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大阪府民の森ちはや園地管理運営実施要領 

 

この要領は、大阪府民の森条例第9条に基づいて指定された指定管理者（以下「指定管理者」という。）

が、大阪府（以下「府」という。）と指定管理者が締結した管理運営業務協定書に基づいて、大阪府民

の森ちはや園地（以下「ちはや園地」という。）の管理運営業務を行うにあたり、必要事項を定めるも

のである。 

 

１ 管理運営の基本方針 

ちはや園地は、自然公園法による公園事業として設置された趣旨に基づき、次のように管理運営する

ことを基本方針とする。 

（１）自然公園法、民の森条例（以下「条例」という。）に基づくこと。 

（２）自然環境の保全と適正利用に十分に配慮すること。 

（３）自然に親しむ自然公園として、利用者の安全かつ快適な利用に資すること。 

（４）自然に親しむ行事並びに啓発活動を通じて、利用者に対する自然教育の実践を行うこと。 

（５）良好な森林景観の形成、生物多様性の確保に向けた植生の保育管理を行い、優れた自然環境の場

の提供に努めること。 

（６）ボランティアと連携するなど府民との協働を積極的に推進すること。 

 

２ 管理運営業務の内容 

ちはや園地の管理運営について、業務は次のとおりとする。 

（１）施設の維持管理に関する業務 

（２）利用料金の収受に関する業務 

（３）府民の森行為許可、通行承認に関する業務 

（４）植生の保育管理に関する業務 

（５）巡視、利用者指導及び案内・啓発活動に関する業務 

（６）自然ふれあい活動に関する業務 

（７）防犯、消防、救急及び災害に関する業務 

（８）その他ちはや園地の運営及び維持管理に必要な業務 

 

３ 業務実施の一般的事項 

（１）利用者に対し常に親切丁寧を旨とし、誠実かつ確実に業務を遂行することにより、利用者の安全

に努めなければならない。 

（２）施設は常に善良なる管理を行い、財産の保全、衛生的環境の保持、美観の維持に努めなければな

らない。 

（３）危険物（農薬、ガソリン等）を使用する場合は、その保管及び取扱いについて、関係法令の定め

るところに従い、万全の措置を講ずること。また、年1回保管状況を報告すること。 

（４）業務の実施上、必要な利用の規制を行うときは、掲示等により、利用者の安全を確保しなければ

ならない。 

（５）常に火災、盗難及びその他の事故の防止に努め、万一事故が発生した場合は、直ちに臨機の措置

をとるとともに「大阪府民の森等事件・事故等対応マニュアル」に基づき関係者に急報し、その指

示に従わなければならない。また、異常気象（大雨、大雪等）や地震発生後は、施設等の点検を行

い、危険箇所の有無を府へ報告すること。 
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（６）業務の実施にあたっては、地球温暖化対策（脱炭素化）に向けて積極的に取り組むこと。 

 

４ 施設の管理運営等 

（１）共通事項 

ア  園地内の各施設は、利用者に不快の念を起こさせないよう常に清潔を保つこと。 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、国や府等が示す方針を参考に対策を行うこ

と。 

  また、施設の使用定員等について、過密とならない配慮をすること。 

ウ  園地内の各施設、設備等について巡回点検を行うこと。 

エ  ゴミの処理については、適切に分別して処理すること。不法投棄物（投棄車両を含む）について

は、廃棄物処理法及び関係法令等を遵守して適正に処理すること。 

オ  星と自然のミュージアム及びキャンプ場管理棟（以下「案内所等」という。）には常時管理員等

を配置するなど、施設の適正な管理運営を行うこと。 

カ  案内所等には、管理状況及び利用者の実態を把握するため、管理日誌等を備えること。 

キ  案内所等には、利用者の簡単なけが等に対処するため、救急箱を備えること。 

ク  指定管理者は、府の承認を得て、利用者の利便のため、案内所等において物品等の販売をするこ

とができる。 

（２）案内所等の管理運営 

案内所等の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、これ

らを変更することができる。 

（３）キャンプ施設の管理運営 

ア キャンプ施設の宿泊可能な開設期間は、下記のとおりとする（日帰り利用を除く）。ただし、特

別の事由があるときは、これらを変更することができる。 

・ちはや園地金剛山キャンプ場：通年（12月29日から翌年1月4日、毎週月、火曜日は不可） 

イ  炊飯施設は、利用者の残飯、ゴミを適正に処理し、常に清潔を保つこと。 

ウ  指定管理者は、府の承認を得て、自主事業としてキャンプ場内においてキャンプ用物品の賃貸及

び販売をすることができる。ただし、条例別表に掲げる利用料金とは明確に区分して取り扱うこと。 

（４）ちはや星と自然のミュージアムの管理運営 

ア エコ府民プラザ、自然サイエンスゾーン、ネイチャールームは、利用者に対し適正な利用指導を

行うとともに、常に快適に利用できるようにすること。 

イ 天体望遠鏡は、その操作に熟練した者の指導により操作させるものとし、常に稼働できるよう維

持管理すること。 

ウ 自然観察会、工作教室、展示、自然解説などのイベントを企画・運営すること。天体観望会は、

年間１２回程度は実施すること。 

エ エレベーター施設は法定点検に準じた点検を年１回行い、常に稼働できるよう維持管理すること。 

オ その他共用部分は、常に快適に利用できるようにすること。 

（５）植物園等の管理 

  植物園等は、定期的に巡視、清掃、除草、補植及び標示板等の更新を実施し、利用者に対し適正な

利用の指導を実施するとともに常に快適に利用できるようにすること。 

（６）ログハウス休憩所等の管理 

ログハウス休憩所等は、巡視、清掃等の業務を実施し、利用者が常時快適に利用できるようにする
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こと。 

（７）公衆トイレの管理 

ア  公衆トイレは常に清潔に保ち、トイレットペーパーの補充を定期的に実施すること。 

イ し尿汲み取りを定期的に実施すること。 

ウ  浄化槽管理業務を実施すること。また、関係法令に基づき点検等を行うこと。 

エ バイオトイレについては、定期的に浄化システムの点検を行うこと。また、接触材等の補充を定

期的に実施すること。 

オ 指定管理者は、府の承認を得て、公衆トイレの修繕や清掃管理等に要する経費協力を求める募金

箱を設置することができる。 

（８）道路の管理 

管理道及び歩道は巡視や清掃等の業務を実施し、それぞれの道路の機能を確保しなければならない。 

（９）工作物等の管理 

木製アスレチック、遊具、展望台、木道、あずまや等は、巡視、点検、清掃等の業務を実施し、常

に安全に利用できるようにすること。 

（10）運搬給水等の管理 

ア 運搬給水に関わる担当者は定期健康診断（６か月ごと）を行い、その都度、診断結果を府へ報告

すること。水質や貯水施設等に起因すると認められる疾病が発生した時は、速やかに使用を中止

し、府へ報告すること。 

イ 貯水槽は、定期的に点検・清掃を行い、常に清潔に管理すること。また、貯水槽の周囲の清掃保

持、関係者以外立入禁止の措置の確認を行うこと。なお、点検等により発見した不具合は、状況等

を府へ報告すること。 

ウ 残留塩素濃度、濁度、色度、使用水量を測定確認し、翌月の初めに1ケ月分の測定結果を府へ報

告すること。なお、測定を行った日から２年間の記録を保存すること。 

エ 下記の基準値（残留塩素濃度、濁度、色度）外となった場合は、速やかに府へ報告すること。 

   ≪基準値≫ 

残留塩素濃度：0.1㎎／ 以上、濁度：2度以下、色度：5度以下 

  オ その他、施設等に以上が発生した場合は、速やかに府へ報告すること。 

カ 利用者の安全衛生の徹底のため、原則、食事や飲料用として使用しないように周知徹底すること。 

（11）防火施設の管理 

ア  防火水槽は、常時水を満水にして火災に備えること。 

イ  揚水ポンプ施設は、常に稼働できるよう維持管理すること。 

ウ 防火施設は、年１回ポンプの稼動状況、消火栓バルブの開閉などを総合的に点 

検すること。 

(12)施設の補修、修繕等 

補修、修繕における府が実施するものと、指定管理者が実施するものの区分例示は、下記のとおりと

する。 

 

