです。ありがとうございました。
通行禁止の手前にお知らせを貼付してほしかった。
交通の便が悪い
バスを増やしてほしいです。お土産などあればうれしいです。よく整備されていてとても満足でき
吊橋まで少し遠いので駐車場の場所を変えてほしい。
喫煙ルームが欲しいってゆってる人がいます（複数人）。
ランチなど出来る場所があればよりよいと思いました。星のブランコすごかったです。
道の途中にある休憩所みたいなところでアイスが売っていると思うのですが僕たちが買ったとこ
ろ360円ととんでもない値段でした。これは普通のスーパーで買うアイスの約3倍という値段です。
なぜこんなところまできてアイスがそんな値段になるのか不思議でしかたがありません。たぶん
ですが他の人たちも同じことを思っていると思います。例えばですが360円のアイスをこのまま値
下げしないのならばお金を払う人が少なくなっていき、やがて0人になり、この町の経済がまわら
なくなると思います。このような理由から僕は360円のアイスが存在することがおかしいと思いア
イスの値段を100円もしくは95円にすることをお勧めいたします。FF外から申し訳ありませんでし
初めて来ましたが、天気も良く景色が最高でした。子どもができたらまたきます。
楽しかったです。ぼうけんの路はもう少し広いか行き帰り別ルートがあるといいと思いました。す
れ違う時狭くてちょっと怖かったです。
楽しかったです。

駅前の案内地図看板がざっくりすぎて（駅員の方が不親切）分からなかった。山道の「まむし注
意」の方法が分からない。
私達が使用した際、子供達が沢山いたので仕方がないとは思うのですがトイレットペーパーがあ
りますせんでした。最新のウォシュレットが欲しいです‼（高校生350名来園）
毛虫がたくさんおりました。
虫がたくさんおりました。
蜂がたくさんいてこわかったです。
らくようの小路はとてもスリリングでした。
ゲジゲジは怖い。
展望スポットに望遠鏡が欲しい。もっと町を望めたい‼挨拶がたくさんの人々と交せて、とても気
持ちよかった。
虫が多い‼
こんなに登ると思わなかった。しかし30分もかからなかったので得した気分になった。福くんの歩
幅であれば30分は正解だと思う。
私市からの山道がもう少し歩きやすくなればいいな～
自然がいっぱいでよかった。毛虫対策をしてほしい。
手すりに毛虫が多くて、手すりを持つことが出来なかった。
駐車場が0円ならうれしいです。後、ケータイの電波。ぼうけんの方の道がすごく楽しかったで
虫が多くてびっくり
展望スポット周辺に自動販売機があると嬉しいです。
私市駅から駐車場までのハイキングコースを、もう少し整備していただきたいです。よろしくお願
い致します。
子連れで来ましたが、園路の距離や難易度が丁寧に書いてあり、とても助かりました。子連れで
も無理のないコースえらびができ、楽しめました‼ありがとうございます。
良かった
気もちよく過ごせて良い一日になった。いい運動になりました。
笹ユリは保護しているのに減っている。イノシシ対策を。
すばらしい環境をありがとうございます。又、寄せてもらいます!
