
■運営審議会の議題の推移 

   H19～H20 公園全体の仕組みづくり 

                 ↓ 

   H21～H22 中地区整備内容、パーククラブ（組織化(設立)・イベント実施） 

                 ↓ 

H23～H24 中地区の整備内容、パーククラブ（活動計画・ステップアップ講座） 

                 ↓ 

   H25～H26 中地区の整備内容、公園開設、パーククラブ（養成講座） 

                 ↓ 
                 ↓ 

   H26～H27 中地区の整備内容、持込型プログラム、企業・学校連携 

                 ↓ 

   H28～H30 東地区の既存林保全対策・整備内容、中地区の整備、パーククラブ主体の整備・調

査、企業・学校等連携 
    

          ★近年は議題の内容が多岐にわたる傾向にある 

 

■課題 

   ○議題の種類・報告事項が年々多くなっており、1 つの議題に多くの時間をかけることができない 

     → 特に、通常時は報告事項としているパーククラブの活動報告・活動計画について、当初は議

題として議論していたが、近年ではあまり時間をさけていない。 

   ○中地区は持込プログラムなど、府民・企業・学校といった様々な主体との連携プログラムが増加。 

○中地区については、概ね新規整備を終えただけでなく、一定期間管理運営を行ってきていることに

より、パーククラブの活動による再整備の方向性の検討や調査結果の蓄積の公開方法等、今まで

と異なった段階の議題が出てくると思われる。 

   ○東地区については、新たな公園づくり（連携方法・連携先）についての仕組みづくり・方向性や暫

定利用のための施設整備内容が議論のメインとなり、中地区とは異なる管理運営方法を議論し

ていく見込み。 

   ➡ 整備を実施し一定期間管理運営をしている中地区と、これから整備や暫定利用を行う東地区

では、その議論の内容に段階(ステージ)に差がある 

   ➡ 議論の内容に差があるうえ、パーククラブのかかわり方も異なる中地区と東地区を同じメンバーで

議論することがよいのか？ 

 

■方向性(案) 

   ○中地区と東地区については、議論を行う場を分ける 

   ○中地区については、管理運営の内容に重点を置いて議論を行う 

   ○東地区については、仕組みづくり・方向性や暫定利用のための施設整備内容に重点を置いて議

論を行う 

公園オープン（H26.8.30） 

議題－２ 



泉佐野丘陵緑地運営審議会の経緯
会議名 年度 開催数 開催日 議題 報告 内容

第1回 12月7日 1)今後の運営体制検討の進め方 ー 公園の仕組み

第2回 2月6日 1)運営会議の役割、メンバー構成の検討
2)パーククラブの役割、養成講座のカリキュラムの検討 ー 公園の仕組み

第3回 2月29日
1)テーマの読み替え(府民にわかりやすいテーマ設定)について
2)公園の運営体制について
3)パーククラブの体制について

ー 公園の仕組み

第4回 3月18日

1)テーマの読み替え(府民にわかりやすいテーマ設定)について
2)公園の運営体制について
3)パーククラブの体制について
4)公園の評価について

ー 公園の仕組み

第1回 8月29日

1)泉佐野丘陵緑地基本計画（公園の理念、4つのテーマ）
2)運営会議の役割について
3)パーククラブ養成方針（目標像、募集要項、カリキュラム
案）

ー 公園の仕組み

第2回 12月4日

1)パークレンジャー養成講座の募集について
2)パークレンジャー養成講座のカリキュラムについて
3)整備に関する基本的な考え方、デザイン原則について
4)開園前における活動プログラムについて