種別 大阪府により実施 指定管理者により実施 

共通事項  ○老朽化に伴う大規模改修 

○災害等の本復旧 

○指定管理者との調整により府が実施する

と決めた改修 

○破損、器具等の劣化した部分の補修、修繕 

○災害等の応急復旧、又は通行止め措置（安

全確保） 
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種別 大阪府により実施 指定管理者により実施 

建物等 管理事務所 

案内所・休憩所・四阿
あずまや

 

コテージ 

倉庫 

車庫 

その他建物 

○新基準に適合させる為の部分改修 

○大掛かりな足場等を必要とする部分改修 

○府により実施する建物の改修等に伴う、機

械・電気設備の更新 

○雨漏り対策 

○外壁、内壁、床、天井、建具、玄関・窓、シャ

ッターの補修、修繕 

○空調機器の補修、修繕 

○衛生器具（熱煮沸機等）の補修、修繕 

○機械設備（昇降機含む）の補修、修繕 

○電気設備の補修、修繕 

○給排水設備の補修、修繕 

○消防設備等の補修、修繕 

○警備・警報システムの補修、修繕 

公衆トイレ ※上記記載３項目以外に 

○浄化システムの全面改修 

※上記記載９項目以外に 

○凍結対策 

○浄化システムの補修、修繕 

○消耗品の交換 

利用施設等 

（工作物等） 

展望台 

ベンチ・テーブル 

テントデッキ 

バーベキューロストル 

洗い場・灰捨て場 

広場・植物園・観察園 

遊具 

○大掛かりな足場等を必要とする部分改修 ○鋼材部分の錆止め、塗装 

○腐朽した木部材の取替え 

○破損したブロック積み・石組みの補修、修繕 

○事故等が発生した際の、緊急修繕 

○ベンチ・テーブルの更新 

天体望遠鏡  ○操作盤の補修、修繕 

○機械設備の補修、修繕 

○電気設備の補修、修繕 

管理道 

歩道 

標識 

木道・橋・木橋 

柵 

○手すり等の全面改修 

○側溝、集水枡等の全面改修 

○縁石等の部分的な補修、修繕 

○手すり等の部分的な補修、修繕 

○暗渠管、側溝、集水枡等の補修、修繕 

 

その他 給水施設 

排水施設 

防火施設 

 ○凍結対策 

○漏水箇所の補修、修繕 

○計器類・操作盤の補修、修繕 

○各種弁類の補修、修繕 

○散水栓・消火栓の補修、修繕 

○ポンプ等機械の補修、修繕 

○マンホール等の補修、修繕 

○漏電対策 

○ブレーカーの補修、修繕 

○配線（配管含む）の補修、修繕 

○消耗品の交換 

照明設備 

放送設備 

 ○照明器具の補修、修繕 

○ブレーカーの補修、修繕 

○アンプ、スピーカーの補修、修繕 

○案内放送器具の補修、修繕 

○配線（配管含む）の補修、修繕 

○消耗品の交換 
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（13）疑義等の決定 

上記（１）～（12）に定めること、及びその他、施設の維持に関する業務について疑義が生じたと

きは、府の指示に従うこと。 

 

５ 植生の保育管理等 

（１）施設周辺及び道路通行確保のため、必要な草刈を実施すること。枯損木・危険木があれば伐採する

こと。 

（２）業務の実施に伴い生じた枝葉は、適切に処理すること。 

（３）山林火災の拡大防止のため、府民の森の境界線に防火帯を設け、適切に管理するとともに２年に１

回、計画的に伐採、草刈を実施すること。 

（４）植生の保育管理等に関し、疑義等が生じたときは府の指示に従うこと。 

 

６ 巡視、利用者指導及び啓発活動 

（１）巡視等 

  巡視等については、次の事項に関して実施すること。 

ア  大阪府民の森条例第３条に掲げる行為に関すること。 

イ  施設等の使用状況に関すること。 

ウ  境界の侵害及びゴミ、土砂等の不法投棄の防止に関すること。 

エ  有害鳥獣及び病害虫の発生、被害状況の把握に関すること。 

オ  盗難、事故及び暴力行為の防止に関すること。 

カ  火災の予防に関すること。 

キ  その他保護管理に必要な事項及び府の指示した事項に関すること。 

（２）利用指導等 

ア  前号に関する利用指導並びに施設等の不法占拠者、条例違反者に対し、必要に応じた適正な指導

誘導等を行うこと。 

イ  施設の利用者については、注意事項を周知徹底しなければならない。 

ウ 園地利用者、府民等からの問い合わせや要望、苦情等に対しては、適切かつ迅速に、誠意を持っ

て対応すること。 

（３）啓発活動等 

府民の森を広く府民の利用に供するため、ホームページの開設、インスタグラムなどSNSによる情

報発信、ガイドマップ、リーフレットの作成・提供、自然情報の提供等、幅広く状況に応じて広報活

動を行うこと。 

 

７ 利用料金の収受 
（１）利用料金の収受 

ア 利用料金の額は、条例別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合、あらかじめ府

と協議した上で、利用料金適用開始月の１か月前までに知事に利用料金承認申請書を提出し、知事

の承認を受けること。その額を変更するときも同様とする。 
イ 利用料金を収受するときは、年度、利用年月日、内容及び金額に誤りがないことを確認すること。 
ウ 利用料金の収受にあたり、毎月１日から月末までの利用料金について、府民の森利用状況報告書
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（利用料金内訳）を作成し、翌月10日までに府へ提出しなければならない。 
エ 府民の森利用状況報告書（利用料金内訳）の様式については、府と協議の上、作成すること。 
オ 園内施設でのキャッシュレス化の導入を検討すること。 

（２）利用料金の還付 
ア 利用者から利用料金還付の申し出があり、天災その他やむを得ない理由により条例別表第三号の

施設の利用ができないと認めるときは、利用料金還付請求書を徴し、利用者に対し利用料金に相当

する額を還付することができる。 
イ 利用料金還付請求書の様式については、府と協議の上、作成すること。 

（３）利用料金の割引、減額及び免除 
ア 利用料金は、府と協議の上、利用者間の均衡を失しない範囲内において割引を行うことができる。 
イ 減額、又は免除の実施内容については、府が別に定める基準によること。（別紙「大阪府民の森

