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※一部抜粋

性別 年齢 自由意見（任意）　　277件　

女性 40～49歳 ピクニックとか食べ物が有ればより良いなと思います。

男性 30～39歳
河内長野は豊かな自然に子供たちが触れ合い、学べる機会が多い事を期待して最近引越してき
たので、是非様々なイベントに参加してみたい。

男性 70歳以上 もっと自然を理解して、自然とふれあえる機会が有れば良いと思います。
男性 50～59歳 公営のオートキャンプ場を作ってください。

女性 60～69歳 楽しく安全に活動できる事に期待します。

女性 40～49歳

河内長野は、山に登るような道具を準備しなくても滝や森の中で遊ぶ場所があるが、その場所にト
イレや駐車場、公園などが少なく長時間滞在するような魅力が少ない気がします。
公園は、球技ができる所や遊具の充実、駐車場、トイレの整備など子育て世代が魅力を感じる公
園が少ないと思います。

女性 70歳以上 季節の情報や登山の注意や地図やコンパスの見方などの知識を得たい。

女性 50～59歳

小さい子供がいる家族対象のイベントは良く聞くのですが、大人が楽しめる、森林レクリエーション
もあると良いなと思います。
普段の生活から離れて、森林浴をしながら、美味しいコーヒーをちょっとしたキャンプ用品を使って
頂くだけでも癒される。

女性 40～49歳 子供が二人いるので自然に関われるところが増えるとありがたいです。

女性 40～49歳

河内長野の森は、よいイメージを持って行っても、実際に森に行くと、うっそうと生い茂った暗いじめ
じめしたイメージがある。
暗い、寒い、怖い、蚊がわいてそう、道が整備されてない(烏帽子形公園など)、のイメージが減って
ほしい。また、行った先で寛げるようなお弁当広場など、芝生エリアも増えてほしい。

女性 30～39歳 キャンプ場や、グランピング施設があれば子供との交流にも役立つかと思います。

女性 60～69歳
木根館などで木と触れ合う機会はありますが、親子だけでなく、中高年世代も気軽に体験できるよ
うなワークショップやハイキングも短めの距離をガイドさんに誘導してもらえるレクリエーション等を
企画していただけたら嬉しいです。

女性 50～59歳 森林を通して水や、資源の大切さを学びにして行って欲しいです。
女性 70歳以上 河内長野の端っこ在住で山に行くには足が無い。
男性 70歳以上 川沿いや竹やぶなどに、ゴミが目立つ。六甲山にも行きますがゴミの量が違います。
男性 20～29歳 河内長野シティマラソンのように河内長野トレイルランニング大会を市で開催してほしい。
女性 30～39歳 河内長野は自然が豊かなのだから、もっと活用するべき。

男性 19歳以下 山の竹などの伐採体験に期待しています。

男性 70歳以上 道標、道案内、休憩ベンチ。

女性 40～49歳
歩く速度などの違いもあるかと思いますので、年代別やファミリー、女性、男性等でグループ分けを
したり、定期的に実施し告知する等の工夫があれば都会から参加される方もいる。

女性 30～39歳

発達障がいや知的障がい、身体障がいなどをお持ちこども達でも、もっと自然と触れ合える機会を
作ってほしいです。
周りから理解され、みんな違ってみんないい。いきいきと成長できる環境、機会を作ってほしいで
す。
じっと座っていられないかもしれないし、その子なりの表現で大きな声を出してしまうかもしれない。
走り回ってしまうかもしれない。けれども、事故に繋がらない範囲で、それでもOKでみんなと笑顔で
自然に触れ合える機会があってほしいです。
それが、何らかの障がいのこどもを抱え悩む親へのサポートにも繋がると嬉しいです。地域で支え
合えるような機会を望みます。

女性 40～49歳 体力を消耗せず、疲れずリフレッシュ出来たら楽しいかなと思います。
男性 40～49歳 岩湧山、滝畑等の資源を是非活用して頑張ってください。
男性 70歳以上 具体的な場所を教えて下さい。
男性 50～59歳 最大限の資源活用。
男性 40～49歳 ここで体験したことから次の何かにつながるようなことだと来て良かったなあと思います。
男性 40～49歳 森の癒し効果と健康的な食事で健康的な生活をおくれるようになると希望します。
男性 70歳以上 参加できる機会を出来るだけ増やして頂きたいです。
女性 40～49歳 子供達にも自然と関わる機会が増やせたらいいなと思います。
男性 60～69歳 自然保護、河川の清掃、自然観察に視点を当てた活動を希望します。
女性 50～59歳 車ではなく電車などで来てほしい。路上駐車はやめてほしい。

男性 60～69歳
河内長野市に、沢山森林があるのですが、ほとんど利用されていない。利用場所が少ない。キャン
プ場が欲しい。

男性 30～39歳 河内長野市の森林活用、期待大です。頑張ってください。

女性 40～49歳 森林がたくさんある市に暮らしているのに、普段から関わる機会がないので、残念に思ってます。

河内長野市内の森林レクリエーションについて、 期待することを自由に記入してください。
※任意です



男性 20～29歳

岩湧山では以前キャンプ場があったと聞きます。たしかにいまでもその遺構は確認ができます。最
近では一昔前のようにキャンプや登山などアウトドアが脚光を浴びています。そのような遺構を現
代のニーズに沿うように上手く整備し、河内長野の強みである自然の豊富さを全面に打ち出した事
業展開を期待したいです。今回の森林レクリエーションのアンケートにはたくさんの方からのご意見
があることと思いますが、それらも踏まえて初級者から上級者までが楽しめるようなアウトドア基地
のような意味合いを持たせて整備してもらえれば、今後の河内長野市政の改善（人口増加や財政
回復等）も狙えるかもしれません。

女性 70歳以上
金剛山登山やっていますが健康の為だけでしたが、最高のリーダーに出会いマップ、情報と豊富な
知識を教えて頂き、いろんな森林浴と出会っています。森林リーダーがいらっしゃったら参加しやす
いかと思います。