草花の説明が書かれた表があちこちにあって、初めてなのでわかり易かった。
公園などのトイレは汚いことが多い中、きれいにしていたので嬉しかったです。ただアワなので
次々人が来ると泡があふれそうです。
Instagramを見て来ました。自然いっぱいでとても楽しかったです‼またきまーす
このままで良い
やまびこ広場が、もう少し広いスペースがあればと思った。
駐車場の料金が旧料金又は上限があるとゆっくりすごせるのにと思った。
け虫がいっぱいいた。たのしかった。ありがとうございます！おみやげやさんがあったらいいなと
思いました。
毛虫が多い
トイレをもう少しキレイにしてほしいです。
階段（木の）が真ん中が削られており、とても歩きやすかった。
孫と一緒に来ましたが、遊具やボール遊びができる広場があるといいかなと思いました。
食事のできる所があれば良いと思う（食堂・売店etc.）
登山やハイキングが好きです。遠くへ行けない時はここにきていやされてます。園地であって園
地っぽくないので好きです。しんどそうな道をえらんであるいてます。いつも整備ありがとうござい
何より自然がすばらしかった。年に数回はまた来たい。
皆さんどの経路を行ったら良いのか迷っている様子。色別けで初・中・上級でルートを分けてほし
い。やまびこ広場からまちがってつつじの小路に入り大変だった！
やまびこ広場にも自動販売機があればいいなと思いました。
みちをもうすこしひろくしてほしいです。イベントをおおくしてほしい
暑かったけど楽しかったです
良いキョリで心も身体も元気になりました。ありがとうございました。
暑い。ヘビが見たかった。
ALL ＯＫです。GOOD LUCK FROM NEIAL
おいしい空気です。
年に一回ハイキングに来ます。いつも気持ちよく利用させてもらっています。
自動販売機を増やしてほしい。
非常に楽しかったです。吊橋が思ってた以上に良かったです。事務所のクライミング体験ができ
良かったです。
雨の時の傘の貸し出しがあると良いと思う。
足の悪い人には少しむずかしい所だと思いました。階段のコース、坂道のコース、楽なコースと
かの情報がほしいですね。
道がきれいに整備されており、とても歩きやすかったです。
とてもいい所だと思いました。
星のブランに休憩所があればにぎわっていいと思います。
自然が豊かで幸せな気持ちになりました。
自然がいっぱいでまた来たいと思った。

とても景色がきれいで、素晴らしかったです。冒険道も子供連れ背も楽しく自然を見ながら歩け
てよかったです。スタッフもていねいで優しく対応してくれて来てよかったです。
遊具があればうれしい。
毛虫が非常に多かったので、看板を立てて欲しかった。（注意書き)トイレをもう少し清掃して欲し
毛虫が非常に多かったです。
やまびこ広場から磐船神社へ行こうと看板ガ指す方面へ歩いて行ったが急激な坂を下りて車道
に出た所でどちらに磐船神社があるか分からず少し迷ってしまいました。車道に出た所で、看板
があったらいいんじゃないかなと思いました。
ハヤブサがすごかった。
景色がとても良かった。
吊橋目当てで来ました。とても良かったです。
吊橋までのルートでベビーカーでも行けるルートが欲しいです。展望スポットからの景色を夜景
でも観れたら（閉演時間の延長）
楽しかったです。
とても良かった。もっと宣伝すれば来客者が増えると思います。吊橋しか行ってませんが。
クライミングフェスティバル
駐車料金も安いし、自然がいっぱいで登山の様だった。次はおにぎりを持参したい。
きれいでした。
駐車場、安くて良い。バイクの駐車場もほしいです。
ベンチをもう少しおいてほしい。
これからいろいろ歩きまわります。歩く運動には景色も良い所です。
太陽の塔見えなかった。ちゃんと見えるようにしてほしい。
道がけっこうな山道なので注意があってもいいと思います。
滝が欲しい（無理なのわかってます。）でも欲しいです。
吊橋まで車で行きたいです。
施設がすごく涼しかったです。冬にまた来たいと思いました。
トイレがきたない
園内の順路表示がわかりやすく、日頃の努力のお陰。感謝、感謝です。
とても良い
朝来てすぐクライミングウォールを柵が開いていたので入って見てたら、係の人に「そこはダメ」と
言われて意味が分からず気分を悪くした。中が有料なら書いとけ！書いてなかった！入って見て
ただけです。するつもりも、さわりもしてない。
大自然でした。ごみなどもなくキレイでよかったです。