（ちはや園地）利用料金の減額及び免除に関する取扱基準」のとおり） 
 

８ 自然ふれあい活動 

（１）ボランティアを活用するなど、自然解説活動やネイチャーイベントを幅広く展開すること。 

（２）府民の森の自然を広く普及紹介するため、様々な行事を企画、運営すること。 

 

９ 防犯、消防、救急及び災害時の措置 

防犯、消防、救急及び災害に関する業務は、上記に規定するもののほか、次のとおりとする。 

（１） 府民の森における事件・事故等緊急時については、府が定める大阪府民の森等事件・事故対応マ

ニュアルにより、適切に対応すること。また、緊急性の高い事件・事故等については、状況のわ

かる写真等を添えて、電子メール等で府へ速やかに報告すること。 

（２） 緊急時を想定した訓練（対応・関連機関伝達）を年1回以上実施すること。 

（３） 盗難、事故及び暴力行為が発生または発生する恐れがあるときは、警察等に連絡し必要な措置を

とること。 

（４） 火災を発見した場合は、直ちに利用者を安全に誘導し、通行止及び立入禁止等の規制を行い、初

期消火に努めるとともに、消防署に通報の上、府の関係課に連絡しその指示に従わなければなら

ない。 

（５） 傷病者を発見した場合は、直ちに救急措置をとるとともに、その程度により救急車を要請し、必

要に応じて関係者に連絡すること。 

（６） 災害が発生した場合は、利用者の安全に万全を期し、直ちに通行止及び立入禁止等の規制を行い、

府の関係課に連絡しその指示に従わなければならない。 

 

１０ 業務の一部再委託 

（１） 業務の一部を再委託する場合は、設計書等関係図書等を府に準じて作成するものとする。 

（２） 再委託に当たっては、あらかじめ府の承認を得ること。また、年度末に再委託の実績を報告する

こと。 

 

１１ 事業報告書の提出 

（１）日報の作成 

日報を作成し、緊急時（事件事故等発生時）など、府が求めるときに提出できるようにしてくださ
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い。 

（２）月報の提出 

毎月の業務実施状況等について、翌月10日までに①府民の森利用状況報告書（月報）②府民の森

補修・修繕実施状況報告書（月報）として報告してください。 

（３）年度報告書の提出 

指定管理者は、毎会計年度終了後30日以内に、ちはや園地の管理に関する次のア～エに掲げる事

項を記載した事業実績報告書を、当該事業年度の翌年度の６月末までに財産目録、貸借対照表、損益

計算書及び利益処分計算書又はこれらに相当する書類を提出してください。 

［事業実績報告書への記載事項］ 

ア 業務の実施状況 

イ ちはや園地の利用状況 

ウ 業務に係る経理の状況 

エ その他、府が必要と認める事項 

・利用者ニーズ(傾向・分析)への対応状況 

・人権研修の実施状況 

・障がい者雇用状況報告書又は障がい者雇入れ計画実施状況 など 

 

１２ 備品の取り扱い 

（１）備品等の費用負担については、指定管理者の負担とします。 

（２）指定管理者は、申請の内容に基づき、備品等を購入しなければなりません。 

（３）府は、協定に基づき、管理運営業務を遂行するために必要な備品等を指定管理者に無償貸与します。

指定管理者は、貸与物品を常に善良なる管理者の注意をもって管理し、各年度９月末日及び３月末日

における貸与物品の保管状況を府に書面により報告しなければなりません。 

（４）経年劣化等により貸与物品が損耗した場合は、府は予算の範囲内で当該物品を補充します。 

（５）指定管理者の責任により、貸与物品が損耗した場合は、原則として指定管理者が購入するものとし

ます。 

 

１３ 検査 

（１） 業務の実施について、府が必要と認めるときは、検査を行うものとする。 

（２） 指定管理者は書類及び物品等の検査については、必要な資料を提出し、立ち会うこと。 
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別紙 

 

大阪府民の森（ほりご園地を除く８園地）利用料金の減額及び免除に関する取扱基準 

 

（趣旨） 

第１条 この取扱基準は、大阪府民の森条例施行規則第10条第１項第２号の規定に基づき、大阪府民の森

（ほりご園地を除く８園地）の指定管理者として、条例別表第１号、第２号及び第３号に掲げる府民の

森の施設の利用料金（以下「利用料金」という。）に係る減額及び免除の取扱いについて、下記に定め

るところにより処理するものとする。 

（国又は地方公共団体等の利用に係る利用料金の免除） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する場合には、利用料金を免除することができるものとする。 

（１）国又は地方公共団体が公用又は公共用のために利用するとき。 

（２）大阪府が主催する自然公園事業等の催しのために利用するとき。 

（被障害者手帳等交付者等に係る利用料金の免除） 

第３条 次の各号のいずれかにか該当する者が条例別表第１号、第２号及び第３号の施設を利用する場合

には、利用料金を減額又は免除できるものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手帳の交付を

受けている者及びその介護者が利用するとき。ただし、被手帳交付者１人につき介護者１人とする。 

（２）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定による

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき。ただし、被手帳交付者

１人につき介護者１人とする。 

（３）知的障がいのある者と判定されて療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき。

ただし、被手帳交付者１人につき介護者１人とする。 

（４）「難病の患者に対する医療等に関する法律」の規定による特定医療費（指定難病）受給者証の所持者

及びその介護者が利用するとき。ただし、受給者証所持者１人につき介護者１人とする。 

（５）「児童福祉法」の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者及びその介護者が利用するとき。

ただし、受給者証所持者１人につき介護者１人とする。 

（６）「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の規定による被爆者健康手帳の所持者及びその介護者

が利用するとき。ただし、手帳所持者１人につき介護者１人とする。 

（７）その他前各号に準ずると認められる者及びその介護者が利用するとき。ただし、介護することを目

的として利用する者は、その者１人につき介護者１人とする。 

（特別な理由等の取り扱い） 

第４条 前２条に掲げるもののほか、利用料金の減額及び免除の取り扱いについて、公益上その他の理由

により、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、別途、その都度定めるものとする。 

（減額・免除申請書の提出） 

第５条 前３条の規定に基づき利用料金を減額又は免除するときは、減額若しくは免除を受けようとする

者又はその介護者等から大阪府民の森利用料金減額・免除申請書を提出させるものとする。ただし、第

３条第１項第１号、第２号及び第３号に規定する身体障害者手帳等の提示があった場合は、この限りで

ない。 

（減額・免除の承認の取り消し） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の減額又は免除を取り消すことができるものと
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する。 

（１）減額又は免除の申請に偽りがあったとき。 

（２）不正な手段により減額・免除の承認を得たとき。 

（３）大阪府民の森条例又は大阪府民の森条例施行規則の各条項に違反したとき。 

 

＜参考＞ 

１ 減免対象施設 

府民の森条例別表第１号から第３号のすべての利用料金施設 

○免除対象 

くろんど園地（シャワー） 

ほしだ園地（クライミングウォール、駐車場） 

 