女性 30～39歳

こどもがいますが、オリンピック影響でスケボー始めBMXもやりたがっています。
スケボーパークが全然ありません。音の問題があるのなら、いっそ森林の中に作ってはいただけま
せんか。自分たちで山中に作った人もいます。
一緒にマウンテンバイクやトレッキングのコースを分けた山道整備、アスレチックも作って欲しいで
す。アスレチック、昔あったのに閉鎖になり残念です。
ひと山まるまるアクティビティパーク。入山には図書館のように会員証作成、約束遵守、守れない時
はペナルティあり、市営のパークとお店で赤字にならない経営を。高齢者雇用で触れ合い促進を。
河内長野への移住も考え市の状況調べましたが、自然が多くても、市のサービスもこどもが安心し
て自由に遊ぶ所も少ないならあんまし魅力ないと思っています。
行政勤務経験があり、しがらみが多くて実施が難しいのはわかりますが、攻めた事業や場所作り
を！そうすればこども持ちの若い家族がもっと集まってきたり、イベントで人流が増えると思いま
す。

女性 40～49歳
毎週末とか隔週末に3つくらいのレクリエーションがあって気が向いた時に参加出来たら嬉しい。
コロナで難しいかもしれないけど、天気が良かったら予約無しで参加するとか出来たら嬉しい。

女性 40～49歳
子供たちや林業に興味のある大人たちに、伐採体験を通じて資源の大切さを伝えてほしい。林業
体験があったが、日曜日にしてもらいたい。

女性 70歳以上
大都会の近くにありながら、こんなにも素晴らしい自然に恵まれている河内長野は宝物のような存
在です。森林レクリエーションの試みはとても素晴らしいと思いますが、商業ベースに傾き過ぎず変
な俗化に陥ることなく進めて頂きたいと思います。

女性 70歳以上 山を育てる教育が小学校や中学校などでカリキュラムに入っていると良いなと思います。

男性 30～39歳
薪ストーブを使用しています。燃料となる薪の調達を間伐などのお手伝いをすることによって、いた
だけるシステムがあれば本職じゃなくとも後継していけるのかなと思います。

女性 30～39歳 子供が安全に自然の中で遊べるような場所がもっと欲しい。
女性 60～69歳 安全安心で気持ちよくレクに参加出来ることを願います。
女性 40～49歳 自然が多い利点を活かし、他府県からも来ていただき、市が活性化するといいなと思う。
女性 30～39歳 家族で参加できる防災キャンプをしてほしいです。
女性 30～39歳 子どもも大人も無理なく楽しめるもの。体力的にも不安なく参加できそうなもの。

女性 60～69歳
私の住む地域は、住宅地ではありますが、自然に恵まれて、友人たちと近隣を散歩するだけで、良
い所に住んでると感じます。ただ、高齢になると、住み辛い地域でもあります。高齢になっても、森
林レクリエーションを若い人たちと共に楽しめる町にしてほしい。

女性 40～49歳 自分自身が自然を大切にしないといけないと気づけるようになればいい。
男性 60～69歳 車椅子対応の設備を充実させてほしい。

男性 40～49歳
大阪から30分で「森」に来れることのアピールを積極的に行い、ショッピングモールやアミューズメン
トといった都市型ではなく河内長野の財産である「森」を武器に、脱都市型を望む層から支持が得
られるように森を長期的に育てていければいいと思う。

女性 50～59歳 自然が多く、魅力的な河内長野市での楽しい体験をたくさんしたいと思います。

女性 60～69歳 自然に触れて　癒されたい。
女性 70歳以上 幼い子供達も参加して楽しめるイベントもあると良いと思います。
男性 20～29歳 自然保護の観点を学びたい。

男性 40～49歳

森林と人間の関わり方というのは昔の人の時代から行われてると思っていて、共生というか、これ
までどういった生活と共に森林と関わっていたかといったことを、体験してみたいなと思います。
例えば、文明の利器を用いずに、一泊2日を森林の中で過ごしてみる、必要なものはできるだけ現
地調達で、しかも森林には負担をかけない、みたいなことを通じて、スキルと知恵とを身につけられ
るようなもの。
こんな先人たちの知恵や工夫を体感できるものがあれば魅力的だと思います。

女性 40～49歳

小学生と中学生の子供と一緒に楽しみたいです。
あまりにも登山が続いたり、体力を使うようなものだと辛い記憶として残ってしまうので、楽しめる程
度のレクリエーションがいいです。
自宅から車ですぐにいける場所がとても自然に溢れていて、河内長野市民として他市に自慢した
いです。子供にもそうなってほしいです。
滝畑ダムのそばにいくと空気がすんでいて、川遊びをしても水がきれいで冷たくとてもお気に入り
の場所です。そのほかにもいい場所を教えていただきたいです。

女性 30～39歳 自然と共に健やかに生きる。そのような社会を体現できると信じています。
男性 70歳以上 駐車場の確保、バス運行。



男性 60～69歳
これだけ恵まれた自然環境を維持し、いかに活かすか。また、どれだけ市民（住民・利用者）の身
近なものとして親しめるか、行政・市民がいっしょになっての課題解決が必要と思う。

女性 30～39歳
子供も幼い頃から自然と親しめるような環境に期待します。老若男女、家族で楽しめるレクリエー
ションがあると嬉しいです。

女性 30～39歳
河内長野は山に囲まれていますが、子供連れだとトイレがあるのかや、どこまで車でいけるのか、
どんな上り道なのかなのなど情報がほしい。

男性 50～59歳 親子で参加できるもの。
男性 70歳以上 ペットを連れて行けるところで、駐車場、トイレ、休憩場所の完備。
男性 70歳以上 マップの整備、広報活動。標識の整備、散策ルートの整備。

女性 30～39歳
河内長野は自然が多いので、スポーツ施設などがくっ付いたもっと自然を生かした大きな子供も遊
べる施設などを整備したらいいと思います。

男性 70歳以上 ハイキングコースの整備。

男性 30～39歳
初心者向けや幼児連れでも行けるハイキングなどを考案頂くと凄く嬉しいです。
自然と触れ合わせてあげたいので、難易度の低めのハイキングなんかは一番期待しています。

女性 50～59歳
参加の際に、体力や体調に合わせて内容を選べるような目安が示されれば、ケガなどの心配も少
なく参加しやすい。

女性 50～59歳 豊富な森林資源を有効に様々な分野で活用して欲しいと思います。
女性 20～29歳 森林レクレーションをするにあたって、運営側の求人の募集などしていただきたいです。

