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株式会社スノーピーク 



  

ⅠⅠⅠⅠ    基本コンセプト基本コンセプト基本コンセプト基本コンセプト    

 

箕面市の止々呂美地域は、豊かな自然環境を残した地域であるにもかかわ

らず、大阪市内中心部から車で約４０分と非常にアクセスのよい場所となっ

ています。 

この恵まれた立地条件と自然環境を活かし、多くのかたがたの来訪を促し、

ひいては止々呂美の地域活性化に繋げていく、そういったことが可能なのが

「箕面市立止々呂美ふるさと自然館」における自然体験活動等の提供である

と思われます。自然に接する機会が少なく、ストレスの多い生活を送ってい

るかたがたに、短時間のアクセスで自然豊かな憩いの場を提供することので

きる止々呂美の杜は、まさに都会のオアシスであるといえます。 

また、訪れるかたがたに、地元の特産品、農産物、加工品等の提供を行う

ことにより、地域住民との交流も深まり、ひいては地域活性化に繋げていく

ことも可能になります。 

株式会社スノーピークは、１９５８年の創業からアウトドア業界をリード

し、特にキャンプにおいては、１９９８年よりイベント「SNOW PEAK WAY」

を全国８箇所で開催するなど、年間数千名のお客様との交流があります。さ

らに、直営店での店頭イベント、店主催のキャンプなど様々な事業を展開し

ております。 

このような経験を活かし、箕面市立止々呂美ふるさと自然館の運営におい

ても当社の有するブランド力により集客力を向上させ、大阪府内外から来場

される大人から子どもまでの幅広いかたがたへ、様々なコンテンツの企画、

提供等を行い、止々呂美地域の活性化に貢献いたします。 

23 年度は、イベント各種実施いたしました。 



  

ⅡⅡⅡⅡ    事業概要及び実施事業概要及び実施事業概要及び実施事業概要及び実施したしたしたした時期時期時期時期などなどなどなど    

（箕面市立止々呂美ふるさと自然館の管理運営に関する協定書（以下「協

定書」）第１７条第１項第１号関係） 

    

○○○○事業事業事業事業コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト    

〔〔〔〔本館本館本館本館〕〕〕〕    

 自然館本館は、この事業の中心として、自然に関わる様々な体験を提供し

ます。 

 まず、グラウンドを活用して、キャンピングという切り口で、キャンプ未

経験者のかたがたを中心にキャンプ用品の提供、貸出し、設営指導等を行い

ます。これにより、「キャンプをしてみたいが、キャンプ場で行うのは不安

だ。」「初心者でまったくどのように行うのかわからないので手伝って欲し

い。」｢購入前に試しにテントで寝てみたい。｣というような利用者の声へ対

応することが可能となります。 

 また、止々呂美地区の地域住民と連携しながら地場産直品の提供、体験学

習などを行うことで、来館者と地域の交流を広げます。 

 もちろん、地域住民の活動拠点としての機能や、郷土資料の展示等による

地域のＰＲの場としての機能も併せ持っています。 

〔〔〔〔野外活動緑地野外活動緑地野外活動緑地野外活動緑地〕〕〕〕    

 野外活動緑地は、ベテランキャンパーから初心者まで幅広いかたがたが楽

しめる空間として、次の５つのキーコンセプトに基づき運営します。 

①自然の中に身を置いて、その自然を体感する空間 

②家族の絆を深める時間を過ごせる空間 

③友人、グループとの絆を深める空間 

④助け合いの精神を養う空間 

⑤子どもたちの自立心を養う空間 

 また、キャンプメーカーが管理するキャンプ場として、イベントの開催や

実際の設営指導、各種講習会の開催などプラスアルファーのサービスを提供

するとともに、周辺の豊かな自然観察や森林浴など、来場されたかたがたが

リフレッシュできる場といたします。 

 