○減額（50％）対象 

【北河内地区】 

くろんど園地（テントサイト、バーベキューサイト、かまど） 

【南河内地区】 

ちはや園地（テントサイト、バンガロー、バーベキュー、かまど、石釜） 
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別表 (開所時間等)

休所日等

４月１日から９月３０日までの土曜日、日曜日及び祝日 午前１０時から午後５時まで。

４月１日から１１月３０日までの上記以外の日 午前１０時から午後４時３０分まで。

１２月１日から３月３１日まで 午前１０時から午後４時まで。

★星と自然のミュージアム
★キャンプ場管理棟

※施設名称に★印があるものは、基本、有人とする施設です。

※火曜日が祝日（国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第一七八号）に定める国民の祝日）に当たるときはその翌日を休所日とします。

※開所時間等については、上記より短縮はできませんが、指定管理者の判断で延長することが可能です。その際は事前に府と協議してください。

施設名称 開所時間等

火曜日（火曜日が祝日に当たる
ときはその翌日）及び１２月２
９日から翌年の１月４日まで。
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大阪府立金剛登山道駐車場管理運営業務実施要領 
 
（目 的） 

第１条 この要領は、大阪府立金剛登山道駐車場条例（昭和４２年大阪府条例第２６号。以下「条

例」という。）第１条に掲げる設置目的を達成するため、駐車場の管理運営業務の必要事

項を定め、適正な管理運営を行うことにより、施設の環境保持と利用者の快適な施設利

用に資することを目的とする。 

 

（施設の種類・規模） 

第２条 業務の対象となる施設の種類及び規模は、（別表第１）のとおりとする。 

 

（管理運営の基本原則） 

第３条  駐車場は、自然公園法による公園事業として設置された趣旨に基づき、次のように管理

運営することを原則とする。 

（１） 自然公園法、条例、大阪府金剛登山道駐車場条例施行規則（以下「規則」という。）及び

大阪府公有財産規則等関係法令に基づき管理運営すること。 

（２） 金剛山へのアクセスルートの拠点として、利用者の快適・安全な利用に資するため、適

正な管理運営を行うこと。 

（３） 利用者サービスの向上を図るため、大阪府民の森ちはや園地をはじめ、周辺施設と連携

した管理運営を行うこと。 

（４） 駐車場施設は、清潔かつその機能を正常に保持し、利用者の快適かつ安全な利用が確保

されるよう維持管理を行うこと。 

 

（管理運営業務の内容） 

第４条  駐車場の管理運営業務は、次のとおりとする。 

（１） 駐車場の利用に関する業務 

（２） 駐車場の施設及び設備の清掃・維持補修に関する業務 

（３） 諸車の整理、場内の秩序維持及び事故の処理に関する業務 

（４） 駐車場の利用料金の徴収に関する業務 

（５） 駐車場の利用券の交付に関する業務 

（６） 駐車場便所のし尿処理に関する業務 

（７） その他駐車場の運営及び維持管理に必要な業務 

 

（業務実施の一般的事項） 

第５条  前条の規定による業務は次のように実施しなければならない。 

（１） 利用者に対し常に親切丁寧を旨とし、誠実かつ確実に業務を遂行することにより、利用

者の安全に努めなければならない。 

（２） 施設は常に善良なる管理を行い、財産の保全、衛生的環境の保持、美観の維持に努めな

ければならない。 

（３） 危険物（農薬、ガソリン等）を使用する場合は、その保管及び取扱いについて、関係法
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令の定めるところに従い、万全の措置を講ずること。また、年 1回保管状況を報告するこ

と。 

（４） 業務の実施上、必要な利用の規制を行うときは、掲示等により、利用者の安全を確保し

なければならない。 

（５） 常に火災、盗難及びその他の事故の防止に努め、万一事故が発生した場合は、直ちに臨

機の措置をとるとともに「大阪府民の森等事件・事故等対応マニュアル」に基づき関係者

に急報し、その指示に従わなければならない。また、異常気象（大雨、大雪等）や地震発

生後は、施設等の点検を行い、危険箇所の有無を大阪府（以下「府」という。）へ報告する

こと。 

（６）業務の実施にあたっては、地球温暖化対策（脱炭素化）に向けて積極的に取り組むこと。 

 

（業務実施の個別事項） 

第６条 第４条各号の規定による業務は、前条に定めるもののほか次のとおりとする。 

（１）  共通事項 

ア  駐車場内の各施設は、利用者が快適に利用できるよう常に清潔を保ち、その機能を維持

すること。 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、国や府等が示す方針を参考に対策

を行うこと。 

ウ  駐車場内を１日１回以上巡視点検すること。 

エ  ゴミの処理については、可燃物、不可燃物等に適切に分別して処理すること。不法投棄

物（投棄車両を含む）については、廃棄物処理法及び関係法令等を遵守して適正に処理す

ること。 

（２） 公衆便所の管理業務 

ア 公衆便所は常に清潔に保ち、必要に応じトイレットペーパーの補充を行うこと。 

   イ 処理水循環型システムの保守点検及び汚泥の引抜を年１回以上実施すること。点検に際

しては必要に応じて活性炭の交換、塩素パックの補充を行うこと。 

ウ 余剰水槽が満水に近づいたら、警報装置が鳴る前に汚泥の引抜を行い、引抜後は余剰水

を浄化槽に移し変えること。 

エ  特に利用者の多い時期については、清掃をこまめに行い利用にあたって支障が生じるこ

とのないよう常に良好な機能を維持し、保健衛生に努めること。 

（３） 場内の誘導・整理等 

ア 混雑時においては、場内での適切な誘導・整理により事故等の防止に努めること。 

   イ 車いす使用者等の利用については、その安全誘導に努めること。 

ウ 冬季の積雪時においては、凍結防止剤の散布等による予防対策を図るなど、利用者の安

全の確保に努めること。 

（４） 利用料金の徴収 

  ア 利用料金の額は、条例別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合、あら

かじめ府と協議した上で、利用料金適用開始月の１か月前までに知事に利用料金承認申請

書を提出し、知事の承認を受けること。その額を変更するときも同様とする。 

  イ 利用料金を徴収するときは、年度、利用年月日、種別及び金額に誤りがないことを確認
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すること。ただし、料金精算機による利用券の場合はこの限りでない。 

  ウ 利用料金の徴収にあたり、毎月１日から月末までの利用料金について、利用料金徴収明

細書を作成し、翌月 10日までに府へ提出しなければならない。 

エ 利用料金徴収明細書の様式は、府と協議の上、作成すること。 

（５） 利用券の交付等 

ア 利用券の様式は、府と協議の上、作成すること。 

イ 利用券は指定管理者が作成し、交付状況を適切に把握すること。また、府から請求があ

った場合は交付状況を速やかに報告すること。 

（６） 利用料金の還付 

ア 利用者から利用料金還付の申し出があり、天災その他やむを得ない理由により駐車場の

利用ができないと認めるときは、利用料金還付請求書を徴し、利用者に対し利用料金に相

当する額を還付することができる。 

イ 利用料金還付請求書の様式については、府と協議の上、作成すること。 

（７） 利用料金の割引、減額及び減免 

利用料金は、府と協議の上、利用者間の均衡を失しない範囲内において割引を行うことが

できる。 

     なお、減額、免除については、（別表第２）のとおりとする。  

（８） 上記（１）～（７）に定めること、及びその他、駐車場の利用に関する業務について疑義

が生じたときは、府と協議して定める。 

 

