
＜提言＞ 

学研高山第２工区（＝奈良高山里山） 

開発（自然破壊）型事業ではなく、 

社会課題解決（＝里山保全活用）型事業を！ 

    市民生き生き、大きな未来！笑顔と希望のあふれる生駒！ 

   市議会だより（201９年３月／市政への提言号） 

生駒市議会 市民ネット よしなみのぶはる（吉波伸治） 

【１】第２工区がどうなるかは生駒市の未来を左右する！ 

 

【２】開発か保全活用か、 

舵取りを誤れば、市は財政破綻する危機に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）また、市が17(H28)年3 月に策定した「公共施設等総合管理計画」に 

  よれば、市の公共施設やインフラ施設（道路・橋梁・上水道施設・下水道 

  施設）の更新費用は、今後４０年間で総計2,322 億円という莫大な額に 

  上ります。地方自治体は、いわば公共・インフラ施設を持つ巨大な装置産 

  業といえ、今後生駒市においても、その更新費用は重くのしかかってきます。 

 

（３）（１）と（２）を見ると、どんな開発であろうと総費用が数百億円以上 

  （開発が1５年・３0 年と長期化するともっと）とも予想される第2 工区 

  開発を断行すれば財政難に陥ることは必至であり、それを考えると開発す 

  ることはほとんど不可能です。 

 

【４】市の開発の方向性が持つ危険性を回避すべき 

（１）市が第2 工区のあり方を検討するために設置した「学研高山地区有識者 

  懇談会」（17.8.31～18.8.1）は、一昨年9 月、第２工区のあり方につい 

  てとりまとめました。市は、これを「とりまとめ」と呼び、これをたたき 

  台に今後第２工区のあり方を検討・策定していくとしています（この市議 

  会だよりの別紙の裏面に、「とりまとめ」の中の土地利用構想案を掲載し 

  ています）。 

   「とりまとめ」は、第２工区の平地化（山を削り谷を埋めること）を進 

  め、文化学術研究施設・研究開発型産業施設・自然活用型施設・第６次産 

  業施設・ものづくり産業施設等の工作物を設置し、これらに物・人を運ぶ 

  自動車専用道路を建設するという開発案です。 

   今年の3 月定例議会の中で市長は、「とりまとめ」が示す第2 工区の開 

  発の方向性について、次のように答弁しています。 

   「高山第2 工区の開発を考えていく中で、・・・ＩＴとかＡＩを活用し 

  た実験的なまちづくりというものを具体的なまちづくりにおとしこんで 

  いく・・・。ＡＩやＩＣＴがゼロから組み込まれているまちをしっかりと 

  考えていく・・・。そういう風なまちづくりが高山第2 工区の中で1 番 

  大きな柱となっていく」（・・・は中略部分）。 

 

（２）しかし、このような開発の方向性が持つ危険性について、次のような警 

  告が発せられています。 

  ①「ＩＴからＡＩや生物科学へと進展した技術革新は、今日、無条件で人 

   間を幸福にするとは思えない。むしろいかに歯止めをかけるかが問題に 

   なりつつある」（佐伯啓思＜京大名誉教授＞「異論のススメ」＜19.1.11／ 

   朝日新聞＞より） 

  ②「人類の文明の進行は、人々の都市への集中、限りない効率化を目指す 

   技術開発、地球資源の浪費に歯止めをかけられず、そこにＩＴ（情報技 

   術）化、ＡＩ（人工知能）化の大波が加わってきた。人間が大切にすべ 

   き大地に根ざす感性と思考、そして『ふるさと』への価値観が、どんど 

   ん希薄化していく。」＜柳田邦男（作家）「深呼吸～ふるさと再考」（毎日新 

   聞 17.11.25）より＞ 

発行人：吉波伸治 

〒630-0121 生駒市北大和３－２－７ 

TEL＆FAX：0743-84-4355 
（この「市議会だより」は、政務活動費 

を活用して作成・配布しています。） 
 

＜里山の持つ力（里山の恵み）＞ 

①生物多様性戦略推進機能 

   （注）生物多様性戦略：多様な生物とのつながりの中で生かさている 

      人類の生存持続のため、多様な生物を減少・絶滅させないこと。 

②食の安全保障機能・・・農林産物産出 

③環境保全機能・・・CO2の吸収・固定化による地球温暖化防止／大気浄化 

          ／保水／気温調整等 

④遊び保養学び育ち（レクリエーション、癒し、健康増進、里山学校、里山幼 

 保園等）の場の提供 

など、大きくは地球環境を保全して人類の生存を保障し、身近では私たちが

生きる社会の持続可能性をもたらす。 

 

 