○各施設にお○各施設にお○各施設にお○各施設における実施事業内容ける実施事業内容ける実施事業内容ける実施事業内容    

箕面市立止々呂美ふるさと自然館条例（以下「条例」）第２条各号に掲げ

る事業について、次のとおり実施します。 



  

〔〔〔〔本館東館本館東館本館東館本館東館〕〕〕〕    

場所 用途 時期 備考 

体験学習室 貸出  

会議室 貸出  

農作物等展示

コーナー 

販売 

(自主事業) 

止々呂美まちづくり協

議会様と協議を進める

が実施できず。 

浴室、脱衣場 入浴 

H23.4.2 

～H24.3.30 

 

テラス 
カフェ 

(自主事業) 

実施に至っておりません。      

各種イベント時に利用。 

    

〔〔〔〔本館本館本館本館西西西西館館館館〕〕〕〕    

場所 用途 時期 備考 

事務室 受付等 施設利用、講習受付 

販売 

(自主事業) 

箕面特産品及びキャン

プ用品の販売 講習室 

講習 

H23.4.2 

～H24.3.31 

 
各種アウトドア講習 

    

〔〔〔〔本館グラウンド本館グラウンド本館グラウンド本館グラウンド〕〕〕〕    

場所 用途 時期 備考 

貸出 
芝生養生の為利用開始

は 8/1 から 

体験キャンプ 

H23.8.1 

～H24.3.30 
それまでは、緑地使用 

地元イベント 8 月、10 月 盆踊り、だんじり 

グラウンド 

貸出イベント 10 月、11 月 阪急イングス、大丸他 

    

〔〔〔〔野外活動緑地野外活動緑地野外活動緑地野外活動緑地〕〕〕〕    

場所 用途 時期 備考 

公園  

貸出  

オートキャンプ  
野外活動緑地 

体験キャンプ 

H23.4.15～ 

 

 



  

○自主事業自主事業自主事業自主事業    

協定書第５条の規定に基づき、次のとおり自主事業を実施します。 

 

〔〔〔〔イベント等イベント等イベント等イベント等〕〕〕〕    

内容 時期 場所 備考 

ネイチャークラフト 4/2～4/3 本館  

桜ウォーキング 4/2～4/3 － 
本館から野外活動緑地まで

ウォーキング 

テントタープ＆新商

品展示会 
4/9～4/10 本館  

焚火体験会 4/7～4/10 本館  

カヌー講習 8～10 月 緑地  

SNOW PEAK WAY 2011 6/4～6/5 緑地  

スノーピークスター

ターウェイ 
6/25～6/26 緑地  

キャンプ講習会 通年 
緑地 

本館 
 

ダッチオーブン料理

講習会 
 本館  

クラフト講習会  本館  

里山ハイキング講習

会 
 

昆虫採集講習会  

野鳥講習会  

星空講習会  

農作物講習会  

本館 

各講師との日程等調整が整

わなかったため、継続して

調整中 

里山体験ツアー   

農業体験ツアー   

止々呂美まちづくり協議会

さんへ協力依頼協議中。 

※詳細は変更となることがあります。 

※上記のほかにも、随時イベント等を企画、調整及びスケジュール化し、事

前公募を行ったうえで実施します。 

 

 



  

〔〔〔〔物品販売物品販売物品販売物品販売〕〕〕〕    

内容 時期 場所 備考 

地元農産物の販売 本館東館 イベント時に 1 回実施 

アウトドア用品販売 テント、タープ、衣類等 

箕面市特産物及び止々

呂美加工品の販売 

もみじの天ぷら、ゆず

マーマレード、ゆず茶、

箕面市キャラクターグッ

ズ等 

日用品販売 石鹸、洗剤、タオル等 

軽食品販売 
お菓子、飲料、氷、アイ

スクリーム等 

薪、炭等の販売 

4/2～ 

止々呂美産 

キャンプ用品レンタル 4/15～ 

本館西館 

 

    



  

ⅢⅢⅢⅢ    人員配置その他の体制人員配置その他の体制人員配置その他の体制人員配置その他の体制    

（協定書第１７条第１項第２号関係） 

    