（利用状況等の報告） 

第７条  毎月の利用状況等について、駐車場利用状況報告書（月報）を翌月１０日までに提出す

ること。ただし、緊急を要するものについては随時報告すること。 

なお、駐車場利用状況報告書の様式については、府と協議の上、作成すること。 

 

（検査） 

第８条  業務の実施について、府が必要と認めるときは検査を行うものとする。 

２  指定管理者は書類及び物品等の検査については、必要な資料を提出し、立ち会うこと。 
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（別表第１） 

 

施設の種類及び規模 
 面  積 

【収容台数】 付 帯 施 設 

第１駐車場 １５，２７６㎡ 
【１５１台】 

公衆便所１棟 
管理棟１棟 

第２駐車場 １８，０１２㎡ 
【１５６台】 

公衆便所１棟 
自動二輪駐輪区画 
バスロータリー 

 
 

（別表第２） 

減額・免除の内容 

区   分 減額・免除内容 

二分の一減額 次の場合、指定管理者は利用料金を減額することができる。 
国又は地方公共団体以外の者が、清掃登山等自然公園事業に寄与す

る催しを行うために使用する場合で、府の後援を得たとき。 
全額免除 次の場合、指定管理者は利用料金を免除することができる。 

(１) 災害救助、水防活動又は消防活動のため使用するとき。 
(２) 犯罪の捜査、その他警察の責務の遂行のため使用するとき。  
(３)  身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４項の規

定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が

利用するとき。ただし、被手帳交付者１人につき介護者１人とする。 
(４)  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123

号）第 45 条第２項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けている者及びその介護者が利用するとき。ただし、被手帳交付

者１人につき介護者１人とする。 
(５)  知的障がいのある者と判定されて療育手帳の交付を受けている
者及びその介護者が利用するとき。ただし、被手帳交付者１人につ

き介護者１人とする。 
(６)  「難病の患者に対する医療等に関する法律」の規定による特定医
療費（指定難病）受給者証の所持者及びその介護者が利用するとき。

ただし、受給者証所持者１人につき介護者１人とする。 
(７)  「児童福祉法」の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の所
持者及びその介護者が利用するとき。ただし、受給者証所持者１人

につき介護者１人とする。 

(８)  「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の規定による被爆
者健康手帳の所持者及びその介護者が利用するとき。ただし、手帳

所持者１人につき介護者１人とする。 

(９)  その他前各号に準ずると認められる者及びその介護者が利用す
るとき。ただし、介護することを目的として利用する者は、その者

１人につき介護者１人とする。 
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(10) 国又は地方公共団体が、清掃登山等自然公園事業に寄与する催し
等を行うために使用するとき。 

(11)  国又は地方公共団体以外の者が、清掃登山等自然公園事業に寄与
する催しを府と共催で行うために使用するとき。 

(12)  視覚支援学校、聴覚支援学校又は支援学校が正規の教課のために
使用するとき。 

(13)  自然公園指導員がその用務のために使用するとき。 
(14) 指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 
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大阪府民の森等事件・事故等対応マニュアル（危機管理マニュアル）  

 

令和４年４月現在 

第１ 総則 

１ 目的 

  このマニュアルは、大阪府民の森等（以下「府民の森等」という。）において、事件・事故等が発生し

た場合又は発生するおそれのある場合に、利用者、周辺住民等の生命、身体等への被害を防止、軽減し、

早急な事件・事故を解決するための対応について定める。 

  なお、「長距離自然歩道及びその他自然公園施設における事件・事故等発生時の連絡体制等について」

は、別に定める。 

 

２ 定義 

（１） 本マニュアルの対象とする施設は次のとおりとする。 

    ①大阪府民の森・・・くろんど園地 

ほしだ園地 

むろいけ園地 

くさか園地 

ぬかた園地 

なるかわ園地（らくらく登山道を含む） 

みずのみ園地（みずのみ自動車道を含む） 

ちはや園地 

ほりご園地（紀泉わいわい村） 

    ②大阪府立金剛登山道駐車場 

    ③箕面ビジターセンター及び付帯施設 

（２） 事件・事故等とは次の（３）に例示するような府民の森の利用者、周辺住民、園地の職員の生命、

身体及び施設等に直接的、かつ重大な被害が生じ又は生じる恐れのある事象をいう。 

    なお、｢地震災害｣｢風水害｣「林野火災」については、大阪府地域防災計画、大阪府災害応急対策

実施要領により行動することとなるが、同計画及び実施要領が適用されるまでや、小規模又は局所

的な災害は、本マニュアルにより行動すること。 

（３） 本マニュアルで想定する事件・事故等は次のとおりとする。なお、府民の森等において、本マニ

ュアルの想定外の危機事象が生じた場合は、マニュアルに準じた対応を行うこと。 

    ①自然・気象災害・・・風水害、土砂崩れ、落石、倒木、地震、落雷、積雪、凍結 

    ②園地の火災  ・・・建物など施設の火災、樹林地の火災 

③施設損壊事故 ・・・道路及び付帯施設、建物、橋梁、園路、遊具、上水道設備、下水設備、 

           防火設備、放送設備、その他利用施設管理用施設 

    ④犯罪行為   ・・・利用者に対する犯罪、施設への不法侵入・破壊・窃盗・放火、露店販売

による不法占拠敷地内不法居住、ゴミ不法投棄、上水道施設への薬物投

入 

    ⑤自動車事故  ・・・みずのみ自動車道、管理用道路における自動車事故 

⑥食 中 毒  ・・・くろんど園地キャンプ場、ちはや園地キャンプ場、紀泉わいわい村、箕

面ビジターセンター 

⑦動物による被害・・・スズメバチ、マムシ、イノシシ等による負傷 

⑧イベント開催時の事故 
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    ⑨施設利用時の事故 

 

３ 事件・事故等に対する心得 

（１） 平時においても、想定される事件・事故等の未然防止策、発生した場合の対応について、常に「危

機管理意識」を持っておくこと。 

（２） 事件・事故等が発生した場合又は発生の恐れが直前に迫った場合は、漫然と対応してはならない。

軽重にかかわらず、他の業務に「最優先」してその対応にあたること。  

（３） 対応に当たっては、「迅速な対応・処理」・「情報の開示」・「社会的視点での判断」 

を心がけること。 

（４） 指定管理者及び農と緑の総合事務所の職員は、必要に応じて応援体制を図ること。 

 

４ 役割分担 

  事件・事故等が発生した場合又は発生する恐れのある場合、みどり推進室、各農と緑の総合事務所、

２（１）の施設の指定管理者又は施設の管理運営を受託している者（以下「指定管理者等」という。） 

は、表―１の役割分担に基づき関係機関と緊密に連携して対応すること。 

 

 

第２ 事前対策 

 １ 事件・事故等危機管理意識の向上 

 （１）事件・事故等に対する予防対策 

    事件・事故等を未然に防止するため、施設及び園地の安全点検を適切に行い、危険箇所等を発見又

は通報を受けたときは、直ちに応急の対策を講じるとともに、軽微な場合は、補修、改善をしなけれ

ばならない。 

（２）職員の研修・訓練 

みどり推進室、農と緑の総合事務所、指定管理者等は、それぞれの所掌事務に応じて事件・事故等

に備える研修又は訓練を年１回実施する。 

（３）利用者に対する啓発 

園地及び施設の危険箇所等には適時注意標識を掲げ、事件・事故等の未然防止に努める。 

 