ー 公園の仕組み

第3回 2月6日

1)コンセプトブック(仮)について
2)公園のプロモーションについて
3)パーククラブについて
4)開園前における持ち込みプログラムについて

ー 公園の仕組み

第4回
※持ち回
り開催

3月17日
から25日

1)コンセプトブック(仮)について
2)パーククラブについて ー 公園の仕組み

第1回 6月16日 1)ハード整備について（法面委託・駐車場周辺委託）
2)参画型の公園運営の基本的仕組みについて ー 整備

公園の仕組み

第2回 8月20日 1)ハード整備について（駐車場整備・休憩所）
2)パーククラブの組織化について ー 整備

パーククラブ

第3回 10月16日 1)ハード整備について（駐車場整備・休憩所）
2)パーククラブについて ー 整備

パーククラブ

第4回 12月15日 1)ハード整備について（駐車場周辺設計・休憩所設計）
2)パーククラブについて（公園PRイベントの開催について） ー 整備

パーククラブ

第5回 2月3日
1)ハード整備について
　（池の転落柵・天神川沿いの駐車場・休憩所）
2)PRイベント

ー 整備
PR

第6回 3月17日 1)ハード整備について（駐車場付近）
2)パーククラブについて ー 整備

パーククラブ

第1回 7月9日

1)パークセンターの機能について
2)コラボレーション区域の検討イメージについて
3)パーククラブの会則・年間活動計画について
4)パーククラブと大阪府の覚書について

・イベントについて
・養成講座について
・H22年度の工事について
・大輪会からの支援について

整備
パーククラブ

第2回 9月21日
1)パークセンターの機能について
2)コラボレーション区域の検討イメージについて
3)パーククラブの今後の展開について

・パーククラブ設立式
・パーククラブ設立知事報告
・第6回養成講座
・見学会・花苗づくり体験

整備
パーククラブ

第3回 11月11日 1)パークセンターの配置について
2)コラボレーション区域のつくり方 ー 整備

第4回 12月16日

1)パークセンターの配置について
2)コラボレーション区域の設計について
3)第3期パークレンジャー養成講座について
4)泉佐野丘陵緑地運営会議設置要綱の改正案について

・養成講座について
・パーククラブの活動について

整備
パーククラブ

第5回 1月28日

1)パークセンター基本設計(再修正案）について
2)コラボレーション区域の検討（再修正案）について
3)H23年度パーククラブ活動方針・活動計画について
4)第3期パークレンジャー養成講座について

ー 整備
パーククラブ
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第6回 3月4日

1)パーククラブによる養成講座について
2)パークセンター基本設計の検討について
3)コラボレーション区域の検討について
4)パーククラブ23年度活動計画について

・東地区砂防堰堤工事について
・パーククラブ活動報告

整備
パーククラブ

第1回 6月2日
1)パーククラブ活動計画（６～９月）について
2)パーククラブ会則の改正について
3)泉佐野丘陵緑地運営会議設置要綱の改正について

・H23年度大輪会支援について
・第3期養成講座の募集結果について
・H23年度工事予定
・H22年度委託成果
・パーククラブ活動報告(3∼5月)について

パーククラブ
管理運営

第2回 8月5日

1)コラボレーション区域実施設計の進め方について
2)谷口池東側の園路について
3)機械の使用について
4)パーククラブ秋の対外イベントについて
5)パーククラブ活動計画（10～12月）について

・第5回養成講座について
・パーククラブ活動報告(6∼7月)について

整備
パーククラブ

第3回 9月29日

1)パークセンターの実施設計について
2)パーククラブのワークショップの現状について
3)コラボレーション区域実施設計の進め方について
4)第4期パークレンジャー養成講座について
5)刈払機導入について

・第6回養成講座について
・パーククラブ活動報告(8∼9月)について

整備
パーククラブ

第4回 12月7日

1)パークセンター実施設計の検討状況について
2)第4期パークレンジャー養成講座について
3)間伐した広葉樹の活用と果樹の剪定
4)パーククラブ活動計画（１～３月）について

・第7∼11回養成講座について
・泉佐野丘陵緑地フォーラムについて
・パーククラブ活動報告(10∼11月)について
・パーククラブのワークショップの現状について

整備
パーククラブ

第5回 2月3日
1)パークセンター実施設計の検討状況について
2)パーククラブの組織運営及び
　　H24年度活動方針・活動計画について

・第4期養成講座について
・泉佐野丘陵緑地フォーラムについて
・パーククラブ活動報告(12∼1月)について

整備
パーククラブ

第6回 3月15日

1)平成24年度の府活動計画について(工事・委託など）
2)パーククラブ会則の改正について
3)パーククラブ活動計画（4～6月）
4)コラボレーション区域実施設計(パークセンター含む）
　　の検討結果について

