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関西文化学術研究都市高山地区第２工区 

のまちづくりについて         

 

 

 関西文化学術研究都市高山地区第２工区における「大学を中心としたまちづくり」

については、これまでの検討経緯等を総合的に勘案し、まちづくりの提案を取り下

げ、検討を中止することにした。 
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（資料） 
学研高山地区第２工区まちづくりについて（県提案） 

本提案について 
関西文化学術研究都市は、我が国の文化・学術・研究の新しい拠点づくりの国家プロジ

ェクトであり、その中心部に位置する高山地区は、学研都市内の連携の核になるエリアとし
て大いに発展が期待される地域である。 

このため、高山地区第２工区のまちづくりについて、今年度、県、生駒市、(独)都市再
生機構(以下「ＵＲ」という。)の３者で「学研高山地区第２工区まちづくり検討協議会」を
設置し、外部の有識者の意見を聴きながら、一定の方向性を得るべく検討を行ってきた。本
提案は、協議会における検討を踏まえ、県が現在考えている高山第２工区の開発の方向性を
まとめたものである。 

なお、高山第２工区の開発については、１０年以上の経緯があるが、本提案は既に白紙
化されているＵＲによる開発計画とは全く別のものとして検討したものである。 

第一 これまで課題としてきた検討事項に対する県の考え方 
（１） リスク負担について 

① 高山第２工区全体を一体的に開発した場合、保留地の売れ残りにより事業収支に巨額
の不均衡が生じるおそれがあり、リスク負担について合意を得ることが困難なため、
平成 21 年２月公表の「中間とりまとめ」を見直し、その用途区分に必ずしもこだわら
ず、土地利用におおむね目途がつき得るところから開発し、保留地の売れ残りが発生
しにくい方式により開発を進める。 

② このため、現況のまま残す保全緑地を計画していた東部を土地区画整理事業の区域か
ら除外するとともに、産業系誘致施設用地を造成することとしていた北部については、
ＵＲ換地を集約するものの造成工事を行わないこととし、事業区域及び施工範囲を縮
小する。これにより、工事費等の事業費を抑制するとともに、売却処分の必要な保留
地面積を減少させ、リスクの軽減を図る。（参考資料） 

③ 上記のような対策を講じたうえ、保留地の売却価格がある程度下落すると見込んでも、
基本的には収支に不均衡が生じないような「まちづくり」を進めるが、土地区画整理
事業の工事費の増蒿等、事業の進め方に起因して、なお生じる収支の不均衡について
は、事業主体である県が負担する。 

（２） 大学誘致について 
① 奈良県立大学の移転と東アジア大学構想について 
（ア） 県立大学を高山地区へ移転する。 
（イ） 奈良県（と県立大学）は、アジアで将来中心的な役割を担う人材を育成するため、

東アジアから留学生を受け入れ、語学（日中韓英）、日中韓の歴史・文化・社会
等東アジアの「実像」を学ぶ東アジア大学構想を進める。当面、日中韓の学生等
を対象にした合宿セミナー（「東アジア・サマースクール」）を実施する。 

（ウ） 東アジア大学構想の進捗に応じて、県立大学に新学部・新学科を創設し、当該事
業におけるコーディネーターの役割を果たすとともに、事業に供する国際交流施
設等の管理・運営を行う。 

② 奈良県立医科大学の教育部門の一部移転 
県立医科大学の教育部門の一部移転については、見通しの立たない状況であり、
これについては、事業実施の前提としない。 

③ 首都圏等の大学誘致 
（ア） 大学トップ等との接触を継続し、引き続き首都圏や近隣府県の大学等の誘致に努

める。ただし、私立大学の誘致が事業着手の時点で見込まれることは困難であり、
私立大学誘致の可否は事業実施の前提としない。 

（イ） 「奈良県先端的研究支援事業」等を活用することにより、奈良先端科学技術大学
院大学と首都圏の大学等との連携を進め、これらの大学等による研究拠点の設置
を働きかける。 

（ウ） 首都圏等の大学の立地の状況に応じて共用施設等の整備を進め、県立大学がその
管理・運営を行う。これらの共用施設は､地域の研究機関や住民にも開放する。 

（３） その他の課題について 
① 高山東西線の延伸について 

県道枚方大和郡山線までの延伸部分の整備主体については、生駒市が行う。 
② 大学の共用施設の設置費用の負担 

大学の共用施設の設置費用は、施設を共用する大学で按分することとし（例えば学
生数等による）、そのうち県立大学分は県が全額を、その他の大学分は県：生駒市
＝２：１の割合で負担する。 

③ 事業認可に向けた調査及びまちづくりのための調査費用の負担割合 
都市計画見直し業務については、それぞれの都市計画決定権者が負担する。土地区
画整理事業認可前調査業務については、公共下水道に関する業務については生駒市
が負担し、残りは県が負担する。 
また、まちづくりのための調査費用については、３者が等分に負担する。 

第二 県が考える高山第２工区の開発の条件 
（１） 東アジア大学構想が高山の地を中心に展開できれば、今後、奈良県が東アジア共同体

における日本のゲートウェイとなることも可能であり、そのメリットは大きいと考え
られるが、３者が本プロジェクトを積極的に推進すべきという点で完全に合意するこ
とが必要である。 