 ２ 危機管理体制 

 （１）事件・事故等情報管理担当者 

府民の森等における事件・事故等において、情報の錯綜の防止及び報道機関、関係機関、関係部局、

危機管理室、対策本部等との連絡調整を行うため、次のとおり情報管理担当者を定める。 

事件・事故等が発生した場合は、必ず情報担当者に状況を報告しなければならない。 

情報担当者は、事件事故等を迅速に処理するため、必要な情報を各々の所管事務の範疇において、

情報の整理、関係機関等への速やかな伝達、調整をしなければならない。 

    情報管理担当者 

      [大阪府] 

みどり推進室みどり企画課    第一  総務・自然公園グループ 課長補佐 

                       第二  総務・自然公園グループ 総括主査 

       農と緑の総合事務所       第一  森林課長 

                       第二  森林課 総括主査 
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[指定管理者等] 

       住友林業緑化㈱         第一  環境緑化事業部 大阪府民の森 統括所長 

                       第二  環境緑化事業部 チームマネージャー 

       （一財）大阪府みどり公社    第一  森林緑地ﾁｰﾑ ﾁｰﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

                       第二  森林緑地ﾁｰﾑ ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

       （公財）大阪ＹＭＣＡ      第一  紀泉わいわい村 所長 

                       第二  紀泉わいわい村 副所長 

       ㈱プランテリア         第一  箕面ビジターセンター 

                       第二  箕面ビジターセンター 

 

    環境農林水産部危機管理情報担当者 

       環境農林水産部危機管理情報担当  環境農林水産部 次長 

                  第一補佐  環境農林水産総務課 総務総括補佐 

                  第二補佐  環境農林水産総務課 総務総括主査 

 

（２）情報連絡体制の整備 

府民の森等の事件事故等における連絡体制は表―２のとおりとし、至急かつ確実な伝達に努めるこ

と。連絡先が不在の場合は、至急、次の連絡先に伝達するとともに、不在であった連絡先に対しても

引き続き連絡を続けること。 

なお、みずのみ自動車道における連絡体制は、表－３のとおりとする。 

 

 

第３ 応急対策 

１ 情報の収集・管理 

（１）情報の収集・伝達 

事件・事故等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、状況に応じて、警察、消防機関、

医療機関等と密接に連携し情報収集を行う。 

収集した情報は、整理したうえで「事件・事故等発生状況報告書」（様式は表―４又は既存様式を

使用する。）を作成し、伝達する。 

府民の森等各園地・大阪府立金剛登山道駐車場、農と緑の総合事務所、みどり推進室では、あらか

じめ報告様式を準備しておき、情報伝達すべき相手方のメールアドレスを確認しておく。 

収集すべき情報は、事件・事故等の態様より異なるが、おおむね次の事項を中心に収集する。 

    ① 事件・事故等発生時の状況 

    ② 被害の発生状況 

    ③ 被害拡大に関する予測 

    ④ １１９、１１０、保健所、所在市町村の実施する応急対策の状況 

    ⑤ 利用者、付近住民の非難状況 

（２）情報の管理 

① 事件・事故等発生直後は情報の輻輳による混乱を避けるため、情報の一元管理を行う。情報

管理担当者は、取りまとめ、整理のうえ、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、伝達を行う。 

② 関係者が連携して応急対策に当たるため、情報の第一発信者は、各所属の情報担当者に電子

メール又はその他の通信手段により正確な情報の共有化を図る。 

③ 事件・事故等により、利用者への危害や施設の利用中断が長期に及ぶ恐れのある場合は、報
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道機関への情報提供により、広く府民に広報するものとする。 

④ なお、休日等において、緊急に報道機関への情報提供を行う場合は、あらかじめ、環境農林

水産部情報総括者・危機管理情報担当者（次長）の承認を得た上で（緊急を要する場合は、電

話による口頭承認でも可能。）情報提供を行う。 

⑤ 休日等の報道提供手続きは、表―５のとおり。 

    ※ 大阪府危機管理対応指針に基づく危機管理事象発生時の連絡体制は表―６のとおり。 

 

２ みどり推進室対策本部の設置 

（１）対策本部の設置 

事件・事故等が府民の森等担当（みどり推進室総務・自然公園グループ、農と緑の総合事務所森林

課、指定管理者等）だけでは、対処不可能な規模で発生した場合、又は長期にわたり対応しなければ

ならない場合は、みどり推進室対策本部を設置し、応急の対策、監視体制の整備、恒久対策を検討、

実施する。 

   特に重大な事件事故等が発生した場合は、知事等に報告し、判断を仰ぐ。 

（２）対策本部の構成 

みどり推進室対策本部は、次表により構成する。農と緑の総合事務所及び指定管理者等は、現地対

策班とする。 

なお、構成員数は、事件、事故等の規模、態様、対策期間により適宜増減する。 

 

□対 策 本 部 長  みどり推進室長 

□副 本 部 長  みどり企画課長 

□現地対策本部長  農と緑の総合事務所長 

 

班名 班 長 構 成 員 事 務 分 掌 

総務班 総括課長補佐 総務・自然公園 ２名 

・対策本部の設置及び運営 

・会議資料・記録の作成・保管 

・関係部局との連絡調整 

・職員の服務 

対策班 課長補佐 

総務・自然公園 １名 

 緑化・自然環境 １名 

森林整備補佐  １名 

森林整備総括主査１名 

・事件・事故等の分析と対策の検討 

・応急対策実施の調整 

・関係機関との調整 

・今後の対応方針の検討 

現地 

対策班 

各農と緑 

森林課長 

（各課長） 

・各農と緑 森林課全員 

・指定管理者等 

（本部職員及び園地管理員） 

・事件・事故等発生現地での応急対策の実施 

・現地情報の収集、本部への伝達 

・消防・警察・関係市町村との調整 

・応急資材・機械、応急復旧要員の確保 

広報班 自然公園総括主査 
総務・自然公園 １名 

緑化・自然環境 １名 

・報道提供資料の作成 

・報道機関への対応 

・府民への広報 

・議会等関係機関への情報提供 

・通信回線の確保 

※ 総務班、対策班、広報班は、みどり企画課の非常２号配備要員のメンバー(予備員含む)等で対応。 

 

- 19 -



 

３ 部の対策本部、全庁的な対策本部への移行 

   被害が大規模で社会的影響が大きいと判断される場合は、部危機管理担当者に「部の対策本部」又

は「全庁的な対策本部」の設置を要請する。 

  ※ 大阪府危機管理指針に基づく危機管理対応フローは、表―７のとおり。 

 