女性 60～69歳 子供達と家族全員で安全に1日かけて遊べる大きなアスレチック公園ができたらいいと思います。

男性 30～39歳
森林レクリエーション等の河内長野の自然を活かした事業を活発化させ、都心部からの集客やそ
れに伴う都心部への交通網を整えて欲しい。

女性 60～69歳

河内長野市は70%近く森林が占めています。これといって財政を潤すほどの産業もなく、ふるさと納
税も今一です。おまけに高齢者が多くこのままでは他市に統合してもらうしかないかと思われます。
森林浴を楽しむ宿泊施設の建設とか話題になるような施策をお願いします。

女性 30～39歳 市内に何箇所も設定されている。（あまり家から遠いと行く気がなくなる。）

女性 30～39歳

森林で非日常（デイキャンプ、キャンプ、ハイキング、ハンモックでコーヒを飲みながら読書できる、
アスレチックなど）を体感できるところもあり、森林浴で癒やされ（子供からお年寄り障害のある方全
ての方が利用できるトイレなどがあり）、木材の利用販売、木工体験を経て森林の大切さに繋げて
地域の発展に繋げていければいいと思います。
河内長野に住んでまだ3年ですが、自然が素晴らしくとても良い所だと思います。
市内や自然が少ない所に住んでいる方は少し遠くても魅力があれば訪問してくれると思います。

女性 50～59歳 烏帽子公園を健康増進のため器具を設置したり犬との散歩できるコースを整備したりしてほしい。

女性 30～39歳

緑豊かな自然がある中で育った人は、想像力、発想力があるように感じます。
①実施回数を定期的に行い、定着するようにしてほしい。
②赤ちゃんや、子連れが参加できるように授乳エリア、トイレ完備、親子に優しい施設を希望。
③体験型を希望。

男性 20～29歳
自家用車を持っていないため、河内長野駅からアクセスしやすい(電車やバスで行ける)森林レクリ
エーションをまとめた資料があれば嬉しいです。

女性 30～39歳 小さな子でも安全に遊べる場。
女性 20～29歳 コミュニティ化。

女性 20～29歳
身内が山林を所有していますが相続する際に、山林でも相続したいと思えるような制度があれば
嬉しいです。

女性 40～49歳
実際に来た人がまた来たいと思える事。地元でお金を使ってもらえる事。森林までが遠い。駐車場
があまりない。ゴミとトイレの問題は必ず出る。

男性 70歳以上 森林レクリエーションを通して、河内長野市民以外の人に、河内長野市をPRし移住を促す。

女性 60～69歳
河内長野の特徴をいかして、観光産業にもう少し力を注ぎ、他市からもたくさんの人たちが行きた
いとおもってもらえるうな魅力ある都市をめざして欲しい。

女性 30～39歳 トイレやBBQ設備、川遊びが気軽にできる施設が欲しいです。

男性 50～59歳
河内長野の文化財施設と関西サイクルスポーツセンターの再生も鑑みて、神戸のネスタリゾートに
負けない施設とコンセプトを立案できれば、大阪、奈良、和歌山から集客できると思います。ただ、
河内長野への高速道路のアクセスは必須だと思います。

女性 30～39歳

我が家は7,5,1歳の子供がいます。広報などで見かけるイベントのほとんどが小学生以上（3,4年以
上が多い気がします）で、未就学児が参加できるものが少ない印象です。年の違う兄弟も一緒に参
加できるような、ファミリーで参加できるようなイベントがあったら良いなと思っていました。お勉強、
いわゆる早期教育が重視されつつありますが、未就学の頃から自然の中で楽しめる機会があると
いうのは、それ以上に大事な事だと思います。

女性 30～39歳 自分でも行けるようなおすすめ自然スポットの紹介があると嬉しいです。

女性 40～49歳
家族や１人ででもちょっと自然に親しみ、ホッと出来る空間づくり。ベンチや駐車場、トイレなど整備
して欲しい。

女性 40～49歳
山の川の近くが真夏でも、とても涼しくてビックリしました。ひんやり涼しくて、心地よいです。グラン
ピングスポットとして、良さそうです。川遊びスポットとかも良さそうです。駐車場とかトイレとか整備
してほしいです。

女性 60～69歳
河内長野は自然がたくさんあるのでいろいろなことが出来ると思います。
アスレチックなどもあれば孫を連れて行ける。



女性 30～39歳 トイレの整備。
男性 30～39歳 子ども連れで行きやすい環境を望みます。

その他 30～39歳

豊かな自然があるのにあまり魅力が発信されてる感じがせず残念に思う。
登山やハイキング客だけでなく、キャンプやグランピングが出来る場所を増やしたりもっと宣伝して
欲しい。
交通の便が不便で、車がないと行けないイメージがあるので、もう少し手軽に身軽に行けたら嬉し
い。
関西サイクルスポーツセンターで行っている森林レクはとても魅力的だと思う。

男性 70歳以上

遊歩道、登山道、施設、道標の整備とそれらを維持管理するための人材も含めた体制作りが必要
です。
大いに期待しています。同時に自分もお手伝いすることがあればやりたいです。

男性 50～59歳 これを口実に市税投入、乱開発はやめていただきたい。
男性 30～39歳 気軽に、小さな子どもがいても楽しめること。
女性 60～69歳 時間の制約なくゆっくり楽しみたい。ゴミ拾いを組み込んでもよい。

女性 30～39歳
赤ちゃん連れでも楽しめるイベントがあれば参加したいです。その際には簡易の授乳室やおむつ
替えの設備があるといいです。

女性 40～49歳
河内長野は高速から遠いため、ここでないといけない何かをアピールしないといけないと思いま
す。ネスタリゾート神戸を参考に大胆にチャレンジすることが必要です。
ネスタリゾート神戸もアクセスがとても悪いです。

女性 30～39歳

子育て世代です。子供を自然いっぱいで育てたくて引越ししてきました。
河内長野市には自然がたくさんあります。子供のためのアスレチックや自然の中で遊ぶ場所や学
べる環境がほしいです。
勉強も大切だけど自然の中で学ぶことはもっと大切だとおもいます。
キャンプブームなのでキャンプ場が滝畑以外にあってもいいなと思います。
このあたりだと吉野の黒滝付近にキャンプに行っています。近くに風の湯もありますし公園も併設さ
れているキャンプ場があれば夏以外でもキャンプしやすいと思います。

男性 70歳以上

一度で完成品はできないから、何回か実施しながら、反省点を相談仕合い、質を高めていくのが良
い。
先日堺市が旧堺港でおとひめの休日をやっていたが、小規模だが協力するお店の人たちの姿勢
が好ましく、回を重ねて良くなっていきそうな気配を感じたのです。

