
公民連携ロングリスト 個票 

所管部署 産業・文化部生涯学習課 

財産分類 行政財産 

対象エリア その他エリア（山間部） 

活用資産 野外活動センター（キャンピィだいとう） 

資産概要 所在地：大東市大字龍間１８４６番地 

【管理棟】建築年：昭和 60 年 

     延べ床面積 839.63 ㎡、ＲＣ造、耐震改修不要 

【公衆便所】建築年：昭和 60 年 

      延べ床面積 22.19 ㎡、ＲＣ造、耐震改修不要 

【調理棟】建築年：昭和 60 年 

     延べ床面積 150.50 ㎡、木造、耐震改修不要 

【シャワー室】建築年：平成 3 年 

       延べ床面積 25.94 ㎡、その他構造、耐震改修不要 

【クラフトハウス】建築年：平成 16 年 

         延べ床面積 45.36 ㎡、木造、耐震改修不要 

【アーチハウス】建築年：平成 1 年 

        延べ床面積 104.40 ㎡、木造、耐震改修不要 

都

市

計

画 

用途地域 表示なし 

防火地域 表示なし 

その他 
市街化調整区域 

景

観 

景観計画区域 大阪府景観計画区域（山並み・緑地軸） 

風致地区 - 

景観重要樹木 - 

その他 
・センター敷地上空中に高圧線あり。高さの制限あり。 

・寝屋川流域の特定都市河川指定 

指定管理制度 

の導入 

有、無  期間：平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 

防災 大東市公共施設白書カルテに防災拠点指定等有と記載。 

背景・目的 野外活動および集団生活を通じてキャンプ等の行事に参加する小

中学生と、指導役の青少年の健全な育成を同時に図るとともに、自

然教育等により、市民の心身の健全な発達と豊かで潤いのある市民

生活の形成を図る。 

ターゲット 大東市民その他飯盛山来訪者 

活用の方向性 ・施設の維持管理とともに飯盛城跡のガイダンス施設としての整備 

・上記目的を達成することを前提とした利用率の向上と利用料金等



公民連携ロングリスト 個票 

による収入増。 

具体的内容（民間

活用のイメージ

等） 

‐ 

スケジュール ・R3:飯盛城国史跡指定（目標） 

・ご提案があれば随時受付。 

その他特記事項 ・金剛生駒紀泉国定公園内に位置。 

・市 HP 指定管理者の管理運営に対する評価（モニタリング）にて

毎年度の実績等を公表中 
 



公民連携ロングリスト 個票 
所管部署 産業・文化部スポーツ振興課 

財産分類 行政財産 

対象エリア その他エリア（山間部） 

活用資産 龍間運動広場（ぐりーんふぃーるど） 

資産概要 所在地：大東市龍間 1981 番地の 7 

建築年月：平成 12 年竣工 

開館年月：平成 12 年 11 月 

施設形式：鉄筋コンクリート造 平屋建 

敷地面積：34,284.21 ㎡ 

規模：グラウンド、多目的広場、観覧席、ダッグアウト、ブルペン、

放送室、トイレ、スタンド下倉庫、あずま屋、ウォールクライミン

グ壁、管理棟、事務室、休憩室、男女別ロッカー室、シャワー室、 

自動販売機（3 台） 

駐車場：41 台 

都

市

計

画 

用途地域 － 

防火地域 防火の指定なし 

その他 
・市街化調整区域 

・金剛生駒紀泉国定公園（自然公園区域） 

景

観 

景観計画区域 大阪外環状線（国道 170 号）沿道区域 

風致地区 指定なし 

景観重要樹木 指定なし 

その他 
・ナイター照明設備あり（照明鉄塔 4 基） 

・硬式野球での利用可能 

指定管理制度 

の導入 

有 期間：R2.4.1～R7.3.31（第 5 期） 

 

防災 地域防災計画に応急仮設住宅建設予定地として位置づけ 

背景・目的 生涯スポーツの振興、体力と健康の増進、利用者数（R2）21,843 人 

ターゲット 大東市民ほか 

活用の方向性 施設の維持管理と予防的な整備及び上記目的を達成することを前

提とした利用率の向上と利用料金等による収入増 

具体的内容（民間

活用のイメージ

等） 

・ネーミングライツ 

スケジュール 提案があれば随時受付 

その他特記事項 ‐ 

 



公民連携ロングリスト 個票 

所管部署 産業・文化部生涯学習課 

財産分類 行政財産 

対象エリア その他エリア（山間部） 

活用資産 堂山古墳群史跡広場 

資産概要 所在地：大東市寺川４丁目６７５－１ 

面積：２８０９．９㎡ 

 

都

市

計

画 

用途地域 表示なし 

防火地域 表示なし 

その他 
市街化調整区域 

景

観 

景観計画区域 大阪府景観計画区域（山並み・緑地軸） 

風致地区 - 

景観重要樹木 - 

その他 
 

指定管理制度 

の導入 

有、無  期間：平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 

防災  

背景・目的 大東市の指定史跡である堂山古墳群に対する歴史遺産としての理

解を深め、市民の郷土愛と文化に対する意識を醸成するとともに、

市民に憩いの場を提供する 

ターゲット 大東市民及び歴史や文化財に興味を持っている人 

活用の方向性 来場者数の増 

具体的内容（民間

活用のイメージ

等） 

 

スケジュール ご提案があれば随時受付 

その他特記事項  

 



公民連携ロングリスト 個票 

所管部署 産業・文化部生涯学習課 

財産分類 その他（施策、計画） 

対象エリア その他エリア（山間部） 

活用資産 飯盛城跡 

資産概要 所在地：大東市大字北条、四條畷市大字南野 

史跡指定予定範囲：約 62 万㎡ 

都

市

計

画 

用途地域 表示なし 

防火地域 表示なし 

その他 
市街化調整区域 

景

観 

景観計画区域 大阪府景観計画区域（山並み・緑地軸） 

風致地区 - 

景観重要樹木 - 

その他 
・城域上空中に高圧線あり。 

指定管理制度 

の導入 

有、無  期間： 

防災 崩落の危険性のあるハイキング道沿い石垣にバリケードを設置。 

背景・目的 令和 3 年度の国史跡指定を目指し、大東市と四條畷市で発掘調査や

石垣測量調査等に取り組んでいる。 

ターゲット 城郭愛好家・登山者等 

活用の方向性 国史跡指定後、保存活用計画を策定し、活用の方向性を決定する。 

具体的内容（民間

活用のイメージ

等） 

国史跡指定後、説明板や標識等の設置。 

スケジュール R3:飯盛城跡国史跡指定（目標） 

その他特記事項  

 



公民連携ロングリスト 個票 

所管部署 産業・文化部生涯学習課 

財産分類 その他（施策、計画） 

対象エリア 市全域 

活用資産 文化財説明板 

資産概要 大東市の歴史や文化財に関する市民の理解や愛着を高めるため、市

内５０ヵ所以上に文化財説明板や道標等を設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都

市

計

画 

用途地域  

防火地域  

その他 
 

景

観 

景観計画区域  

風致地区  

景観重要樹木  

その他 
 

指定管理制度 

の導入 

有、無 

防災  

背景・目的 大東市の歴史や文化財に関する市民の理解や愛着を高めるため。 

ターゲット 市内在住者、市外からの観光客 

活用の方向性 市内各地に所在する多様な文化財を紹介する説明板や道標を企業

等の支援により設置。 

具体的内容（民間

活用のイメージ

等） 

企業等の広告を掲示した文化財説明板や道標を設置。 

スケジュール 企業等からの申し出があれば随時設置。 

その他特記事項  

 