４ 応急対策の実施 

（１）被害者への対応 

事件・事故等の通報を受けた者は、全ての業務を停止し、府民の生命、身体を守ることを最優先に、

二次災害の発生することのないよう安全性を確認した上で、被害者の救出、救助を行うとともに、可

能な場合は、負傷者に対する応急手当を行う。 

（２）被害の拡大防止 

    ① 避難誘導 

      事件・事故等発生時においては、避難場所、避難路の安全性を確認の上、細心の注意のもと

避難誘導を行うこと。 

② 二次災害の防止 

      二次災害を防止するため、発生箇所等の安全性を点検し、危険性が継続している場合には、

堅固な進入防止柵を設置するなど立ち入りできないよう応急措置を施すこと。 

③ 対処方法の周知 

現地管理事務所等への掲示やＨＰへの掲載、報道資料提供等により、利用者等に対し、危険

箇所等（使用禁止施設、通行止め区域等）の周知を行う。 

（３）広報活動 

    ① 被害者、府民への情報提供 

      事件・事故等発生時の混乱を防止し、府民の安全、安心を確保するため府民からのニーズに

応じて、次の事項を中心に多様な手段により、迅速かつ的確に情報提供を行う。 

      ア 事件・事故等の発生状況 

      イ 二次災害の危険性 

      ウ 利用者への注意喚起、利用制限期間 

      エ 応急対策の実施状況 

      オ また、必要に応じて府民から寄せられる問い合わせや要望等の対応窓口を設置する。 

    ② 報道機関及び議会等関係機関への情報提供 

      報道機関及び議会等関係機関へ提供する情報については、利用者や周辺住民への被害拡大防

止を図るため、時機を失せず、正確な内容を持って行わなければならない。 

（４）関係機関との連携 

    危機事象の態様により、応急対策等の実施について連携を必要とする関係機関（消防署、医療機

関、警察署など）を明確にしておき、その機関との連絡窓口を定期的に確認しておくこと。 

   府民の森等における関係機関の緊急連絡先は、表―８のとおり。 

 

５ 対策の基本方針 

 事象ごとの対策の基本方針は次のとおりとする。 

（１）自然・気象災害 

    ・キャンプ場、宿泊施設において利用中、気象警報が発令された場合は、直ちに利用者にこの旨

通知し、帰宅又は、非難するように誘導する。 
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・二次災害の発生に十分注意し、被災者の救護および被害状況の調査に当たる。 

    ・発生場所は、立ち入り禁止措置を取る。 

    ・小規模で人力により復旧可能な場合は、直ちに応急復旧をする。 

    ・広範な自然・気象災害が発生し、大阪府災害応急対策実施要領により非常配備がなされた場合

は、指定管理者等職員は、所管する農と緑の総合事務所と協力して被災者の救護、避難誘導、

危険箇所点検、立ち入り禁止措置及び応急復旧に当たる。 

（２）火災 

    ・発見が早い場合は、初期消火に努めるとともに１１９番通報を行う。 

    ・火災による負傷者がいる場合は、救護するとともに１１９番通報を行う。 

・火勢が強い場合は、巻き込まれないよう注意し、消防隊の到着を待つ。 

    ・利用者が付近にいる場合は、安全な場所まで避難誘導をする。 

（３）施設損壊事故 

    ・予防に重点を置く。日常の点検を行い、損壊等の危険性があると判断される場合は、直ちに施

設の使用を停止、立ち入り防止にする。 

     ・軽微な補修や応急措置が可能な場合は、直ちに補修する。 

       ・発生した場合は、被害者の救護と１１９番通報を行うとともに、施設の使用停止、立ち入り防

止策を講ずる。  

（４）犯罪 

    ・被害者が現地に所在する場合は、救護するとともに１１９番及び１１０番通報をし、現状の保

存をする。 

    ・水道施設等への薬物等投入事案は、あってはならない。施設管理者は、予防に最重点を置き、

浄水施設への厳重な立ち入り防止柵や施錠を行い。定期的に点検、補修、改善を行う。 

・施設等の破壊被害を発見した場合は、直ちに指定管理者等の本部に通報し、その指示を待つ。 

（５）ほしだ園地吊橋における管理運営 

    ・「ほしだ園地吊橋管理運営要領」は別に定める。 

（６）みずのみ自動車道における自動車事故 

    ・事故発生の通報を受たり、発見した場合は、直ちに所轄警察に通報する。 

    ・負傷者がいる場合は、１１９番通報し、軽傷の場合は救護に当たる。 

・他車の通行の安全を確保するため、ロードコーン、ロープ、発炎筒など誘導機材を配置すると

ともに通行車両の誘導を行う。他者の安全な通行が確保できないと判断される場合は、所轄警

察署と協議の上、一時的な通行止めを行う。 

    ・「自然公園道・八尾十三峠線（通称みずのみ自動車道）通行規制要領」は、別に定める。 

（７）食中毒 

    ・食事材料、飲料用水等を提供若しくは食事を提供している施設において食中毒が発生した場合

は、中毒者の救護に当たるとともに、１１９番通報を行う。 

・所管する保健所に届け出する。 

（８）動物による被害 

    ・被害の通報及び被害者を発見した場合は、直ちに１１９番通報する。 

    ・スズメバチによる被害が生じた場合及び生じるおそれのある場合は、専門業者により巣の撤去

を行う。イノシシ等獣害について、捕獲する必要のある場合は、所管する農と緑の総合事務所

等と協議する。 

（９）イベント開催時における事故 

    ・傷病者を直ちに救護し、必要な場合は１１９番通報により病院へ搬送する。 
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・参加者が混乱しないよう、細心の注意を払う。 

（１０）園地等施設利用時の事故 

    ・傷病者を直ちに救護し、必要な場合は１１９番通報により病院へ搬送する。 

 

 

第４ 事後対策 

１ 安全性の確認 

   事件・事故等に係る応急対策が完了したときは、関係機関と協力して、早急に安全性の確認を行

う。 

    安全性が確認された場合には、必要に応じ報道機関に情報提供を行うとともに、広報紙やインタ

ーネットなどの方法により府民に周知する。 

 

２ 再発防止策の検討、実施 

    事件・事故等の発生原因を究明し、課題を整理した上で再発防止策を検討、実施する。 

 

３ 対応の評価と対応マニュアルの見直し 

（１）対応の評価 

重大な事件・事故等が発生した場合は、報告書を作成するとともに、緊急連絡や応急対策の評価な

どにより反省点を抽出し、改善策の検討を行う。 

また、関係機関等に対しては、事後評価の情報提供、共有化を行い、今後の対応のあり方について

見直しの促進に努める。 

（２）対応マニュアルの見直し 

みどり推進室みどり企画課は、関係法令等の改正、大阪府危機管理対応指針の改正及び事後評価等

による見直しが求められた場合には、対応マニュアルの見直しを行う。 

なお、対応マニュアルの見直しを行った場合には、速やかに環境農林水産総務課及び関係機関に通

知する。 

（３）対応マニュアルの引継ぎ 

    人事異動があった場合、危機管理担当者は速やかに緊急連絡体制を見直し、対応マニュアルを新

たな担当者に引き継ぐ。 

 

 

 