女性 50～59歳
市内にグランピングなどのキャンプ場の施設が整備されれば嬉しいなと思います。大阪市内からも
近いので、気軽に河内長野の自然でアウトドアを楽しめる。

女性 70歳以上

①森林の散策等が、安心安全に出来る事。
②樹木や植物の名前を知らせる札を取り付け、改めて確認できるようにして欲しい。③所々に屋根
付きの休憩場所の設置。
④道順の立て札。
⑤立木を利用した迷路やブランコ、ハンモック等があり、年齢関係なく楽しめると良い。

女性 50～59歳
「樹木たちの知られざる生活 森林管理官が聴いた森の声」という本や、高田宏臣さんの活動など
に興味あり、市民の意識が深まるような集いを開いてもらえたらいいなと思います。

男性 60～69歳 森林に手が入れられていないことがわかるので、非常に残念です。

女性 60～69歳
河内長野市には、森林が豊富にあるのでぜひ有効に使って人にも河内長野市にも役立てて欲しい
です。

女性 50～59歳 森林内でのヨガに参加したいです。

男性 50～59歳
河内長野の素晴らしい自然を目的に多くの観光客に来てもらいたいが、ゴミの散乱や自然を壊す
ようなものでなく、大切な森林を守りつつ自然を楽しむレクリエーションであればいいと思います。

女性 30～39歳 キャンプ場がもう少し増えてほしい。川で遊べたり、色んな昆虫を探して競うなどできればよい。

女性 30～39歳

昨今のキャンプブームで、大阪など都市部に住んでいるが週末には自然の中でキャンプをして楽し
みたいという人が大勢いると思います。
我が家もキャンプをしますが、大阪から近場でと考えると、奈良や和歌山北部などによく行っていま
す。例えば大阪市内に住んでいる方などが、近場で自然を楽しみたいと考えた場合、河内長野の
森林を生かした素敵なキャンプ場があれば選んでいただけるし、新たな魅力になると思います。ま
た、「ユーザー」というアウトドア用品の生産をされている会社も河内長野にありますので、そこと
タッグを組んでイベント、というのもおもしろい。

男性 20～29歳 観光業の活性化。

女性 60～69歳 三日市町駅けら延命寺に行く道を整備して川遊びや森林浴ができるようにしてほしい。

女性 70歳以上 家族や年齢を問わずリフレッシュできるテーマパークが良いと思います。
女性 30～39歳 子供に特に体験させたい。
男性 40～49歳 日本一のアスレチックを造って欲しい。

女性 30～39歳
河内長野には森林がたくさんあるのに、こどもが遊べる広々としたアスレチック場が　　ない。神戸
の某リゾート場のような施設があれば良い観光地になると思う。

女性 30～39歳
緑豊かな環境を活かし、子どもに対する施策に反映させてください。
消滅危機都市として、まちの再生には若い力が不可欠です。
高齢者支援は最低限に見直し、子どもや子育てへの支援を充実させてください。



女性 50～59歳
木から木へロープを使って滑って(渡って)行ったりすることも楽しいし、木工細工を作るのも楽しいと
思います。ハイキングの道のあちこちにクイズをつけたりして集めて正解を見つけたり、考えたりな
ど、できればよい。

女性 40～49歳 貴重な森林資源の活用。

女性 20～29歳

寺ヶ池公園をもっと整備してほしい。
池の周りを見渡せて歩けるような設備にしてほしい。狭山池みたいに。そしたら人ももっと集まるし
賑わう。

女性 50～59歳

岩湧の森によく行きます。
以前はキャンプ場が有ったのに、無くなってしまい、全面的に火気厳禁にになってしまいました。
これからの季節、お湯を沸かしてラーメンを食べたりコーヒーを飲みたいです。
四季彩館のテラスや広場など、場所を決めてバーナー使用を認めて欲しいです。

女性 60～69歳 滝畑ダム周辺で手軽なハイキングコースを知りたい。

女性 50～59歳

京都南丹市の美山のように、森林千年プロジェクトとして、森を守る為の活動。尚且つ新鮮な食材
を使った、ここでしかない物の販売。プロジェクトには、もちろん、色々な学習、体験、疾病予防、を
含む。

女性 40～49歳

SDG'Sを含め、環境保護や自然の大切さ、ゴミ問題などをこれからの未来を託す若い世代に子供
の頃から教える場を作って欲しい。
河内長野市は都心部からのアクセスも良い割に自然が豊か。
森林を切り開かずに、残したまま有効利用して欲しい。

男性 50～59歳 イベント開催。
女性 60～69歳 ハイキング出来る山道をもっと安全に整備してほしい。

女性 30～39歳

自然は大切ですが、森林レクリエーションを高齢者向きにしないでほしい。高齢者向きにしたところ
で、市にお金はそんなに入ってこない。家族向きにした方がお金を市に落としていってくれる。
兵庫県のネスタリゾートのように、家族が自然の中で遊び、旅行出来るような場所になってほしい。
河内材を使ったアスレチックなどの遊ぶエリア、森林浴エリアなど。河内長野には広大な森林があ
り、田舎の地権者を説得して土地を切り拓いて活性化させるべきだと思う。もちろんすべてを伐採
ではなく、綺麗に手入れして森林を残す場所も必要だと思います。
このまま、放置すれば河内長野市が赤字経営になり、どこかの市と合併とかに将来なりそうで心配
です。観光課などと連携して改革してほしいです。

女性 30～39歳

河内長野市の豊富な自然を活かしたレクリエーションの取り組みが確立されて、都会から人が遊び
に来るようになったらいいと思う。農林課だけでなく観光課や市役所全体で取り組み、市内全体の
まちづくりができたらいいと思う。森林を次世代に引き継ぐ取り組みとして、まずは河内長野市内
で、山主と山に興味のある人をつなぐマッチングサービスがあったら(「ヤマカス」の河内長野版み
たいな)いいと思う。河内長野市独自の森林を活かした教育プログラムを作成し、大阪府下の学生
が受講できたらいいと思う。１日だけでなく少し長期的にできるような活動も面白い。

男性 70歳以上 自由に入山出来るエリア、トイレ、禁止事項、出来る事などの情報が有ればよい。

女性 40～49歳
山に囲まれた河内長野なので森林を活かしたレクリエーションがあれば素晴らしいと思います。山
を活かし、守っていければ環境破壊や異常気象を食い止められると思う。