・泉佐野丘陵緑地フォーラムについて
・H23年度工事進捗状況について
・パーククラブ活動報告(2∼3月)について
・タケノコ堀イベントについて

整備
パーククラブ

第1回 5月28日 1)現場を踏まえての課題について
2)対外視察について(有馬富士公園）

・H23年度大輪会支援について
・第4期養成講座の募集結果について
・第１～4回養成講座について
・パーククラブ活動報告(3∼5月)について
・パーククラブ総会報告について
・地域との連携(イオン日根野チアーズクラブ)

整備
パーククラブ

第2回 7月4日
1)谷口池西側エリア工事内容について
2)パーククラブ活動計画について（7～9月）
3)泉佐野丘陵緑地事業戦略(項目案)について

・第5回養成講座について
・パーククラブ活動報告(6月)について

整備・開設
パーククラブ

第3回 9月18日

1)パーククラブ活動計画について（10～12月）
2)泉佐野丘陵緑地事業戦略について
　（中地区オープンに向けた検討）
3)第5期パークレンジャー養成講座について

・第6回養成講座について
・パーククラブ活動報告(7・8月)について

整備・開設
パーククラブ

第1回 11月14日

1)泉佐野丘陵緑地事業戦略について
　（中地区オープンに向けた検討）
　・解放エリア(区域及び利用形態）について
　・パーククラブ(養成講座及びスキルアップ)について
2)照明計画ほかについて

・第7～10回養成講座について
・パーククラブ活動報告(9・10月)について

整備・開設
パーククラブ

第2回 1月23日

1)パーククラブ活動計画について（1～3月）
2)泉佐野丘陵緑地事業戦略について
　（中地区オープンに向けた検討）
　・解放に向けたルールについて
3)パークレンジャー養成講座・ステップアップ講座(案)
4)H25パーククラブ活動計画(案)について
5)サイン計画(案)ほかについて

・養成講座・修了式について
・パーククラブ活動報告(11・12月)について

整備・開設
パーククラブ

第3回 3月13日

1)H25年度大阪府・パーククラブ活動計画(案)
　（H26中地区解放に向けた検討）
　・空間整備（大阪府工事実施内容）
　・パーククラブ活動方針
　・エリア別検討(望みの丘、棚田エリア)

・パーククラブ活動報告(1・2月)について 整備・開設
パーククラブ

第1回 5月15日
1)パークレンジャー養成講座について
2)パーククラブステップアップ講座について
3)(現地)望みの丘ゾーニングについて、棚田現況について

・H24年度大輪会からの支援について
・パーククラブ活動報告(3・4月)について

整備・開設
パーククラブ
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第2回 7月4日 1)パーククラブ活動計画について（7～9月）
2)中地区解放に向けた検討（広報計画等について）

・パーククラブ活動報告(5・6月)について
・ステップアップ講座の開催について
・「望みの丘」「棚田」ゾーニングについて

開設
パーククラブ

第3回 9月27日

1)パーククラブ活動計画について（10～12月）
2)H26年度中地区解放に向けた検討
　・開設に関する考え方及び維持管理について
　・デザインコード(サイン施設等)について
　・運営体制について
　・公園名称、広報計画について
3)パーククラブ今後の展開について

・パークセンター建築工事計画内容の一部変
更について
・養成講座の開講について
・大輪会企業へのアンケート調査について
・パーククラブ活動報告(7・8月)について

整備・開設
パーククラブ

第4回 12月4日

1)パーククラブ活動計画について（1～3月）
2)H26年度パークレンジャー養成講座について
3)H26年度中地区解放に向けた検討
　・空間整備（トイレ、サイン施設）について
　・広報計画(ホームページ等)について

・工事進捗状況について
・養成講座・修了式について
・パーククラブ活動報告(9～11月)について

整備・開設
パーククラブ

第5回 1月15日
1)公園の特色とプログラムイメージ(案)
2)各種プロモーション計画(案)
3)平成26年度大阪府・パーククラブ活動　現場体制(案)