＜第2 工区とは＞ 

①学研（関西学術研究都市）高山地区第２工区を 

 略して第２工区という。 

②生駒市の面積の約５％（約288ha）もある、 

 「奈良高山里山」と呼ばれる広大な里山。 

③約23,000 人（約7,500 戸）が居住する 

 ニュータウン計画があったが、その計画は 

 10(H22)年10 月に中止された。 

④４割は民有地で、6 割はＵＲ（都市機構）の所 

 有地であったが、18(H30)年度末までに市に 

 有償移管される。 

⑤民有地の地権者数は約1100 人。民有地の筆 

 数は2139 筆。 

⑥旧ＵＲ所有地も2139 筆もの民有地もモザイ 

 ク状に点在しており、もし土地区画整理事業を 

 しようとしても実現可能性には疑問符が付く。 

【３】開発が財政破綻の危機をもたらす理由 

（１）右上の表をご覧ください。65 歳以上75 歳未満の人口は、2005 年 

  を100 とすると、2015 年、全国平均が131.1 であるのに対して生 

  駒市は159.2 であるなど、生駒市は少子高齢化の進行が全国平均より 

  もはるかに深刻度が高く、今後、税収減少と福祉費増大のバブルパンチ 

  に襲われます。 

 

市長市政方針「第２工区につ

いては、事業化に向けた取組

を進めます」（今年3 月議会） 

（１）開発とは、莫大な予算を投入して自然を破壊（山を削り谷を埋め緑をな 

  くして更地を造成）し、文化学術研究・研究開発型産業・ものづくり産業 

  等の施設、それらに人・物を運ぶ自動車専用道路等の工作物を設置すること。 

 

（２）里山の保全活用とは、自然を護り、里山の持つ力（里山の恵み）を活用 

  すること。 

 



（３）（２）の警告に耳を傾ければ、やはり第2 工区は、開発ではなく、技術 

  革新の行き過ぎに「歯止めをかける」地域づくり（里山の保全活用）をす 

  る方が存在価値が高まります（かかる地域づくりに成功すれば、生駒市は 

  シリコンバレーの対極の地として世界的に注目されることとなるでしょう）。 

   また、生駒で育つ少年・少女にとってのふるさとは、緑豊かな大地に根 

  ざす感性と思考が育まれる地であって、ＩＴ化・ＡＩ化の大波にのまれて 

  緑が破壊され、大地に根ざす感性と思考が枯れてしまった人工の地ではあ 

  りません。 

 

【５】では、開発せず、保全活用するとなれば、それは 

どのようにすればできるのでしょうか？ 

 

（１）最終ページに記載の図をご覧ください。これは、私も参加している「奈 

  良高山里山研究会」が08(H20)年9 月に作成した、第2 工区を「奈良 

  高山里山公園」にする計画の図です。この図は「里山の保全活用のイメー 

  ジ図」としては今も有効ですが、この計画は実現できませんでした。理由 

  は、地権者被害（※）の解決を伴うものでなく、第2 工区に土地を持つ地 

  権者の方々の理解を得られるものではなかったからです。 

    （※）地権者被害：自己の所有する土地を有効に用益（それを用いて 

       利益をあげること）・処分（売買・貸与）できないこと 

 

 

【１】第２工区での里山保全活用型事業（＝里山保全活用型ビジネス） 

とは 

（１）地権者から借地して、里山保全活用を適度の収益を上げるビジネスとし 

   て展開し、収益を地権者に地代として還元する。 

 

（２）事業原則 

 ①地形の改変をしない。 

 ②道路は、自動車専用道路は新設しないで、既存の道路を活用する。歩行者 

  専用道路を新設するのは構わない。 

 ③伐採は、地形の改変ではないので構わない。むしろ、伐採するのが里山保 

  全につながる。 

 ④①～③を基に、地形に応じた、地形を利用した事業を行う。 

 