男性 60～69歳 トイレ整備が必要だと思います。

女性 70歳以上 清潔なトイレやベンチがあるとまた行こうという気持ちになります。
女性 70歳以上 分かりやすい地図が欲しい。トイレや休憩所などの情報が入った物。

女性 30～39歳
河内長野市が活気溢れる街になってほしい。若者、子育て世代に魅力的な街になって人口が増え
てほしい。

男性 70歳以上
交通アクセス、バスの便を効果的なものにしてほしい。例えば岩湧山へのバスは登山道入口まで
延長してほしい。

女性 70歳以上
各自のマナーを楽しく守れる工夫を。樹木の名前は覚え難い、小さな草花やキノコ等も名前を知り
たい。学べるのは有難い。この環境や生態を守ることは自分達にとっても大事な事。それを楽しく
学び取っていけるシステムを。

男性 50～59歳
河内長野にはこれだけ森林があるのに、整備された森林公園がないのは勿体ないと思います。
色々な障害があるとは思いますが、電車や自動車での利便性が良く、また温浴施設がある長野公
園(奥河内さくら公園)付近の公園整備を期待します。

女性 70歳以上
現在河内長野野鳥の会に参加してゆっくりと自然や野鳥に癒されています。それ以外にも気軽に
体験できることがあればいいと思っています。この素晴らしい森林、自然を大切にし、いつまでも続
くようにしてほしい。

女性 20～29歳
グランピング施設やキャンプ場などの設備が出来れば若い年齢層にも興味を持ってもらえると思い
ます。

男性 40～49歳 家族みんなが楽しめれば文句無しです。

男性 60～69歳

妻と時々、河内長野市内の景色の良い所を散策しながら歩きます（大体、5km〜10km）。こう言う機
会をもっと増やしたいと思います。散策コース、イベント等の情報を定期的にLIEN等で送ってもらい
たい。



女性 40～49歳

キャンプ場を作ってほしいです。子どもとキャンプで過ごす時間が楽しく、子どもの心の安定につな
がるのでよく行きます。現代病で病んだ子どもたちに安らぎを与えてくれます。
いまは和歌山、奈良、京都に行くのですが、河内長野にあったら頻繁に行けて良いのにといつも思
います。自然が多くてとても良い市だと思うので、生かしてほしいです。グランピングも良いと思うの
ですが高くてあまり行けないので、一泊トータル3〜4000円ぐらいまでで、道の駅や金剛山登山も楽
しめるとたくさんの人が来られると思います。河内長野は子育てしやすい街なので、キャンプ場が
あると更に人に勧められます。
場所はやはりくろまろの郷あたりが近くにスーパー銭湯もスーパーもキャンプ用品店もあるし、好立
地です。きんこんかんで木工もできるし、川遊びもできるし、最高です。

男性 40～49歳 子連れで参加しやすいものが良いです。
女性 20～29歳 ジップラインなどあれば是非体験してみたい。
男性 40～49歳 木登りして枝に座ったり移動したりしてのんびりしたいです。

女性 30～39歳
普段共働きだとバタバタしていて、子供とゆっくり話したりする時間も少ないので、親子のコミュニ
ケーションが増えたらいいと思います。

女性 30～39歳

河内長野市の観光資源として森林レクリエーションは外せないと思います。大きな土地と山の起伏
を生かしたフィールドアスレチックや、大規模なドッグランなどがあれば面白い。もしくは幅広い層が
楽しめるように安全な散策道を設置したハイキングコースも良いのではと考えます。
ファミリー世代には十分な台数の駐車場が必要で、高齢者や学生にとっては路線バス、電車など
のアクセスも重要となります。
四季折々の見所を紹介していただければ、通年楽しめる場所となりそうです。
河内長野市の未来に期待しています。

女性 70歳以上
ベンチ等ゆっくりとした時間を過ごせる様に配慮した設置と トイレもある程度の間隔毎に欲しいで
す。また、障がい者の方も楽しめる様な配慮ある展示や遊具もあれば外出する機会が増えて良
い。

男性 70歳以上
キャンプ場の増設と駐車場無料の整備。
府下で1番の面積なのに、青少年健全育成のためのキャンプ場、研修施設が皆無に等しい現実で
は市民を守り育てると言う基本に立て切れていないです。

男性 50～59歳
登山道やハイキングコースの整備。
美しい里山の整備。里山作りの体験や古民家を利用したカフェや資料館。
多くの人が利用できる眺めの良い、くつろげる広場。

男性 60～69歳 せっかくの資源を有効に生かせるように知恵を出し合って欲しい。
男性 50～59歳 自然いっぱい、自慢出来るトコロ。効果的なPRが大事と思う。
男性 40～49歳 自然は多いが、何処でどの様な事が出来るか、いまいち分かりづらい。
女性 30～39歳 持続可能で共存できるもの。
男性 60～69歳 高齢化が進んでいる昨今、何とかふれ合う場と身体を動かせる場を提供して欲しい。
女性 70歳以上 参加行事を広報して欲しい。
女性 60～69歳 広報などでアピールして欲しい。

女性 50～59歳
マナーの悪い人がたくさんいるので人の集まる所は行きたくないです。なのでマナーの悪い人には
厳しい罰を与えて下さい。

女性 70歳以上
河内長野市に住んで、45年程になります。子供が小さい頃は、休みごとに、近くの山へハイキング
や山登りに行っていました。自然が一杯で、たのしかったったです。

男性 70歳以上
森林リクレーションのみならず、市民の健康増進にかんする施設例えばスポーツジムの充実など
真剣に取り組んで欲しい。

男性 50～59歳
自然と神社仏閣を生かして映画のロケ地等々の誘致や全国からアイディアを公募したりしてプラス
アルファ森林レクリエーションがあればよい。

男性 60～69歳
府下有数の森林資源を有する河内長野の強みをもっとアピールするツールを工夫して知恵を出し
て探して欲しい。

女性 50～59歳 金剛山登山教室、初心者向けが嬉しいです。

女性 50～59歳
気軽に行ける環境があるといいと思います。岩湧山がすぐ近くにあるけれど、そこまで行くのに道
が細く車で行きにくいです。また歩いて登るには、ハードルが高いです。