○人員配置○人員配置○人員配置○人員配置    

 前項「Ⅰ 事業概要及び実施する時期」に規定する事業を実施するため、

次のとおり施設に人員を配置します。 

〔従事者〕〔従事者〕〔従事者〕〔従事者〕    

役職 勤務時間 
週労働

日数 
雇用期間 備考 

本館館長(総括責任者) 
(自)10:00 

(至)20:00 
５日 通年  

野外活動緑地支配人 
(自) 9:00 

(至)18:00 
５日 通年 防火管理者 

アシスタント 
(自)10:00 

(至)18:00 
５日 通年  

アルバイト 
(自)10:00 

(至)18:00 
５日 通年  

アルバイト 
(自)10:00 

(至)18:00 
３日 通年  

アルバイト 
(自)10:00 

(至)19:00 
３日 通年  

アルバイト 
(自) 8:00 

(至)17:00 
１日 通年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

〔配置〕〔配置〕〔配置〕〔配置〕    

本館 

 平日    ２人 

休日    ２～３人 

 繁忙期   ３人 

野外活動緑地 

 平日    ２人 

 休日    ３人 

 繁忙期   ３人 

〔本館と野外活動緑地の連絡体制〕〔本館と野外活動緑地の連絡体制〕〔本館と野外活動緑地の連絡体制〕〔本館と野外活動緑地の連絡体制〕    

 固定電話、携帯電話 

 

〔宿泊者がいる場合の人員体制〕〔宿泊者がいる場合の人員体制〕〔宿泊者がいる場合の人員体制〕〔宿泊者がいる場合の人員体制〕    

 基本的には、当直を置きます。また、館長、支配人には、即時に連絡がつ

く体制を作ります。 

 

〔〔〔〔職員研修職員研修職員研修職員研修状況状況状況状況〕〕〕〕    

研修種別 

氏名 
人権 

個人情

報保護 
福祉 接客業 

イベ 

ント 

避難 

訓練 

館長 1 月 済み  ○ ○ ○ 

支配人  済み  ○ ○ ○ 

アシスタント  済み  ○ ○ ○ 

アルバイト     ○ ○ 

アルバイト      ○ 

アルバイト      ○ 

アルバイト      ○ 

アルバイト      ○ 

 

 

○○○○危機管理危機管理危機管理危機管理体制体制体制体制    

 協定書第１２条第２項の規定に基づき作成する「危機管理マニュアル」に

基づき、対策を講じます。 



  

ⅣⅣⅣⅣ    管理業務に要する経費及びその内訳（収支管理業務に要する経費及びその内訳（収支管理業務に要する経費及びその内訳（収支管理業務に要する経費及びその内訳（収支報告報告報告報告書）書）書）書）    

（協定書第１７条第１項第３号関係） 

    

○収入○収入○収入○収入    

実績実績実績実績                                                                                                （単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）    

科目 実績額 内訳 

貸部屋（体験学習

室及び会議室） 
10,000 円 有料使用数 13 回 

本館グラウンド・

キャンプサイト 
60,553 円 宿泊 3 組利用デイキャンプ 57 人 

グラウンド貸出 21,429 円 団体有料利用 

入浴 298,978 円 
大人料金 300 円*使用数 767 回 

子供料金 150 円*使用数 605 回 

野外活動緑地・キ 

ャンプサイト 
13,291,368 円 

全 90 サイト （6,000 円平日－

1,000 円繁忙期＋1,000 円電源＋

1,000 円）稼働 1,749 サイト 

デイキャンプ利用 2,927 人 

コインシャワー（5 分/100 円）  

年間利用回数 826 回 

   計 13,682,328 円     



  

