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１．ほりご園地の概要 
（１）施設概要 
①主要施設 

施 設 名 規 模・内 容 備   考 
宿泊棟（大） 1棟、16人用（140㎡） 木造 
宿泊棟（大） 4棟、10人用（118㎡） 木造 
宿泊棟（小） 1棟、8人用（99㎡） 木造 
宿泊棟（小） 4棟、8人用（45㎡） 木造 
管理棟 2棟、271㎡、110㎡ 木造 
生産物加工体験・便所棟 146㎡ 木造・合併浄化槽 

研修棟 120㎡ 木造 
シャワー棟 91㎡ 木造 
展示棟 82㎡ 木造・かやぶき屋根 
炊事棟 4棟、50㎡、44㎡×2棟、39㎡ 木造 
キャンプ場 1,680㎡、14サイト（112人）  
トイレ棟 57㎡ 木造・合併浄化槽 
駐車場 150台 アスファルト舗装 
体験フィールド 5,000㎡ 農地 
あずまや 50㎡ 木造・かやぶき屋根 
倉庫 20㎡ 木造 
 

②有料施設 

設定項目 単位 利用料金 
 コテージ（大）大人（個人） １人１泊 3,640円 
      〃   （団体） 3,080円 
 コテージ（大）小人（個人）小・中学生等 2,640円 
      〃   （団体）小・中学生等 2,210円 
      〃   （個人）3歳以上小学校就学前の幼児 950円 
      〃   （団体）3歳以上小学校就学前の 

幼児（幼稚園等利用） 
1,660円 

      〃   （団体）3歳以上小学校就学前の幼児 
（家族等利用） 

950円 

 コテージ（大）日帰り １棟１回 16,560円 
 コテージ（小）大人（個人） １人１泊 2,760円 
      〃   （団体） 2,540円 
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 コテージ（小）小人（個人）小・中学生等 2,310円 
      〃   （団体）小・中学生等 2,210円 
      〃   （個人）3歳以上小学校就学前の幼児 950円 
      〃   （団体）3歳以上小学校就学前の幼児 

（幼稚園等利用） 
1,660円 

      〃   （団体）3歳以上小学校就学前の幼児 
（家族等利用） 

950円 

 コテージ（小）日帰り １棟１回 6,040円 
 テントサイト １区画１泊 4,570円 
 研修棟 午前 9時から正午まで 3時間 18,220円 
  〃  午後 1時から午後 5時まで 24,500円 
  〃  午前 9時から午後 5時まで 36,330円 
  〃  午後 6時から午後 10時まで 21,530円 
  〃 超過１時間 6,040円 
 キャンプ場 １人１日 590円 
 かまど １基１回 540円 
 石窯 １基１回 1,070円 
 シャワー １人１回 220円 
※ 団体＝10人以上 
 

③令和３年度自動販売機の設置状況 〔参考データ〕  

  ・設置台数 ２台 

  ・行政財産使用料 43,890円／年 

    ※物品販売等は有人による販売を原則とし、自動販売機については、現在、指定

管理者が自主事業として設置することは原則できません。府が必要と認めた場

合は、一般競争入札により設置業者を決定します。 

 

（２）利用・運営状況 

①令和３年度利用者数の実績 

（単位：人） 

区分 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 計 

園地来園者数 2,607 5,228 5,092 3,142 16,069 

施設利用人員 

日帰り 104 684 1,234 313 2,335 

テント 40 66 14 4 124 

宿泊 292 1,087 882 473 2,734 

※令和 3年 4月 25日から令和 3年 6月 20日までの間、大阪府から新型コロナウィル
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ス感染拡大防止のため施設閉鎖の要請あり。 

 

②自然環境学習、環境教育の実績（令和３年度） 

  里山ファミリー自然学校、里山キッズ自然学校、里山サマースクール、 

夏休みクワガタ・カブトムシキャンプ、おもちつき大会等 

 計：１６回 参加者数計：２７５名 

 