男性 19歳以下 もっと自然に親しみやすくなり自然豊かな住みやすい河内長野になること。

女性 30～39歳

たくさんの自然に囲まれているのを活かし、ハイキングや散策もできる大きな公園があるととても嬉
しいですし、他市からも人が集まると思います。
富田林の錦織公園をよく利用しますが、休日は大阪ナンバーや堺ナンバーの車もよく駐車されて
います。
駐車料金を取られますが、あれだけ子供達を伸び伸び遊ばせられることができて、大人もウォーキ
ングなどを楽しめるなら駐車料など安いものです。
トイレも整備されていて、小さい子供がいても安心です。

女性 40～49歳 キャンプ場を作ってほしい。

女性 60～69歳
箕面や能瀬は森林を利用した施設を作って、市の宣伝効果があるように思う。本市も大阪の南部
でそのような施設を作ってPRして欲しい。

女性 40～49歳 小さい子供たちも一緒に楽しめるような森林レクリエーション。

男性 40～49歳
近畿日本鉄道・近鉄タクシー・近鉄グループホールディングス・南海電気鉄道・南海バス・南海グ
ループ・西日本旅客鉄道提携してください。



女性 70歳以上

市内には沢山の森林浴出来る地区がありますが、色々なイベントの広報での募集枠が少ないと思
います。
自分自身登山や山野草や樹木に興味があり楽しませて頂いています。もっと市民参加のし易いイ
ベントやマップが欲しいです。
山主さんとの関わり合いも大切なのでお話を聴く機会が有ればと思います。

女性 30～39歳
駐車場があればもっと生きやすくなるので駐車場設置されればと思います。
福祉施設勤務ですが、施設のレクでも訪れやすいです。

女性 60～69歳 一人でも気軽に参加できるイベントがたくさんあればいいと思います。

女性 30～39歳 市内にせっかく自然がいっぱいあるので、子供たちが知る機会がたくさんあると嬉しいです。

女性 60～69歳 高齢者が無理なく参加できる内容、メニューがあれば積極的に参加します。

男性 40～49歳
子供と体験レクレーションができるようにしてほしい。
それを求めて人もくる。だから、河内長野市の持ってる資源である山、森林体験を楽しくできるそん
な機会を増やしてほしい。

女性 60～69歳 森林が保持される事。

女性 60～69歳

自然いっぱいの河内長野市だからこそ、できる企画を考えて欲しいです。
例えば、自然の楽しみ方、動植物の知識、歴史など知らないことを教えて頂けたら、凄く嬉しいで
す。

女性 60～69歳
私は年齢も高く膝も悪いので、登山やトレッキングのようなことはできませんが、身近で自然に触れ
て、孫が帰って来た時に、連れて行けるようなところがあれば良いなと思っています。

女性 50～59歳

私は障害者なので、施設に望むことはバリアフリーにしてほしいということです。
既存の公園に森林浴体験のできる場所を造ったり、街角でそういうコーナーを作ったりして、気軽
に楽しめるものであればよいなと思います。
本当は山は厳しいという現実もあります。手入れをしないと美観が損なわれるし、危険です。道に
迷うかもしれない。
そういうことを小中学生で私の世代は金剛山登山で学びましたが今の子達は学べません。
若いYouTuberが、ひとりであまり知られていない金剛登山路を選び、沢を上るところで手に怪我を
した動画をみました。
街のムードづくりなら、街中でケルト音楽を流したり、木工作品に接することができればよいと思い
ます。
雑草の講習会も面白いと思いました。NHKEテレで放映されてます。

女性 30～39歳

河内長野は自然が豊かなのは知っていますが、自然に触れる機会は少ないです。
烏帽子のような自然が多い公園など、子供たちと気軽に行ける場所がもっと整備されていると嬉し
いです。
駐車場やトイレなど、薄暗く陰気に感じる犯罪の不安も感じるので敬遠してしまいます。

男性 50～59歳 ゴミを捨てないでください、とかの看板の設置はやめてください。抑止効果ないです。
男性 70歳以上 訪れることによって元気が出たら良いと思います。

女性 40～49歳 高齢者が多いため健康管理のための企画もいいが、こども向けの企画も期待したいです。

男性 40～49歳 野生動物や植物の大切さや成長過程の楽しみや学ぶ事やマナーを守る大切さも学べる事です。

男性 70歳以上 岩湧山の下の四季彩館周辺の整備、特に樹木が伸び過ぎて景観が悪くなっています。

女性 40～49歳
マナーを守ってくれる人が参加してほしいです。初心者だからと、めちゃくちゃにする人は参加して
ほしくないです。

女性 60～69歳 子供が、走り回れて、いっぱい遊べる遊具の、公園を作って欲しい。

女性 50～59歳 ゆっくりできるカフェ。初心者でも歩ける山道。森林を利用したアスレチック。

女性 70歳以上
森林レクレーションに関してのお知らせ情報の頻度をもっと多くして欲しい。
本人自身で知る手段よりボランティアの人などから情報を知ることが多い。

男性 60～69歳 マナーを守る。騒がない。
女性 70歳以上 もっと整備して欲しい。

女性 20～29歳
トイレが綺麗なこと。どんだけ田舎でも、トイレが綺麗とか水回り系が綺麗だったら安心して行きたく
なる。

女性 70歳以上 参加のきっかけに、広報などで案内して欲しい。

女性 40～49歳
森林レクを河内長野市でしてるのをしらなかった。おかえりモネみたいなのをガイドがいるなら、し
てみたい。

女性 70歳以上
岩湧の森をもっとあるきたいですが、道が細く、岩湧のふもとまでいくのに車の待避所があと少しあ
ればよい。もっと手前の山道に入る辺りにでも、駐車場があればうれしいです、四季菜館で、お茶タ
イムできるカフェがあれば、楽しみが増えます。

女性 60～69歳 山野草の生えている所を見たい。
女性 40～49歳 バーベキュー場利用者には無料にするなど、駐車場料金をもう少し安くしてほしい。

女性 40～49歳 河内長野に住んでいますが、知らないことたくさんです。もっと情報をみなければなと思ってます。

女性 30～39歳 森と人の共存への意識の高まり。
女性 60～69歳 交通機関の整備やマップの情報提供。
女性 70歳以上 森林レクリエーションの情報をもっと身近に知り 誰でもが参加しやすい内容を期待します。