○○○○支出支出支出支出    

実績                       （単位：円） 

科目 実績額 内訳 

人件費 16,617,249 円 
賃金（手当含む。）14,501,816 円 

社会保険料     2,115,433 円 

本館光熱水費 1,112,420 円 

電気料金       861,513 円 

上下水道料金    128,301 円 

ガス料金       122,606 円 

野外活動緑地光熱

水費 
1,037,044 円 

電気料金       571,356 円 

上下水道料金    407,354 円 

ガス料金       58,334 円 

什器、備品等 1,217,438 円 
什器減価償却、セコム減価償却、草

刈り機他、各種備品など 

車輌リース代 813,196 円 
作業、人員移動、買い出し 

燃料代込 

一般管理費 8,897,889 円 
浄化槽管理代、セキュリティー代 

など 

合 計 29,695,236 円  

 



  

ⅤⅤⅤⅤ    施設の維持管理に関する業務施設の維持管理に関する業務施設の維持管理に関する業務施設の維持管理に関する業務    

（協定書第１７条第１項第４号関係） 

 

○○○○建築物等の維持管理に関する業務建築物等の維持管理に関する業務建築物等の維持管理に関する業務建築物等の維持管理に関する業務    

・施設の屋根、外壁、建具、天井、床、外構等の敷地内各部の日常的な保

守及び点検を行いました。 

・敷地内の樹木及び植栽を、芝刈り機、草刈り機の導入良好な状態で管理

しました。 

・法令等に基づく施設及び設備の適正な点検及び検査を実施しました。 

 

○○○○貯水施設の維持管理に関する業務貯水施設の維持管理に関する業務貯水施設の維持管理に関する業務貯水施設の維持管理に関する業務    

・自然館野外活動緑地の進入路入口付近の貯水タンクと自然館野外活動緑

地に設置の合併処理浄化槽の清掃、点検等の業務を行いました。   

指定業者 出口興産株式会社に委託。 

 

○○○○附属設備の保守点検附属設備の保守点検附属設備の保守点検附属設備の保守点検に関する業務に関する業務に関する業務に関する業務    

・電気設備、空調設備等について、安全性、快適性等を確認し管理しまし

た。 

・消防設備等について、法令等に基づく点検及び検査を実施しました。 

 

○備品に関する業務○備品に関する業務○備品に関する業務○備品に関する業務    

・市が貸与する備品について、市の関係例規等に基づいて常に正常に機能

するよう定期的に点検を行い管理しています。 

・市が貸与する備品は、市が指定する備品台帳により管理し、購入、廃棄

等異動については、遅滞なく市に報告します。 

 ・本社の負担により設置工事を必要とする備品を購入する場合は、あらか

じめ市の承認を得るものとします。今年度は無し。 

 

○日常清掃及び定期清掃に関する業務○日常清掃及び定期清掃に関する業務○日常清掃及び定期清掃に関する業務○日常清掃及び定期清掃に関する業務    

・敷地内及び施設内の定期的な清掃実施し美観を維持致しました。 

・衛生面及び安全面に十分配慮致し、自然館利用者にとって快適な施設環

境を提供するため、計画的に清掃を実施しました。 

 

    



  

○修繕に関する業務○修繕に関する業務○修繕に関する業務○修繕に関する業務    

・日常の管理業務で発生する修繕、計画的に行う修繕、緊急を要する修

繕等については、本社の責任と負担により行い、修繕後は速やかに市

に報告しました。 

・自然館の施設について大規模改修の必要性が生じた場合は、直ちに市に

報告しました。 

 

○○○○不法投棄対策に関する業務不法投棄対策に関する業務不法投棄対策に関する業務不法投棄対策に関する業務    

野外活動緑地及び進入路への不法投棄が発生しないような環境づくり（見

回り、周知看板等）に努めます。 



  

ⅥⅥⅥⅥ    その他その他その他その他    

（協定書第１７条第１項第５号関係） 

 