【２】どんな事業があるか 

（１）里山遊園事業 

①ジップライン（林間空中飛行）、スカイウォーカー（林間空中歩行）、ツリーイン 

 グ（木登り・林間空中浮遊等）、ツリーハウス（樹上の家） 

②ながいながいすべり台、親水遊園（ボート遊び等） 

③キャンプ場、グランピング（キャンプやバーベキューが、準備がいらず手ぶらで 

 楽しめる）、エコツアー事業 など。 
 

（２）都市型農業（アーバンファーム）経営事業 

 従来型農業（農薬・化学肥料・除草剤使用の慣行農業）ではない、持続可能農業・

環境保全型農業・循環型生物共生農業としての有機農法・自然農法・自然栽培・不

耕起栽培で農林産物（コメ・野菜・果樹・ブルーベリー・お茶や付加価値の高い農

林産物等）を栽培し、宅配・里の駅・ネット販売等で直販。養蜂による蜂蜜つくり・

販売等も。 
 

（３）農業公園（アグリパーク／農業パーク）事業 

自然とふれあいながら、農業・園芸・造園等を楽しむ 
 

（４）里山の学校事業 

里山子ども園・里山保育園・里山幼稚園、自然の家・自然学校 など 
 

（５）里山ガーデン事業 

花しょうぶ園・菜の花畑大迷路・れんげの大草原 など 
 

（６）里山公園事業 

里山の生活を楽しむレクレーションの場を提供 
 

（７）里山レストラン・里山カフェ・里山食堂事業 

都市型農業で栽培された食材を美味しく・楽しく提供 
 

（８）牧場事業 

（２）「奈良高山里山公園」計画実現のめどが立たない中、市民有志の方達と 

  共に、各地の里山保全活用参考事例の見学調査や第2 工区の現地・資料調 

  査等をしてきました。その結果、第2 工区での里山保全活用は次の条件を 

  持つものでなければできないことが確認されました。 

 

（３）そして、（２）の条件を満たす事業手法が、「社会課題解決（＝里山保全 

  活用）」型「事業（＝ビジネス）」（ソーシャルビジネス＝里山ビジネス）です。 

   その展開案＜試案＞を策定しましたので、簡略版を次に掲載いたします。

 

（９）貸し農園・市民農園事業 
 

（10）森林活用事業 

マツタケ山経営、シイタケ栽培、薬木植栽、 

竹の資源化（竹炭・竹酢液・竹100％の紙の製造・販売） など 
 

（11）里山の芸術村事業 
 

（12）道の駅・里の駅事業 
 

（13）その他 

ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電） など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2工区における 

社会課題解決（＝里山保全活用）型事業（ビジネス）の展開案＜簡略版＞ 
 

＜第 2 工区での里山保全活用の条件＞ 

①地権者被害の解決と里山の保全（自然破壊の防止）の両立を実現するも 

 のであること。 

②行政にとっても地域経済循環率の向上（※）や税収と雇用の増大をもた 

 らす歓迎すべきものであること。 

  （※）地域経済循環率：「生産(付加価値額)÷分配（所得）」により算出さ 

     れ、地域内で生み出.された所得がどの程度地域内に還流している 

     かを把握するもので、地域経済の自立度を示すもので、値が低いほ 

     ど他地域から流入する所得に対する依存度が高くなる。 

＊ ①と②を合わせていうと、第2 工区での里山保全活用は、地権者・市 

  民・行政の３者にとって喜ばしい、ＣＳＶ（Creating Shared Value 

  ／共通価値の創造／三方よし）の手法でなければならないということ 

  です。 

 

 

 



【３】ロードマップ（工程表） 

（１）事業主体設立・・・法人（一般社団法人、株式会社、農業法人、農事組 

  合法人、公益社団法人等の中から事業に最適なもの）を立ち上げ、将来的 

  には、プラットフォーマー（※）化させる。 

  （※）プラットフォーマー：モノづくり・サービスに必要なプラットフォーム 

    （基盤／場）を提供する事業者で、自らが商品（モノ・サービス）を製造・ 

    販売するより、製造・販売者と消費者・利用者同士を結びつけるのが役割。 
 

（２）ゾーニング・・・地形・地目のほか、樹相、河川・ため池・水路の位置、 

  耕作放棄地の位置・状態、里道の位置・状態、自動車道の位置、市有地・ 

  民有地の配置等に考慮して事業ゾーン（各事業を実施するゾーン）を設定 

＜下右掲載の「ゾーニング試案」をご参照＞ 

 

（３）市・地権者との協働体制形成 

 

（４）協力いただけるところから借地をすすめ、事業区域（各事業を実際に実 

  施する区域）を設定、事業を実施、事業収益を地代として地権者に還元 

 

（５）事業区域を拡大していき、最終的には、第２工区全体を事業区域とし、 

  全域で事業展開する。その際、第２工区全体が「里山物語」とも呼べるよ 

  うなストーリーの舞台となるように事業アレンジしたい。 

 

（６）（１）～（５）の一定の段階で、 

 ①第２工区の名称を「奈良高山里山ランドスケープ」（英語名：Nara  

  Takayama Satoyama Landscape／ＮＴＳＬ）など国際的に通用する 

  ものとし、第２工区における里山の保全活用型ビジネスを世界に発信し、 

  国際的な認知を獲得し、海外からの来訪者増加も見込めるようにしていく。 

 ②市内外でも里山保全型ビジネスを請負い（将来的には、里山保全活用のノ 

  ウハウを輸出すべく海外展開も展望）、その収益は第２工区の地権者に還 

  元する。 

 