（２） 開発にあたっては、大規模な保留地の売れ残り等のリスクを発生させないために、高
山第２工区全体の一体的開発を見直し、土地利用におおむね目途がつき得るところか
ら開発するべきである。 

（３） 以上を前提に、プロジェクトを推進していくためには、奈良県立大学の移転の工程表
を含め、より具体的な開発プランを早急に作成することが必要である。 

 
※ 本提案は、３者が完全に合意した場合に一体として検討を進めていくべき事業を提案し

たものであり、合意の得られた部分だけを個別に高山第２工区にて推進していくもので
はない。 

第三 今後の進め方について 
（１） １st ステージ 

県は、奈良県立大学を中心とした学住一体のまちづくりを行うこととし、３年を目
途に開発に着手する。 

• 県と生駒市は、都市計画の見直しや土地区画整理事業の事業認可に必要な調
査業務を行う。 

• ＵＲは、自らの換地の北部への集約など県と生駒市が進めるまちづくりに主
体的に協力する。 

• 開発プランを具体化し、土地区画整理事業認可申請を行う前に、事業開始の
最終判断を行う。 

＜推 進 体 制＞ 事業化に向けた調査の実施や計画の総合調整を行うため、県庁内に県
（県立大学）・生駒市・ＵＲの３者からなる新たな組織を設置する。 

＜23 年度予算＞ 地権者の意向確認を含む事業認可に向けた調査及びまちづくりのため
の調査に着手する。負担割合は前述のとおりとする。 

（２） ２nd ステージ 
２０２０年程度を目途に、東アジア大学構想を進め、大学のあるまちづくりの実現
を目指す。 

（３） ３rd ステージ 
所要のインフラ整備を行いつつ、産業系誘致施設用地を含めた高山第２工区のまち
づくりの概成を図る。 



 ＜図１＞土地利用計画図 

                                                    参考資料 

 土地利用におおむね目途がつき得るところから開発する場合の 

土地区画整理事業（～2020 年程度）のイメージ 

 

   今回の県提案のイメージとして作成したもの。開発面積その他については、今後、具体的な

開発プランを作成する段階で決定される。 

 

１１１１．．．．基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

土地区画整理事業の区域及び施工範囲を縮小することで、工事費を抑制するとともに、

売却処分の必要な保留地面積を減少させ、事業収支悪化リスクの軽減を図る。 

（土地区画整理事業の区域は288haから205haに、開発区域は169haから108haにそれ

ぞれ縮小）  
２２２２．．．．具体的具体的具体的具体的なななな土地利用土地利用土地利用土地利用    

（１）大学ゾーン 

奈良県立大学を中心とした学住一体の街づくりを 

行う。 

（２）大学拡充ゾーン 

東アジア大学構想、私立大学誘致等に充当する。 

（３）住宅・生活利便施設用地 

地元地権者の換地先、及び売却する保留地とする。 

（４）公共施設 

道路、公園、緑地、調整池、水道施設の整備を行う。 

（５）現況換地ゾーン 

土地の集約換地は行うが、宅地等の造成、公共施設 

の整備は行わない。 

 ※１ 産業系誘致施設用地の造成は行わない ※２ 保全緑地は、土地区画整理事業区域から除外する          ※ 面積については仮置きであり、確定したものではない。 ※ 大学ゾーンの面積（9ha）の考え方     ・ 奈良県立大学と同規模の公立単科大学の敷地面積の平均が 12ha であること、奈良先端科学技術大学院大学が立地する高山第１工区に近接し、早期の造成が可能な一団の土地が9ha程度確保できることから9haとした。     ・ 大学ゾーンが縮小される場合は、売却単価の高い住宅地として保留地を売却することで区画整理事業の収支改善に資することが可能である。 

＜表１＞土地の用途別の面積（新旧対照表） 単位：ha   平成 21 年度提示案（288ha） 今回提示案（205ha） 大学ゾーン ９ 大学拡充ゾーン ３２．９ ７．２ 住宅・生活利便施設用地 ５０．４ ４６．５ 公共施設 １２０．９ ４０．３ 現況換地ゾーン（計画建設用地） ３５．６ ９７．２ 産業系誘致施設 ３８．７ ０ その他 ９．９ ４．７ 合計 ２８８．４ ２０４．９ 



３３３３．．．．保留地保留地保留地保留地・・・・換地換地換地換地のののの別別別別    

 

（１） 保留地 

・ 大学ゾーンは、保留地として県に売  

却する。 

・ 住宅・生活利便施設用地のうち、 

 31haを保留地として売却する。 

 

（２）換地 

・ 大学拡充ゾーンは、URの換地とする。 

東アジア大学や私立大学の建物を設置         

することとなった場合には、設置者が 

当該土地を買い取ることになるが、そ 

の際、URは、土地区画整理事業の受益 

の範囲内で用地費の割引を行う。 

※ 保留地売却価格が下落する等  

により事業収支が悪化する場合は、  

換地計画を変更し、大学拡充ゾー  

ンを保留地の住宅地として処分し、 

事業収入に充当する。 

・ 住宅・生活利便施設用地のうち 

15.5haを地元地権者の換地とする。 

・ 北部にURの換地を集約し、土地造成 

は行わない現況換地ゾーン（97.2ha） 

とする。 

 