・パーククラブ活動報告(12月)について イベント
広報

第6回 3月7日

1)H26年度中地区解放に向けた検討
　（空間整備）
　・来園者への安全対策について
　・トイレ・サイン施設について
　（広報計画）
　・ホームページ
　・公園愛称、ロゴ募集
　・マップ、パンフ、ポスター等について
2)H26年度パークレンジャー養成講座について
3)望みの丘整備について

・管理マニュアルについて
・安全対策について
・パーククラブ活動報告(1・2月)

整備・開設
パーククラブ
広報

第1回 5月8日

1)H26年度中地区解放に向けた検討
　（概要）
　・開園日、開園時間、休園日、運営体制
　・オープニング月間
　（広報計画）
　・パンフレット、マップ
　・ホームページ
　（空間整備）
　・サイン計画
2)パーククラブ活動計画について（4～6月）

・H25年度大輪会支援について
・H26年度養成講座について
・パーククラブ活動報告(3∼4月)について

開園イベント
広報
パーククラブ

第2回 6月30日

1)開園後のプログラム実施計画(案)、
　パーククラブ活動計画（7～12月）について
2)パーククラブ体制(案)について
　入会方法、パークフレンド、パークマネージャー養成講座

・パーククラブ活動報告(5～6月)について
・第2～5回養成講座について
・広報計画について
・オープニング月間(開園イベント)について

管理運営
パーククラブ

第3回 9月29日
1)評価項目検証のためのデータ収集について
2)平成27年度事業計画について
3)「水辺の広場」ほかゾーニングについて

・H26年度養成講座(後期)について
・パーククラブ活動報告(7～9月)について

評価
整備

第4回 12月5日

1)プログラム活動計画（1～3月）について
2)「向井池周辺整備計画(案)」について
3)「評価にかかる年間スケジュール」等について
4)「持込み型プログラム」の募集について

・プログラム活動報告(10～11月)
・養成講座(後期)修了式について
・向井池園路補強工事ほかについて
・民間施設用地活用事業者の公募結果

評価
整備
パーククラブ
持込プログラム

第5回 1月30日

1)「向井池周辺整備計画(案)」について
2)「持込み型プログラム」の募集について
3)「評価にかかる年間スケジュール」等について
4)H27年度パークレンジャー養成講座について
5)自動販売機の設置について(案)
6)未開設区域(東地区)の進め方について

・プログラム活動報告(12～1月)

評価
整備
パーククラブ
持込プログラム
東地区

第6回 3月2日 1)H27年度大阪府・パーククラブ活動計画(案)について
2)向井池周辺整備計画について

・工事進捗状況について(便所建築工事)
・プログラム活動報告(2月)について

整備
パーククラブ

第1回 5月27日

1)持込み型プログラムの審査
　・えんづくりプログラム
　・郷の棚田プログラム
2)公園愛称募集について
3)開園1周年イベントについて

・H26年度大輪会からの支援について
・プログラム活動報告(3・4月)について

持込プログラム
公園愛称
１周年イベント

H26

H25



第2回 7月29日

1)開園1周年記念イベントについて
2)持込み型プログラムについて
3)企業の森について
4)谷口池西側エリアについて

・プログラム活動報告(5～6月)
・公園愛称募集について
・パークレンジャー短期講座について

整備
持込プログラム
企業協働
１周年イベント

第3回 10月1日

1)持込み型プログラムについて
2)企業の森について
3)谷口池西側エリアについて
4)水辺の広場周辺水路修景について
5)パークセンター北側植栽について

・プログラム活動報告(7～8月)
・パークレンジャー養成講座について
・H27年度予定工事について

整備
持込プログラム
企業協働

第4回 12月2日

1)持込み型プログラムについて
2)谷口池西側エリアについて
3)向井池東側エリアについて
4)企業の森について

・プログラム活動報告(9～10月)
・パークレンジャー養成講座について
・公園管理に対するアンケート調査について

整備
持込プログラム
企業協働

第5回 2月1日

1)持込み型プログラムについて
2)向井池東側エリアについて
3)向井池北側エリアの修景について
4)公園の評価について
5)平成28年度工事計画について
6)平成28年度パーククラブ活動計画について