○○○○環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策    

 箕面市立止々呂美ふるさと自然館が、豊かな自然に恵まれた地域に立地し

ていることに鑑み、次のとおり環境保全対策を講じます。 

〔〔〔〔希少動植物の保護、ごみ減量等への対策希少動植物の保護、ごみ減量等への対策希少動植物の保護、ごみ減量等への対策希少動植物の保護、ごみ減量等への対策〕〕〕〕    

 止々呂美地区（特に野外活動緑地近辺）は、オオタカ等の希少鳥類や多様

性に富んだ植物も多く存在しますので、杜の動物への影響を最小限に留める

ため、以下の行為は環境への影響を考慮し禁止とします。 

・大きな音の発生する行為 

・花火 

・巨大なキャンプファイヤー 

・野外活動緑地においては、キャンプサイト以外の山林への立入り 

 また、地元保護団体、ＮＰＯ等とも協力し、来場者へ環境への配慮の注意

喚起並びに排出ごみの減量及び持ち帰りの呼びかけを積極的に行います。 

〔産業廃棄物の処理〕〔産業廃棄物の処理〕〔産業廃棄物の処理〕〔産業廃棄物の処理〕    

産業廃棄物の処理に当たっては、法令等を遵守するとともに、箕面市廃棄

物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例（平成１５年条例第８号）

第２条第２項第５号に規定する事業者として処理を行います。 

〔〔〔〔アウトドア自然保護基金アウトドア自然保護基金アウトドア自然保護基金アウトドア自然保護基金〕〕〕〕    

アウトドア自然保護基金（コンサベーション・アライアンス・ジャパン）

は、アウトドアスポーツを対象にビジネスを行っている企業がそのフィール

ドである自然を保護するために、ビジネスで得た利益の一部を日本国内の自

然保護の団体やグループへ活動資金援助を行う基金活動団体です。 

本社は、この団体の運営に携わることで、様々な手法により森林、河川等

の自然環境保護に関する啓蒙活動を行います。 



  

危機管理マニュアル危機管理マニュアル危機管理マニュアル危機管理マニュアル 

    

＜＜＜＜責任者及び体制責任者及び体制責任者及び体制責任者及び体制＞＞＞＞    

総括責任者 本館館長      田村 和之 

責任者   野外活動緑地支配人 跡路 茂文 

アシスタント    山口 昌浩 

      その他スタッフ 

防火管理者 野外活動緑地支配人 跡路 茂文 

（修了証番号 第 0017425） 

火元責任者 本館館長      田村 和之  

 

＜緊急連絡体制＞＜緊急連絡体制＞＜緊急連絡体制＞＜緊急連絡体制＞    

災害、緊急事態等が発生したときは、確認をした者は直ちに現場管理者に

報告を行い、共同で初期処置及び緊急連絡を行ったのち、関係各所に報告を

行う。各事案対処後は、管理責任者は、報告書を作成して関係各所に提出し

て、対応策及び改善策の協議、情報共有等を速やかに行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場責任者 

発見従事員 

機械警備 緊急通報先 

スノーピーク 

神戸営業所 
箕面市 

スノーピーク 

本社 

連絡 

指示 

連絡 

相互協力 

通報 

通報 

報告 報告 

監査・指示 

報告・協議 



  

＜＜＜＜緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先＞＞＞＞    

・現場責任者 

①番 本館館長       田村 和之  TEL 080-3107-8066 

②番 野外活動緑地支配人  跡路 茂文  TEL 080-4375-4720  

③番 アシスタント     山口 昌浩  TEL 080-3673-2042 

 ・スノーピーク神戸営業所    石垣 純三   TEL 078-599-5101 

 ・スノーピーク本社       近藤 哲哉   TEL 0256-46-5858 

 ・箕面市 地域創造部 商工観光課       TEL 072-724-6767 

 ・機械警備基地局（セコム池田営業所）    TEL 072-760-3103 

 