駐車料金高い！
ありがとうございました。
全部いいと思います。管理されている所でポップな音楽が流れていて、少し違和感がありまし
自販機が沢山あってとても助かりました。管理棟はクーラーが効いていて涼しくて助かりました。
星のブランコが非常に良かったと思いました。初めてでびっくりしました。
喫煙所が欲しい
自然がとても美しくてリフレッシュできました。
アイスの売り切れをなくしてほしい
駐車料金が高い
のぼることが暑くて死にそう
階段が少し危なかった
一年ぶりに来ました。よく整理され良かった。
山小舎がとても涼しくてよかったです。
よかった
楽しかったです。
楽しかった
表示（看板）されている（吊り橋）までの距離が絶対おかしい。
カップアイスは３５０円でした。もう少し大きい方がうれしい。トイレは有料にしても良い（100円／
回）。道の途中にクイズ、小話があると楽しい。
楽しかったです。
ドリンクが高い。
飲み物の値段をもう少し安くしてください。
真夏で暑かったけど、吊り橋は風が吹いて最高に気持ちよかったです。山道も気持ちよかった。
星のブランコ怖かったです。
所々、植物等の豆知識が書かれている看板があり初心者でも森を楽しみながらハイキングでき
めちゃ楽しかったと思います。
道の整備がもう少しキレイだと良い
吊橋に自動販売機をおいてほしい。
炎天下、案内所にある種々の案内用紙や地図など助かりました。又、何より、冷房の効いたエア
コンが汗をかいた体に何よりです。ありがとうございました。「クライミングに挑戦しよう」に7才と９
才の孫が充分に楽しみました。よくできています。
くもの巣がいっぱい。
飲み物を買い忘れて後悔したので、途中に景観を損ねない程度の自販機があったら最高
Nice views from the mountain The variety of path makes the walk inferesting and exciting

駐車料金の設定はもう少し考えて欲しい(半日か１日単位で）敷地広いから。それと設備も。
Climbingの説明●●はもっと宣伝して欲しい。ハードル高すぎる
自然を増やすともっといい
疲れました
楽しかったです。マイナスイオン
楽しかったです。
歩いてきたんですけど、道を舗装してほしいです。
風が強くとても涼しかったです、橋の上は。道中は暑かったです。来てよかったです。
とても楽しかったです。ピトンの小屋の人が優しかったです。
軽食を付くほうが望ましい。
カーナビを見て来ましたが、駐車場の入り口を見逃してしまいました。もう少しわかりやすく「星田
園地」ですという看板があれば助かります。
ただいま点検中の張り紙があれば、なぜ駐車場が開いていないのかわかる。何もないと時間が
過ぎているのに開いてないのはなぜ？ってなる。
無料で気軽にハイキングできるのがとてもいいと思います。トイレもあり、充実した施設だと思い
ます。また来ます。
暑い中、ピトンの小屋はオアシスでした。
案内所のクーラーが暑さの中、非常に助かりました。
かき氷を食べたいです。バス停までの行き方を教えていただき助かりました。
職員さんの対応が良かったです。
全体山できれいだった。全部山に囲まれてた。
狭い道にできれば転倒防止用の手すりがあると安心感があると思います。
駐車場に「タオルご持参ください」もしくは「タオル販売」すると良いと思います。売上upです。
木々に囲まれて最高に気持ちよかったです。心が洗われました。もう悪口は言いません。
木々に囲まれて最高に気持ちよかったです。心が洗われました。もう悪口は言いません。
小屋の外じゃなく中にトイレを置いてほしい。
満足
神社の位置が分からなかったのが残念でした。展望スポットで100円入れた見える双眼鏡がある
とよかったです。
星のブランコがとても楽しかったです。
工事中の看板は通れるのか通れないのかはっきり書いてほしかった。
空気のいいところ
みんな元気でよかった。
整備と案内が行き届いていて素晴らしい。
楽しい
楽しかったです。
レクリエーションセンターからの道、広くきれいになってよかったです。
維持管理ありがとうございます。
矢印が途中でなくなって悲しかった。
虫が多かった。
虫が多すぎる。秋にもう一度来たい。
虫多い。トイレない。
植物の説明文がとても素敵でした。よく整備されていて、皆様のご苦労に感謝します。又、来たい
です。ありがとうございました。