女性 60～69歳

クラフト作り、特に伐採した廃材などを利用したクラフト作りは大切なのではと思います。また折角
つま楊枝のシェアが全国1なのに知らない人が多いし、つま楊枝をもっと宣伝出来ればといつも思
います。是非とも全国からアイデアを募集したりしながら大切な産業を守っていきたいと考えていま
す。

女性 30～39歳 ハイキングコースなどの情報を発信してほしい。
女性 40～49歳 子供も大人も、安心して楽しめる場所を河内長野にぜひ作って頂きたいです。
女性 70歳以上 イベントやコンサートが若者やファミリー参加できる場所があればいいです。

女性 30～39歳

気軽にハイキング等ができても、なるべく人がたくさんいない方がいい。
ハイキングや散策も、子供がいる場合には岩湧の森周辺であるように、ところどころ現在地がわか
るように地図が立っていたり、道の難易度がわかると助かる。
マウンテンバイクのトレイルを作ったら楽しいと思う。

女性 60～69歳 最低限の設備で整備しすぎないで欲しい。
男性 40～49歳 歩いていると暗すぎて危ないと思う。
女性 50～59歳 長距離のハイキングとかこどもは無理なので、短めのコースで自然に触れたいです。

女性 40～49歳
子供と一緒でも、大人のみでも遊びつつ学ぶ機会で合ったり、散歩に行く感覚で気軽にできる環境
づくりがあると良いと思います。

男性 40～49歳 未就学児も遊べるようなハイキングなどがあるといいです。
女性 70歳以上 土地の境界や全ての土地には持主があります。無視して踏み荒らすようなことはやめて欲しい。

女性 30～39歳

森林レクリエーション関連で、せっかく緑が多い環境なのに、子供を連れて遊ぶ場所が少ないの
で、高級感のある宿泊施設も作って欲しいです。
バーベキューの需要も増えているし、色んな体験(バーベキュー、魚つかみ、アスレチック、ジップラ
イン、薪割りなど)ができて宿泊できる施設が見当たらない。
和歌山や滋賀京都兵庫県の山奥など、遠くに行くと沢山新しい施設ができているのに、環境もそん
なに変わらないから近くで出来たら需要あると思います。移動も楽になるし、余計な交通費もかか
らず、高級感があるとイメージアップにもなると思うので、是非作って欲しいです。

男性 60～69歳
河内長野市の森林の素晴らしさを広く知ってもらい、多くの人に河内長野市に来ていただき、河内
長野市の森林レクリエーションを楽しんでいただきたい。

男性 40～49歳 町参加型のイベントを期待。
女性 60～69歳 民間の力の活用。
女性 70歳以上 交通の便、各施設の充実。
女性 60～69歳 金剛山、岩湧山に登っています。自然を極力損なうことなくトイレの整備を希望します。

女性 50～59歳

癒しや体験が今の世の中に求められていると思います。森林浴を河内長野市の観光事業に取り入
れ、森林浴時に外来種や雑草を除去するイベントや、野鳥を見るイベントがあれば興味を持てると
思います。入林時には全員が誓約書を記入しゴミを捨てたら罰金とし、全てのゴミは持ち帰りにし、
綺麗な空気と森林を守ることを大きく掲げると心に響くと思います。入林時に簡単な河内長野産の
特産物や木の匂いを持ち帰れるような木のブロックを販売すれば思い出にもなり楽しさ倍増でしょ
う。森林浴に行くための公共交通機関や駐車場の整備がまず必要だと思います。

女性 40～49歳

森林ヨガに興味あります。キャンプ場の滝とかの近くでも静かに過ごしてみたいです。
自然の中で過ごす体験をもっと子供にさせてあげたいです。集客できても道が混んだり汚くなったり
するのはちょっと嫌です。また来たいと思える、高くない遊び場があれば絶対行きます。市民割とか
あれば使います。
ゾーン分けじゃないけど、ソロキャンプ場みたいな静かに過ごしたい人用とファミリー層や賑やかに
したい人用になってたらいいなと思います。烏帽子山もぐるっと周遊できたらジョギングやウォーキ
ングとかできていいのになと思います。

女性 60～69歳 自然豊かな河内長野を多くの人に知って貰いたい。
男性 70歳以上 交通関係の整備。公共交通機関の時刻表整備、駐車場の整備。
男性 70歳以上 ゴミ投棄、愛犬糞の罰則規定を促進する事。

女性 40～49歳
気軽に、身軽に出来れば嬉しいです。どうしても身構えてしまいますし、いろいろ準備が大変と思う
となかなかやりたい気が起きません。学校の行事としても普段から接すると森林レクリエーションも
家族で始める楽しいレクリエーションの一つとして選択肢に入れていけそうに感じます。

女性 40～49歳 毎週末にイベントがあると森林レクリエーションに継続して参加できると思います。

男性 70歳以上
日本遺産も大切ですが、すでに付近地域である程度知られた地域をより知らしめ、季節に賑やか
になる地域をより多く開発するのは大事だと思う。皆さんは自分のこれからの生きる方便しかない
ように思います。この田舎の市を本当に考えているか不安です。

女性 50～59歳 豊かな山や森を活用してほしいです。
女性 50～59歳 恵まれた自然を活かし、動物ペット等と共存できる場所を増やしてほしい。
女性 60～69歳 年齢や体力に応じたお勧めの活動の情報を市報などに乗せてくだされば嬉しいです。
女性 60～69歳 河内長野市の森林が与えてくれる恩恵を体験できる機会となればいいと思います。

女性 40～49歳
市外から沢山の方々が来られて河内長野市の良さをアピールできる自然を生かした施設をつくっ
ていただきたいです。

女性 40～49歳
勤め先で山の中の道を作る作業に参加した事があり、楽しかった思い出があります。現在はライフ
ステージがかわり、子どもと一緒に楽しめる事を期待します。

女性 40～49歳 木根館で実施する木工体験を増やして欲しい。
男性 50～59歳 準備いらずで気軽に森林に行けたり、山登りができるようなことを期待しています。



女性 70歳以上 年寄りが一人でも参加できる催しを期待しています。
女性 40～49歳 学び、健康や、市民同士の繋がりなど、色々なことに活用出来そうです。
女性 60～69歳 情報をもっと発信してほしいです。
女性 60～69歳 豊かな緑に恵まれた地域だから、それを利用して、色々なイベントをして欲しいです。