＜＜＜＜緊急通報先緊急通報先緊急通報先緊急通報先＞＞＞＞    

・事故、事件 

箕面警察署               TEL 072-724-1234 

・火災、水難、急病 

箕面市消防本部             TEL 072-724-5678 

・怪我、病気、食中毒、感染症 

   箕面市立病院              TEL 072-728-2001 

   豊能広域こども急病センター       TEL 072-729-1981 

大阪府池田保健所            TEL 072-751-2990 

・停電 

  関西電力池田営業所           TEL 072-752-5070 

 

＜台風等による大雨及び暴風時の対応＞＜台風等による大雨及び暴風時の対応＞＜台風等による大雨及び暴風時の対応＞＜台風等による大雨及び暴風時の対応＞    

①事前に台風の接近等で、大雨及び暴風が確実と考えられる（大雨洪水暴

風警報発令時など）場合については、利用予約者や来館者に対し施設の

利用をお断りするとともに、利用者の安全が確保できると認められるま

で施設を一時閉館する。 

②警報解除など天候が回復したときは、場内の巡回を行い土砂の流出や崩

落、橋などの安全確認、各施設の状況等を確認後、利用の再開を決定す

る。 

③警報発令時以外にも大雨や水量が増える兆候が見られた場合は、安全に

施設を利用できるよう責任者が利用者に指示するものとし、なお事態が

深刻と認められる場合は、利用予約者や来館者に対し施設の利用をお断

りするとともに、利用者の安全が確保できると認められるまで施設を一



  

時閉館する。 

④異常箇所の点検、原因の調査等は、二次災害防止のための応急処置を

行った後、安全に十分注意して行う。 

⑤警報発令、水位等の情報の取得は、インターネット（い～ないながわ

ネット等）メール配信サービス、テレビ、ラジオ等で収集する。 

⑥野外活動緑地においては、水面に近い位置にメイン通路があるブロック

では、移動のため避難用のルートも確保する。 

 

＜けが＜けが＜けが＜けが及び及び及び及び急病の対応＞急病の対応＞急病の対応＞急病の対応＞    

①軽微なけが及び急病に備えて、基本的な救急対応ができるよう救急箱を

設置し、薬や消毒薬を常備する。 

②重病及び重傷である大きな事案（骨折や大量の出血を伴う外傷など）の

発生時には、直ちに救急車の手配及び家族への連絡を行うとともに、救

急の処置を行う。 

③意識を無くして倒れ心停止状態となったかたには、ＡＥＤの使用、救命

蘇生法の実施等の処置を行う。従事者には、ＡＥＤ及び救命蘇生法の講

習を受講させることとする。 

 

＜＜＜＜停電時の停電時の停電時の停電時の対応＞対応＞対応＞対応＞    

①停電時の備えに、懐中電灯等を常時設置しておく。 

②停電時は、施設及び利用者に大きな混乱が生じないよう、責任者が適切

な処置を行うとともに、電力会社へ対応を依頼する。 

 

＜火災の防止＞＜火災の防止＞＜火災の防止＞＜火災の防止＞    

①指定場所以外での喫煙は、禁止とする。 

②調理に伴う火気の使用については、当該調理場に消火器等の防火設備を

備え付け、事故があった場合には直ちに対応できるようにする。 

③キャンプファイヤーに伴う火気の使用については、利用者に必ず消火す

るよう注意喚起するとともに、防火設備の設置場所について説明する。 

④消防署から消防計画等の改善に関する指摘があった場合は、できるだけ

迅速に指摘箇所の改善を行うよう努める。 

 

 

 



  

＜その他留意事項＞＜その他留意事項＞＜その他留意事項＞＜その他留意事項＞    

 ①従事者は、関係各法令の定めにより、常に安全に留意して事故及び災害

の防止に努める。 

②施設補修等の工事に伴い、関係者以外の立入りを禁止する場合、当該場

所をロープで囲むとともに、立入り禁止の標示を行う。 

 ③従事者全員に対し、安全教育、安全訓練等を定期的に行う。また、労働

災害が発生した場合は、直ちに箕面市商工観光課へ報告するとともに、

後日災害の発生原因、状況等を調査し、その防止策を講ずる。 