非常に良かったです。また来ます。
うどんが食べたい。
うどんが食べたい。
ハイキングと山登りの間位ハード。案内にもう少しくわしく書くといいのでは。心と身体の準備が
ゆっくりと遊べました。楽しかったです。
凍らせたアクエリアス等のチューブが販売してもらえると助かる人も多いと思います。普通ゴミ箱
設置希望。
とても楽しかったです。
吊橋の「サビ」の塗装を早め早めにして下さい。予算がないからと言うと思うが、吉村知事に交渉
してください。（橋下一派に訴えること）
吊橋の「サビ」の塗装を早め早めにして下さい。予算がないからと言うと思うが、吉村知事に交渉
してください。（橋下一派に訴えること）
とても楽しい散策コースでした。又、来たいです。
ピトンの小屋の冷房が良かったです。
風が気持ちよかったです。
楽しかった。景色が良かった。
展望スポットに望遠鏡がなかったから少し残念。簡素な物でも置いてあると嬉しかったのかも知
れない。ありがとうございました。山へ来る人が多いが、とてもきれいに保たれれいて良かったで
下り坂のコンクリート道は道は膝が痛くなると困りました。景色は良かったです。

吊橋のから飛び込みができるようなイベントが催されれば訪問者集が増えると思うので作って欲
しいです。
駐車場のおじさんにおじさんと言ったらおじさんじゃないと怒られたので、現実を知って欲しいと
思いました。
また来たいと思う。
山の上や坂道や小川が涼しく迫力があり楽しかった。
ちょっとガタガタな道や階段が多くて大変だった。
吊橋にはがっかりした。
山道の近くにハチがいたりしたから、道に人がいてほしい。ハチを捕まえてほしい。
ハチがけっこう怖かったです。でも、吊り橋はキレイで楽しかったです。
ピトンの自動販売機、常温とホット夏でもほしいです。ホットコーヒー(紙カップ)夏でも飲みたいで
吊橋を維持するのにお金がかかると募金箱に書かれてありました。意見として、入園料(大人200
円小人100円）を徴収したらいかがでしょうか。
ロープウェイがあったらうれしい。
看板増やしてほしい。吊橋まであと何ｍなど数値がもっとあった方が安心します。
クーラーがもう少し効いているとうれしい。
山道の途中にあるベンチが草の中にあったので座りにくいので、できたらカットしてほしい。
吊橋近くにトイレをつくってほしい。
休憩時のイスを増やして欲しい。
イベント（野鳥観察？や花の名前とか）やってほしい。ピッキオクラブのような。職員暇そうにして
子供ができるクライミングを増やして。
近隣の道路、最高速度が30～40㎞なのでつかまり、かなしい。
トイレも小屋もよかったです。ベンチが所々にあるのがよかったです。草木の説明もよかったで
自然道がきれいに整えられ手気持ちよかったです。
自然道がきれいに整えられ手気持ちよかったです。
スマホをなくしたけど見つかってよかった。
自然が豊かで気持ちよかったです。
３０分で100円は少し高く感じました。夜、夜景が見れたらより良いなと思いました。
吊橋までしんどかった。その割に眺望はイマイチ変化なし。坂道もイマイチ。
トイレが少し臭いです。が全体的に満足です。
駐車料金以外、無料だったのが良かったです。
駐車場が少ないと思いました。表示する看板もわかりにくかったです。
素人でも遊べるクライミングウォールを増やしてほしい（初めてする人か）
登山道のコースの整備 通行止めの所が多い 倒木の整理
自然が見れてよかった。景色がよかった。見晴らしがとてもいい。前にも行ったことがあったけ
ど、あきなくて前よりもっと楽しかった。ぜひまた来たい。
自然がいっぱいでよかった。ゴミが落ちていなかった。
私市駅からあるいてくると道順がわかりづらい。看板を増やしてほしい。
星のブランコに着くまでもう少し近く工夫してほしい。
小さい子供用にトイレがもう少しあると助かります。（途中、行きたいと言われたので）
階段すぎる。
ペンギンをおいてほしい
セブンティーンアイスが準備中だったのが残念でした。
なし
ガスコンロでお湯を沸かすのを場所指定でで許可してほしい。寒くなるとツライ。残りのスープの
処理も周知徹底してもらうのも併せて
ぼうけんの路から水がわいていた。
よかった
OK
階段が歩きやすくきれいに整備されていると感じました
はしで大きな口こえをした。はしは大きくて人もいっぱいみえて町も見えた。
交野の水を売ってほしい。
セブンティーンアイスが売り切れていた。