女性 60～69歳 森林レクレーションをすることにより、森林が維持管理され、環境整備されるといいと思います。

男性 70歳以上
金剛山の登山回数千回超えて継続中ですが南海バスが減便された等でアクセスが悪くなっていま
す。又ロープウェイが運行休止となり登山者が少なくなっています。運行再開をお願いします。

女性 40～49歳
自然豊かなこの町ならではのジップライン等の施設、森林とは関係ないですが市民体育館以外で
バスケットボールが出来る場所が欲しいです。

女性 60～69歳

ゆったりとした時間の中で美味しいものを食べたりキャンパスを立てて絵を描いたり（他人とはある
程度の距離をとり）、森林浴したり森の中にお店がてんてんとあり買い物したり、穏やかに一日過ご
せれば最高。

女性 40～49歳
運動不足解消とストレス軽減のためや趣味作りのために森林浴やレクリエーションのイベントなど
があれば参加したいです。
年齢層別に様々なイベントがあれば参加しやすいかと思います。

女性 30～39歳 グルメ情報も合わせて知れると嬉しい。
男性 70歳以上 道案内が少ない。
女性 70歳以上 森林浴、お寺参り、バス、電車等交通路が詳しく描かれた河内長野市内巡りMAPが欲しいです。

女性 60～69歳 自然に適応してそれを壊さず、楽しめるようにしたいと思います。
男性 40～49歳 ①車でのアクセスが便利なこと。②温泉がセットになっていること。

女性 40～49歳
車で行けて、日帰りで気軽に楽しめる1日の過ごし方プランを色々提案してもらえたら、もっと「行っ
てみよう」と思える気がします。

男性 70歳以上 ツリーハウスやハンモックなどで、ぼ～っと過ごせる施設があるといい。
男性 70歳以上 どんなところがあるのか、十分な知識がありません。かんたんに情報が得られるとよい。

女性 50～59歳 自然の恵みに感謝すると共に、何かしら自身が恩返し出来ている、実感が感じられると有難い。

女性 70歳以上 森林や散策に90～120分位毎に水洗トイレが整備されておれば安心です。

女性 70歳以上
行き先までの交通があまり良くないので無料駐車場を確保出来れば嬉しいです。
もう少し多く山に登る機会が増えます。小さい子ども達も連れて行けます。

女性 50～59歳 楽に癒されたい。あまり準備とかに時間とお金をかけたくない。
男性 70歳以上 市外の人達にPRしたいです。

女性 60～69歳
河内長野市には、自然という素晴らしい財産があるのに、活用できていない気がします。気軽に出
かけられるような場があれば、是非参加したいです。

女性 60～69歳 豊かな森林の保全に尽力願います。

女性 40～49歳
ジップラインや、アスレチックなど、最近あちこちで出来ています。
大阪市内からのアクセスも良く、森林が多い河内長野は、いい立地だとおもいます。

男性 30～39歳 子供が4歳と1歳ですが、親子で楽しめるレクリエーションがいいです。

男性 30～39歳
せっかくの大自然があるのに、有効活用できていなく勿体ないと思います。ドッグランやジップライ
ン、フィールドアスレチックなどのある複合施設と駐車場、子ども連れでも気兼ねなくこれるような森
林レクリエーションがあると河内長野がより活性化すると思います。

男性 70歳以上

自然林と植樹林のバランス、植樹の後の手入れが大事に思う。
間伐材の利用をどうするか、放置された竹林の手入れは出来ないものか、方策、対策などの上に
レクレーションを愉しめる様にしてほしいです。みんなに声を掛ければ参加者もたくさん現れると思
います。

女性 60～69歳
自然を利用したリクリエーション施設やキャンプ場、蛍や花、野菜などの自然体験施設の充実、ア
クセスの整備。
河内長野市民が他へ自然体験に行かなくて済むように楽しい物が有ればうれしい。

男性 60～69歳
河内長野は森林が豊富です。駐車場やトイレ、アクセス道路、宣伝活動、これらを充実させていか
ないと、客は来ません。集客をどうするか、花の文化園も駐車場から遠い。客の事を考えてないた
めだと思う、誰のための施設かを考えて取り組んで欲しいです。

女性 40～49歳

登山など趣味で始めるきっかけにできたらいいと思います。
里山の手入れなどに協力できるボランティアもレクリエーションになるように思います。子供たちも、
森は近くにあるのに、危ないことやしてはいけないことがわからないから近づかないまま大人に
なっているように思います。

女性 50～59歳 気軽に利用できるようなものにして欲しいです。

女性 60～69歳

綺麗な空気を吸って、楽しい仲間と自然に触れ合い癒される時間があればうれしいと思います。
雪の金剛山に登った時に野うさぎに遭遇したことがあるのですが、嬉しい思い出です。
夏の金剛山では、湧水を飲んだこと、ヒグラシの声を聞いたことに感動しました。
蛍の群生も河内長野市で見られるようになれば良いのにと思います。

女性 70歳以上
自然に恵まれているので、初心者でも地図を頼りに自由に歩いて気持ちがリフレッシュできたらい
い。

女性 70歳以上 金剛山にロープウェイが欲しい。前はずっと行ってたのに膝を痛めて行けなくなりました。

男性 50～59歳
イメージが掴みにくいので具体例の提示。レクリエーションに参加する中での態度考え方の涵養が
大切。ただ単に愉しめば良いのか、近視眼的遠視眼的対象物への負荷の捉え方はどうするのか
考えて欲しい。



女性 50～59歳 駐車場が整備、道路の整備、休憩できるカフェがあればうれしいです。

女性 40～49歳
 自然が豊かな河内長野市をアピールしつつ、身近な自然の生態系や循環に訪れた人が気付き感
謝と保全に努めようという気持ちが育めたらと思う。

女性 60～69歳

河内長野に住んでいても、森林については全く情報がありません。山は持ち主がいて勝手に入れ
ないイメージがあります。まずはどんな場所があるのかを知りたいです。そしてその場で何が出来
るのかを感じ取っていきたいです。きっと素敵な事が出来ると思います。ドイツでは山の中で幼稚
園を運営していると聞いた事があります。日本の岐阜県でもされている方とお会いした事がありま
す。それが河内長野で出来れば素晴らしいと思います。後は宿泊出来る場所があり数日間を山で
生活出来ればいいです。何もせずに静かに過ごす。都会では出来ない事です。今の時代はそれを
求めている人は確実にいると思います。

女性 50～59歳 森林を活かした大規模なアスレチック等を整備して他市、他県からの集客を期待します。