 

 

 

    

 ＜図２＞換地・保留地別の計画図（割り込み図） 
＜表２＞保留地・換地の別の面積（新旧対照表） 単位：ha       平成 21 年度提示案（288ha） 今回提示案（205ha） 合計面積 合計面積 用途別   保留地 換地 （一般） 換地 （UR）   保留地 換地 （一般） 換地 （UR） 大学ゾーン 32.9 11   21.9 9 9     大学拡充ゾーン         7.2     7.2 住宅・生活利便施設 50.4 18.3 23.9 8.2 46.5 31 15.5    低層住宅 37.9 5.8 23.9 8.2 19.4 3.9 15.5   中高層住宅 6.9 6.9   21.2 21.2    生活利便施設 5.6 5.6   5.9 5.9   公共施設 120.9 3.2 - 49.5 40.3 1.1 - - 現況換地ゾーン 35.6     35.6 97.2   8.5 85.2 産業系誘致施設用地 38.7 38.4 0.3   -       その他 9.9   9.9   4.7   0.2 4.5  合計 288.4 70.9 34.1 115.2 204.9 41.1 24.2 96.9 

 



４４４４．．．．概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費    

 ・ 平成21年度提示案の374億円に比べ、243億円となり、131億円（約35％）減少。 

※ 概算事業費は、現時点での参考数値であり、今後更なる精査、検討が必要。 

 ＜表３＞概算事業費 新旧対照表                                               単位：億円 種別 平成 21 年度提示案 （288ha） 今回提示案 （205ha） 増減額 公共施設整備費（※） ８１ ３７ ▲４４ 移転・移設補償費 ３５ ２１ ▲１４ 法第２条第２項（上下水道） ４９ ３２ ▲１７ 宅地整備費 ８８ ６８ ▲２１ 調査設計費 ５５ ４３ ▲１２   小計 ３０８ ２０１ ▲１０７ 事務費 ３１ ２０ ▲１１ 利子 ３５ ２２ ▲１３   合計 ３７４ ２４３ ▲１３１ ※ 現況換地ゾーンの道路整備費（高山南北線の一部、高山北廻り線）は約 9 億円見込まれる  
    

５５５５．．．．事業収入事業収入事業収入事業収入    

 ・ 現行の土地区画整理事業の制度を前提とした場合、国と地方公共団体による補助金交 

付額が22億円減少したことにより、このうちの地方公共団体負担分が11億円（50％） 

減少。 

 ＜表４＞事業収入 新旧対照表                                                        単位：億円 種別 平成 21 年度提示案 （288ha） 今回提示案 （205ha） 増減額 補助金 （地方公共団体負担＋国庫補助金） ４０ １８ ▲２２ 保留地処分金 ３３４ ２２５ ▲１０９   合計 ３７４ ２４３ ▲１３１    
 

    

６６６６．．．．事業収支事業収支事業収支事業収支リスクリスクリスクリスクのののの軽減軽減軽減軽減    

・ 産業施設用地の保留地を造成しないことにより、保留地処分リスクが減少。 

・ 事業費の減少により、補助金に係る地方公共団体負担分が減少（11億円） 

・ 開発規模の縮小により、事業期間（工事期間）が短縮され、社会経済情勢の変動に対

するリスクが軽減。 

 

 

 

 

 

    

    



７７７７．．．．そのそのそのその他他他他のののの課題課題課題課題    

（１）減歩率（見込み） 

・ 地元地権者が低層住宅用地へ換地した場合の減歩率（最も厳しい減歩率）は、従前

所有地が田・畑や山林等である場合、71.2～86.2％ 

・ 換地前の従前地の面積が小規模である場合、換地面積は相当に小さくなる。 

 ＜表５＞減歩率の新旧対照表（新・旧とも低層住宅用地へ換地した場合）  減歩率（％） 従前地の 地目 平成 21 年度提示案 (288ha) 今回提示案 (205ha) 宅地  ４８．４ ４９．９ 雑種地  ５８．７ ５９．９ 田・畑  ７０．３ ７１．２ 山林・原野  ８４．５ ８５．０ その他  ８５．８ ８６．２ 
 

 

（２）土地区画整理事業の区域から除外した土地、現況換地ゾーンの将来的な取扱い 

 【参考】 
 ＜表６＞従前地の地目別標準価格 地 目 標準価格（円/㎡） 宅地 40,000  雑種地 32,000  田・畑 23,000  山林・原野 12,000  その他 11,000   

＜表７＞整理後の用地別標準価格 用 途 標準価格（円/㎡） 大学ゾーン 32,000  生活利便施設用地 64,000  中高層住宅用地 58,000  低層住宅用地 83,000  現況換地ゾーン 16,330  産業系施設用地 43,000  計画建設用地 20,000   
 


	01 101020　報道鏡.doc
	02 （資料）　100924　県提案.doc