※表－３、５～８は省略。 
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表－１ 

府民の森等における事件・事故等対策所属役割分担 

対策の項目  みどり推進室 農と緑の総合事務所 指定管理者等 

事前対策       

   即応体制整備 マニュアルの作成・改訂・対応人員の確保     

   資機材の確保 資機材の確保に係る予算の調整   
委託費の範囲内での必要な資機材の確保 応急工
事業者、資材納入業者の事前確保 

   訓練の実施 全施設を対象にした訓練の計画・実施 管内施設を対象とした訓練の計画・実施 公社職員・管理員を対象とする訓練の計画・実施 

   安全確認 安全対策に係る予算の調整 重要施設の定期点検・改修計画・実施 危険箇所の日常安全点検・補修 

   利用者対策  危険箇所の定期的点検・告知の助言 危険箇所等の利用者への告知 

応急対策      

   被害者の救出救護 現地への必要人員の派遣 他への応援要請検討 現地への必要人員の派遣 医療・消防・警察・保健所への救助等の要請・届出 

   情報収集・伝達 
通信手段の確保に係る予算の調整・部内及び危機
管理室・知事への情報及び対策伝達 

正確な情報の収集・整理・分析 みどり推進室への
伝達 

第一報情報の収集・伝達  

   応急対策の検討・決定 対策本部の設置検討・対策予算の調整 対策の具体案検討 委託費の範囲内での応急対策の実施 

   被害拡大防止 現地への必要人員の派遣 予算の調整 現地への必要人員の派遣 避難誘導・立ち入り防止策・注意喚起 

   関連機関との連携 関連機関との対策協議 医療・消防・警察・保健所への情報提供・対策協議   

   広報活動 報道機関及び議会等関係機関への情報提供 
緊急を要する場合の報道機関への情報提供 医療・
消防・警察・保健及び市町村との調整   

事後対策     

   復旧の推進 復旧・再発防止予算の調整 復旧対策の実施 

   再発防止策の検討 再発防止策の調整 再発防止対策の検討 

   再発防止対策 再発防止策予算の調整 
再発防止対策の実施 
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箕面ﾋﾞｼﾞﾀーｾﾝﾀー 維持管理者 北部農と緑の総合事務所 みどり推進室 危機管理室災害対策課
     ０７２－７２３－０６４９   ０７２－６２７－１１２１（代表） みどり企画課 危機管理・国民保護G

 森林課長  直通 ０６－６２１０－９５５５  直通 ０６－６９４４－８１５０
 無線 ８－２００－２７５５  無線 ８－２００－４８４７

 課長補佐  24時間 ０６－６９４４－６０２２

環境農林水産部危機管理情報担当
総務課

 総務自然公園補佐  直通 ０６-６２１０-９５４２
くろんど園地管理事務所 指定管理者 中部農と緑の総合事務所  内線 ２７１３、２７１６
     ０７２－８９１－４４８８   ０７２－９９４－１５１５（代表）  整備総括主査  
 所長  みどり環境課長  企画G補佐

 
 総括主査  企画G総括主査

ほしだ園地管理事務所  企画G総括主査
     ０７２－８９１－０１１０  総務自然公園G補佐
 所長

 みどり企画課 参事

 みどり企画課長
緑の文化園
むろいけ園地管理事務所（森の工作館）  みどり推進室長
    ０７２－８６２－１７２４ 森の工作館 南河内農と緑の総合事務所
     ０７２－８７９－６３６２   ０７２１－２５－１１３１（代表）
 所長  森林課長 環境農林水産部情報統括

 総括主査  次長

 環境農林水産総務課
  課長

中部園地管理事務所 指定管理者
※らくらくセンターハウス  環境農林水産総務課
 くさか/ぬかた/なるかわ/みずのみ/   総括補佐
 らくらく登山道

     ０７２－９８８－４１８４
 統括所長

 所長 泉州農と緑の総合事務所
  ０７２－４３９－３６０１（代表）
 森林課長

ちはや園地管理事務所
     ０７２１－７４－００５６  総括主査 環境農林水産部
 統括所長  部長

 政策監
金剛登山道駐車場
     ０７２１－７４－００４４

ほりご園地(紀泉わいわい村） 指定管理者
  ０７２－４８５－０６６１
 所長

救  急  車  等
１１９番 / １１０番

 令和４年度 『府民の森等』 緊急時の連絡体制 

所 管 保 健 所

知 事 ・ 副 知 事

表－２

【備考】
●連絡先が不在の場合は、至急、次の連絡先に伝達するとともに
不在であった連絡先に対しても引き続き連絡を続けて下さい。
● は、必要に応じ連絡を入れて下さい。
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表―４       危機事象発生状況報告書 

（第  報）  

 

受信者 
所  属             職・氏名              

電話番号              

 

 

受

信

者

の

処

理

状

況 

関係者への連

絡 

 

 

（処理日時 令和 年 月 日 時 分） 

所管部局の 

対応確認 

 

 

 （処理日時 令和 年 月 日 

時 分） 

その他の処理 

 

 

 （処理日時 令和 年 月 日 

時 分） 

※１ 事象覚知後直ちに、分かる範囲で記載し報告すること（確認がとれていない場合は空欄で可） 

※２ 別に緊急報告用の様式がある場合は、それを使用すること可 

※３ 特に緊急を要する場合は、電話での報告や手書メモの FAX、E ﾒｰﾙなども可（但し、受信確認は必ず

行うこと） 

※４ 位置図、写真等、状況資料があれば添付すること（ただし、時間を要する場合は報告書のみで可） 
 

報 告 者 
所  属             職・氏名                

電話番号             報告日時 令和 年 月 日  時 分  

報 

 

告 

 

者 

 

の 

 

報 

 

告 

 

内 

 

容 

危機管理 

事象発生 

の概要 

発生日時 令和  年  月  日    時  分   

発生場所                                

（概要） 

 

被

害 

の

状

況 

死傷者 
死者  人 不明  人 

住 家 
全壊   棟 一部破損   棟 

負傷者 人 計   人 半壊   棟 計      棟 

 

応

急 

対

応

の

状

況 

対策本部等 

の設置状況 

(府) (市町村) 

 

備 

考 
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自然公園等施設安全点検要領（指定管理者用） 

 
１．目的 
   自然公園等施設において利用者の安全性、快適性を確保するため、特に利用頻度の

高い施設や事故の危険性が危惧される自然歩道などの一斉安全点検を実施する。 
 
２．実施期間 
   行楽シーズン等の前（３月、９月）のほか必要な場合に実施する。 
 
３．点検対象施設 

 大阪府が設置した、自然公園等施設のうち、利用頻度が高い施設や木製遊具等を設

置している施設及び倒木や路面流出、構造物の老朽化により利用者の安全が危惧され

る区間の自然歩道、また、９月は総点検月とし上記以外の箇所についても点検を実施

する。 
 
４．点検実施者 
   指定管理者は、大阪府農と緑の総合事務所職員と協力し実施する。 
 
５．点検方法 
   目視、触診及び必要箇所においては打音確認、可動部においては動かしてみること。 
 
６．点検結果 
（１）点検結果の処置 
   点検の結果、異常があり、利用者の安全上対策が必要と判断される場合は使用を禁 
  止する。点検職員の応急対策により安全に利用できる場合は直ちに実施する。 
（２）点検結果の報告 
   点検の結果、異常があり、措置が必要な施設及び応急対策を実施した施設は、別紙 
様式に取りまとめ、異常等があれば写真も添付して総務・自然公園グループまで報告

する。 
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