（イベント詳細） 

日付 計画イベント名 実 績 人数

5月23日(日) 野外料理 田んぼでどろんこあそび

6月12日(土) 野外料理 里山の夕べ、ホタル観賞会

7月18日(日) 野外料理 きれいな川で遊ぼう 夏だ飛び込め！川遊び！ 29

9月12日(日) 野外料理 畑で遊ぼう 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

10月17日(日) 野外料理 草木染 みんなでわいわいBBQ 15

11月14日(日) 野外料理 秋の味覚、収穫体験 オリジナルキャンプ飯 11

12月12日(日) 野外料理 里山クリスマスパーティー ダッヂオーブンでパエリア・スープ 14

1月16日(日) 野外料理 冬の里山ウォークラリー

2月13日(日) 野外料理 クラフトなど

6月6日(日) 飛び込めどろんこ！田植え隊！かかし作り！

9月26日(日) 実ったお米を刈りとろう！

10月31日(日) おいしいお米を食べよう！

春祭り 4月18日(日) 五平餅づくり、豚汁販売、野菜植付体験、クラフト体験 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

里山まつり 11月28日(日) 五平餅づくり、豚汁販売、野菜植付体験、クラフト体験 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

夏のアウトドア体験 8月22日(日) 野外料理、川あそび、生き物観察 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

12月29日(水)～ 臼と杵を使って おもちつき（12/29のみ） 80

12月30日(木) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

春の里山体験 3月20日(日) 野外料理、野花や野鳥の観察 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

4月11日(日) わいわい村の過ごし方入門！ わいわい村の過ごし方入門！ 10

5月9日(日) たんぼでどろんこあそび

6月5日(土)～

6月6日(日)

7月11日(日) 夏を先取り！川で遊ぼう！ 夏を先取り！川で遊ぼう！ 7

9月5日(日) 夏バテをふっとばそう夏野菜カレーづくり 夏バテをふっとばそう夏野菜カレーづくり 9

10月24日(日) 里山ウォークラリー「秋をみつけた！」 里山ウォークラリー「秋をみつけた！」 8

11月7日(日) 実りの秋！食欲の秋！ 実りの秋！食欲の秋！ 9

12月5日(日) 寒い日にあったかアウトドアクッキング 寒い日にあったかアウトドアクッキング 9

1月9日(日) 昔ながらのおもちつき 昔ながらのおもちつき 10

2月５日(土)～

2月6日(日)

3月6日(日) みんなで最後の野外自炊 みんなで最後の野外料理 10

8月18日(水)～

8月20日(金)

8月4日(水)～

8月6日(金)

8月18日(水)～

8月20日(金)

12月25日(土)～

12月26日(日)

3月28日(月)～

3月30日(水)

計 計画 ３３ / 実施 １６ 275

里山サマースクール

夏休みクワガタ・カブ
トムシキャンプ

夏休み田舎で遊ぼう
キャンプ

冬の里山 五右衛門
キャンプ

主催キャンプ

里山ファミリー

すずめの学校

おもちつき大会 臼と杵を使って おもちつき

里山キッズ自然学校

昔のおうちに泊まろう！

みんなでお泊り ホタル観賞

みんなが待っていた夏休みだ！
虫捕り・魚捕り・川遊び、夜は楽しいキャンプファイヤー！

まだまだ夏休みを楽しもう！
へっついさんでご飯づくりと五右衛門風呂体験

へっついさんでご飯づくりと五右衛門風呂体験
囲炉裏を囲んでお鍋を食べよう

春の里山ぽかぽかキャンプ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

みんなが待っていた夏休みだ！
虫捕り・魚捕り・川遊び、夜は楽しいキャ
ンプファイヤー！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

春の里山ぽかぽかキャンプ

夏の里山を遊びつくす３日間！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

夏の里山を遊びつくす３日間！ 7

34

13
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（３）現行の職員配置体制（令和 4年 4月 1日現在） 
          

主な従事施設 所長 職員 非常勤職員 
宿泊棟、展示棟、管理棟、研修棟、シャワー棟、農地、

生産物加工体験・便所棟、キャンプ場、駐車場 
１人 ２人 （７人） 

※ （ ）内の非常勤職員の配置数は最大値であり、厨房業務、施設及び農地管理業務

の必要時に所要の増員を実施。 
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２．参考価格
（単位：千円）