道は整備されていて歩きやすかった。空気もきれいで、素敵な思い出になりました。ありがとうご
ざいます。
ホットコーヒーが欲しかったです。
なし
年代の歳代の漢字が違うのでは
楽しかったけど足がパンパンになりました。施設管理ありがとうございます。
どんな生き物がいるのか紹介がもっと歩く道中にあるとよかったです。
よかったです。
なわとびをおいてほしい。
トイレをアワから水洗にしてほしい。

自販機のジュースの種類がもう少しあれば良かったです。案内板ももう少し増やしていただきた
い。あと何ｍとかあればうれしいです。
途中、トイレがほしい
川にカニなど動植物とのふれあいができればうれしく思います。
休憩所がとても清潔で安らげてよかった。
下山して捻挫しました。小屋にて治療の湿布やマキロンをお借りしました。常備してあり助かりま
した。ありがとうございます。
星のブランコ、ネーミング通り素晴らしかった。
とても怖かった。
泡のトイレは初めてでしたがにおいが少なくなり良いですね。
子供連れだったので近くの駐車場に通してもらえて良かった
よかったね
道も整備されていてすごく歩きやすかった。いろんな木の名前が記録されてるのがｙかった。クラ
イミングウォールもすごく面白かった。
バイクの駐輪スペースが狭いです
インターネットに歩く時間などを書いてほしいです。
特になし
特になし
トイレを増やして欲しい。クライミングウォールの前の広場でこどもが走りまわっていたら、ハヤブ
サを見ている人に叱られた。この広場はバードウォッチングの広場なのか。
植物の説明がわかりにくかった。写真も添えて欲しい。
大満足
バスがほしい
カメムシがきていやだった。疲れた。視界がぐるぐるするけど楽しかった。大阪一の公園だと思う
食べ物がほしい。とてもおなかがすいた。
乳児がいる家族を臨時駐車場から歩かせるのは大変
バーベキューをしたいと思った。
吊橋がきれいでした
案内所に小腹を満たす物の販売が欲しかった。（菓子、菓子パン）
アナウンスがせかされているようでした
OK
各ヶ所に木や植物のネームとか解説がありよかった。とても道が整備されていた。
初めて来ました。階段など整備されていて歩きやすかった。
良かったです
ヤッホーポイントからの吊橋(紅葉）がとてもきれいでした。
トイレの増設を希望（吊橋のあたり上の方）
展望周辺に自販機があると助かります。
平日にもシャトルバスがあれば良いと思います。
もっと看板が欲しい
ベンチを増やしてみては
久しぶりに孫達と来ました。星のブランコまで行けず案内所でゆっくり休ませていただきました。
星が見たい
星が見たい。やまびこ広場にもう少し（例えば、飲食ができるところ）があれば非常に助かりま
す。バス増やして。
職員さんにも優しくしていただき、良い時間を過ごせました。ありがとうございます。
夜 紅葉のライトアップ
夜の紅葉のライトアップをするべき
少しでも良いので子供が遊べる遊具やアスレチックのようなものがあればうれしいなと思った。
少しでも良いので子供が遊べる遊具やアスレチックのようなものがあればうれしいなと思った。
初めて来ました。よかったです。トイレが一ヶ所なのがつらかったです。
またきます
自然がいっぱいで満足しました。
ルートの階段が歩きやすく工夫されていたので良かったし、紅葉も素晴らしかったです。また違う
季節にも来たいと思います。
すばらしい、大阪にこんな所があることに関心。維持費確保のため安価な入園料(１００円／人)
でも徴収してもいい
アスレチックをふやしてほしい
園路地図が見にくい
地図が少々わかりにくかったが(道幅など)おおむね問題なかった。ありがとう。
交通の便があまりにも悪すぎる(車がなければ)
ライトアップして欲しい。レストランか軽食所を一ヶ所ほしい。
ライトアップして欲しい。レストランか軽食所を一ヶ所ほしい。
ライトアップして欲しい。レストランか軽食所を一ヶ所ほしい。
職員さんが優しくしてよかったです。ありがとうございます。
クライミングのsetを少し売ってほしい。

どうしても吊橋が怖くて渡れない
休める場所 わいわぁいかんがえること
ルートのところどころに地図をおいてほしいのと駐車場の位置がわかりにくい。
階段とか吊橋とかいろいろあって楽しかった。
私達がこんにちはと言うとこんにちはと言い返してくれるのがうれしかったです。
紙コップの熱いコーヒーが飲みたい
とても広くて良かった。わんぱく広場で遊ぶ所つくれば良いと思う。