【４】事業資金獲得方法 

（１）社会的投資（ソーシャルイノベーション）・・・既存の行政システムで 

  はソリューション（解決策）を提供できず、市場における企業活動ではビ 

  ジネスとして成立しない社会課題（社会問題）解決のための事業への投資。 

  世界から取り残されないためには日本でももっと進めていかねばならな 

  いとされており、今後の事業資金獲得方法として期待できる。 

 ①NPO や企業によるもの・・・経済的リターンをどれほど求めるかの多少 

   でいくつかの種類があるが、社会的リターン（社会問題解決）を求める 

   ことでは共通する社会的投資で、この資金が流れる社会的投資市場（社 

   会的問題解決と経済的リターンの両立を目指す投資マーケット）が世界 

   的には形成されている。 
 

 ②寄付・・・社会問題の解決という社会的リターンを得るための投資といえ 

   ることから社会的投資といえる。。 
 

 ③クラウドファンディング（ソーシャルファンディング）・・・社会課題解 

   決事業等に共感する人々から広く資金を募る。社会問題の解決という社 

   会的リターンを得るための投資といえることから社会的投資といえる。 

   ４つの型（購入型・寄付型・融資型・投資型）がある 
 

（２）補助金・助成金・・・国（特に農林水産省）や県の補助金・助成金の外、 

   近年は、財団法人や民間企業の助成金も増加している。 
 

（３）低利融資制度・・・日本政策金融公庫のソーシャルビジネス支援資金、 

   農林漁業金融公庫の低利融資、NPO バンク、匿名組合出資（小口ファ 

   ンド）、私募債など 
 

（４）休眠預金制度・・・休眠預金（持っているだけで10 年以上にわたって 

   取引をしていない口座に眠っている預金）を所定の機関に移管し、社会 

   課題の解決や民間公益活動のために活用する制度 
 

（５）生物多様性オフセット・・・開発による自然の損出分を、近い価値の自 

   然保護で相殺（オフセット）する手法で、自然保全地の価値を証券（ク 

   レジット）化して開発事業者と売買する。70 年代に米国で導入が開始 

   されたこの手法が日本にも導入されれば、保全された第２工区の価値を 

   証券化して開発事業者と売買できるようになる（第2 工区の里山保全活 

   用事業が、生物多様性オフセットモデル事業になることを目指す）。 
 

【５】支援制度を活用し、支援システムを構築する 

   国・県・市が実施している様々な、障がい者雇用事業や引きこもり・ニ 

  ート等の若者、高齢者、新規就農者にかかる支援制度を活用して支援事業 

  として事業を行うことで支援システムを構築すれば、障がい者・若者・高 

  齢者・新規就農者の支援を推進でき、この点でも社会貢献ができる。 

 

【６】集客力強化の工夫・・・地域通貨（里山通貨）の発行等 
 

【７】里山の保全活用型事業で求められる人材 

（１）事業主体が外部委託できない事業（都市型農業、牧場事業、森林活用事 

   業等）の担い手や「田園回帰」のライフスタイルを望む人。 
 

（２）【８】（別紙に掲載）で述べたような多様な意義を持つ、野心的挑戦的未 

   来的な事業を構築し推進したいという意欲ある社会起業家やソーシャル 

   デザイナー 
 

（３）目先に汲々とする世代とは違う、課題解決に挑戦するという意識や行動 

   の基準を持ち始めている若者（young at heart も含む） 
 

（４）格差拡大を必然とする従来型の経済システムに疑問をもち、真に人間を 

   幸せにする経済システムの構築を模索している人。 

 

【８】第２工区における里山保全活用型事業は、次のような多様な意義を持つ 

＜別紙に掲載＞ 

 

【＊】終わりに 

 今年 3 月の定例議会で市は、第 2 工区の開発は、財政的なリスクや事業の

失敗を避けるため、当初策定した計画にとらわれず、社会状況の変化に応じて

計画変更しながら、段階的に進めていくとの旨を説明しています。自信ある当

初計画は作れず、終了まで何年かかるか見通すことも出来ず、いつ撤退を余儀

なくされるかわからないおよび腰でちょびちょび開発を進めるかのようです。

これでは、地権者被害の解決はいつまでたっても不可能です。 

 かかる、実現不可能性や失敗のリスクが大の開発ではなく、地権者被害の解

決と里山保全（自然破壊防止）の両立を実現し、行政にとっても歓迎すべきも

のである里山の保全活用事業の展開こそ、生駒市の未来を切り開く道です。 

 以上から、「社会課題解決（＝里山保全活用）型事業の展開」を提言いたします。 

 
＜ゾーニング試案＞ 

 