・プログラム活動報告(11～12月)
・企業の森活動について
・H27年度工事について

整備
持込プログラム
評価
パーククラブ

第6回 3月10日

1)持込み型プログラムについて
2)向井池北側エリアの修景について
　（どんぐりの森づくりプログラム）
3)公園の評価について
4)利用者層の拡大について

・プログラム活動報告(1～2月)
・向井池東側エリア(境界柵)について
・企業の森活動について
・H27年度工事の進捗について

整備
持込プログラム
評価
学校協働

第1回 6月7日

1)半島エリア(棚田跡地)及び水辺の広場の現状、
　　方向性の検討
2)どんぐりの森づくりプログラム
3)東地区の現状、今後の進め方について

・プログラム活動報告
・えんづくりプログラムの審査結果について
・ホタル調査について
・パークレンジャー養成講座について
・企業の森活動について
・平成28年度予定について

整備
学校協働
東地区

第2回 8月25日
1)企業の森活動プログラムの今後の展開について
2)天神川流域の活用について
3)企業の森～向井池東側園路の維持管理について

・プログラム報告(6～7月)
・えんづくりプログラムの実施結果について
・パークレンジャー養成講座について
・どんぐりの森プログラムについて

企業連携
整備(協働)

第3回 10月18日
1)天神川エリアでのホタル調査活動について
2)半島エリア(棚田跡地)の方向性の検討
3)東地区の基本計画について

・プログラム報告(8～9月)
・パークレンジャー養成講座について
・第5回企業の森活動体験会の実施について
・えんづくりプログラムの募集について
・秋の郷あそびイベントについて

調査
整備
東地区

第4回 1月18日

1)向井池西側園路について
2)落石対策工事について
3)半島エリア(棚田跡地)について
4)東地区の植生調査及び来年度調査について

・プログラム報告(10∼12月)
・郷の棚田プログラム募集について
・企業連携の進捗状況及び第5回企業の森活
動体験会の実施について
・えんづくりプログラムの実施結果及び審査結果
について

整備(パーククラブ)
整備
東地区

第5回 3月1日 1)中地区コラボレーション区域の整備状況について
2)水辺の広場プログラムについて

・プログラム報告(1∼2月)
・郷の棚田プログラムの募集結果について
・企業連携の進捗状況について

現況把握
学校連携

第1回 6月2日 1)東地区の竹林対策について

・プログラム報告(3～5月)、
　活動計画(6∼8月）
・えんづくりプログラムの審査結果について
・養成講座の開催について
・大輪会支援現地説明会の実施及び大輪会
理事会について
・企業との連携状況について
・H29年度予定について

東地区

第2回 9月20日

1)東地区の竹林対策（既存林の保全区域）について
2)東地区のPRイベントについて
3)中地区追加開設区域について
4)ミドリシジミの保全について

・プログラム報告(6∼8月)、
　活動計画(9∼11月）
・えんづくりプログラムの実施結果について
・養成講座について
・企業の森活動体験会について

東地区
中地区開設
整備(パーククラブ)H29

H28

H27



第3回 12月15日
1)パーククラブのメンバー募集方法について
2)東地区既存林の保全ラインと保全対策
3)外国人旅行客の公園利用の方向性について

・プログラム報告(9∼11月)、
　活動計画(12∼3月）
・えんづくりプログラムの募集結果について
・東地区ツアーの実施報告
・企業の森活動体験会及び式典の実施報告

パーククラブ
東地区
インバウンド

第4回 3月2日
1)東地区の今後の整備について
2)広報について
3)今後のプログラムの募集について

・プログラム報告(12∼2月)、
　活動計画(3月及び2018年度計画）
・パーククラブのメンバー募集方法について
・えんづくりプログラムの評価結果について
・外国人モニターの実施報告

東地区
広報
プログラム

H30 第1回 5月17日
1)パーククラブのメンバー募集方法について
2)みんなの森活動プログラムについて
3)東地区の施設内容について

・プログラム報告(3～4月)、
　活動計画(2018年度計画及び5∼8月）
・郷の棚田プログラムの評価及び審査結果
・東地区のヤマザクラ及び薬剤注入竹林
・平成30年度予定について

パーククラブ
府民連携
東地区