駐車場が１時間２００円は高いです。
上がり下がりがとても急で疲れたけど吊橋はとてもすごかった。来てよかった
ボルタリングがおもしろかった。
子供が遊べる場所をつくってほしい。
駐車場を増やして欲しい。第２駐車場開けて欲しい。
自販機の値段が高い。
カラスを気をつけてください。休憩所がとてもいい。暖かいしきれいです。
アクセスがよく来やすい。入場料無料はよい。またきたい
１歳委の子連れなので、冒険の路まででした。来年はどこまで行けるでしょう。
駅からのルートで少し迷いました。楽しかったです。
よき
階段しんどかったけど楽しかったです。
最高です
とてもきれいな施設で気持ちよかったです。
元旦からりようしたいです。
カップラーメンの自販機が欲しいです。他、パンとか
特になし
楽しかった。
楽しかったです。リフレッシュできました。
高いところのクライミング常時開放してほしい。楽しみに来たのに残念。
食堂を設置してください。楽しかった。むずかしかった。
上に登ってから何もないことを最初に教えて欲しい。
休憩所がすごくよかったです。景色もきれいで紅葉の時に行きたいです。
カラスに気をつけること。食べ物を持って行かれた。リュックの口を開けていたらビニール袋ごと。
久々に来させていただきましたが楽しく歩かせていただき感謝。
もうひとつ食品関係で呼び物がほしいですね。例えばおいしいケーキやパンがあっても良いと思
とてもよい環境でびっくり。また来ます。子育て中の人に広めます。
倒木などの利用について、薪活用の文化を広めるストーブや、お湯を沸かす施設の実演。
倒木などの利用について、薪活用の文化を広めるストーブや、お湯を沸かす施設の実演。
特になし
屋台的な食べ物売り場がほしい。
この日はモンストと鬼滅のコラボの日でした
ボルタリングの施設がよかった。
別になし
別になし
カメラを置くところをつくったらいい写真も増えてSNSにあげたくなります。
吊橋が背景になるフォトスポット的なものがあればもっとSNSで映えるかなと思いました。あと、樹
木の名前はありましたが、どんな花が咲くとか写真付きだったり、どんな鳥や虫がいるのかわか
れば子供も
ロッククライミングをしている人達が荷物をベンチに置き占領しているため、一般の人が座れなく
て困っている。
ボルタリングを誰でもできるようにしてほしい。
ボルタリングの施設がよかった。でかいやつを誰でもできるようにしてほしい。
アスレチックとか遊具とかをふやしてほしい
子供連れでも十分に登れるため良かった。
しんどかったけど楽しかったです。
雨が降るとやることがなく困る
いいハイキングコースでした。ありがとうございました。
トイレ、手洗い場がもう少しあると助かります。
楽しかったです。
楽しかった。
子供の遊ぶ所を増やして欲しい
途中に自動販売機があればうれしいです。
売店にもっと食べ物がほしいです。
本当に無料？と思えるほど満足です
リッチ果実バーがおいしかった。
植物の名前や由来など名札があるのがよかった。今後も名札など充実を図って頂けたらありが
たいです。また来ますので、楽しみにしてます。
マンゴーアイスがおいしかった。

ハイキングビンゴあり、子供もハイキングを楽しめる仕掛けがありありがたかったです。季節ごと
にあるようですのでまた来たいです。
情報が豊富で良かったが磐船駅などにもあれば助かった。
トイレがもう少しきれいだとうれしいです。
雨宿りする場所がもう少しほしかったです。傘があるとよかった。
トイレもあってよかった
橋までの時間が長い。階段の治安悪すぎ。自販機高い。
橋までの時間が長い。階段の治安悪すぎ。自販機高い。
山中にし尿の匂いがして弁当をたべていても本当にくさくておいしくなかった。これはいったい何
の匂いなのか。何回も来てるけどこんなの初めてです。
今日はお付き合いしてる男の子と一緒に来ました。相手が来たがっていて、今日はとても楽しそ
うで来て良かったです。また、紅葉の季節に利用させて頂きたいです。
展望台をもっとタワーみたいにでかくしてほしいです。
年寄り子供が休める休憩所を一つ増やした方が良いと思います。
パーキング利用料金安くして欲しい。吊橋さびているのでペンキ
坂が急なので、もう少しゆるやかにして欲しい。
なし
子供でも登れるくらいで良かった。
楽しかった。
ない
ない
駐車場が少ないように思います。
手すりがあれば楽かも
なし
トレイルランによい