支出 職員 24,185

非常勤講師 5,440

電気 1,796

ガス 192

灯油 44

上水道設備・浄化槽保守点検 3,291

電気系統保守点検 150

その他 35

修繕費 施設の維持修繕費 0

食材費 食材、弁当 3,129

販売物品購入費 飲料、薪・炭 1,456

消耗品費 種・肥料、リネン、その他 2,247

通信費 電話、切手、郵送代 658

宣伝費 印刷製本費、その他 0

役務費 68

旅費交通費 ガソリン、タクシー 380

維持需用費 424

賃借料 布団、駐車場、コピー機 788

保険料 管理者賠償保険、火災保険、車両保険 226

手数料 ネット予約手数料、振込手数料 685

諸経費 管理総務事務費等 4,110

租税公課等 2,073

51,377

収入 宿泊棟 8,989

キャンプ場 768

その他 日帰り利用、研修室利用等 1,832

食堂収入 10,198

売店収入 2,135

その他 体験プログラム参加費等 5,958

利用減免  -1,060

28,820

22,557

人件費

光熱水費

委託料
(施設保守点検
費）

参考価格

参考価格（A）-（B）

その他

収入計(B)

運営費
（事業費）

その他

支出計(A)

施設使用料

収支別 区分 項目 内容

管理費
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３．指定管理者の管理対象外の園地施設一覧表 

 
対象外施設 設置者 許可区分 備 考 

飲料水自動販売機 （株）ロイヤルティ 行政財産使用許可  
 

- 6 -



数量 備考

1 冷蔵庫①

HOSHIZAKI
HRF-150S形
冷蔵967㍑・冷凍301㍑
厨房内

1

2 冷蔵庫②

HOSHIZAKI
HR-90ST3-ML形
冷蔵590㍑
厨房内

1

3 冷蔵庫③

HOSHIZAKI
HRF-120SF形
冷蔵490㍑・冷凍482㍑
厨房内

1

4 冷蔵庫④

HOSHIZAKI
HRF-63SF(L)形
冷蔵243㍑・冷凍93㍑
厨房内

1

5 ショウケース

サンデン
青・ペプシロゴ
冷蔵315㍑
食堂内

1

6 冷蔵ケース

サンデン
SH-700X
冷凍690㍑
食堂内

1

7 焼き機（グリル） RATIONAL 1

8 殺菌機 FUJIMAX 1

9 乾燥機 NICHIWA 1

9合  計

４．貸与備品一覧表

品名 形   状
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５．公衆トイレ設置一覧表

設置場所 種別 建築面積 構 造 維持管理内容 備考

生産物加工体験・便所棟 木造 146.00 合併浄化槽 H14供用

トイレ棟 木造 57.00 合併浄化槽 H12供用

汲取り、清掃、紙補給、設備点検、簡易補修、浄化槽点検維
持管理
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６．給水施設維持管理一覧表

施設 構造 維持管理業務内容

 

給水施設 ・貯水槽の清掃点検

 

  

７．浄化施設（合併浄化槽）維持管理一覧表

施設 汚水処理対象人員 維持管理業務内容

浄化槽法、同施行規則に基づく維持管理を実施する。

宿泊棟 ２００人 ・処理施設の点検保守

トイレ棟 ・機器の点検保守

炊事棟 ・水質測定

シャワー棟 ・施設の整備保守

管理棟 等 ・滅菌薬品及び消耗品の補充交換

・施設の整備保守清掃及び汚泥の収集処理

・処理水の公的水質測定の実施

・浄化槽法第１１条に基づく水質検査の実施

８．防火施設維持管理一覧表

施設 施設内容 維持管理業務内容

防火施設 貯水槽 1基 ・貯水槽・消火栓の清掃点検

消火栓 3箇所

貯水槽
（上水１基、中水1基）
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９．施設賠償責任保険等加入状況

（令和3年度実績）

施  設 保険の種類 期間 身体（1名） 身体（1事故） 財物

ほりご園地 賠償責任保険 通年 10億円 10億円 1億円
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