
事前説明会資料

令和４（２０２２）年５月18日・６月1日
生駒市 地域活力創造部 部長 領家 誠
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第２期生募集！！
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自己紹介

■生駒市 地域活力創生部 部長 領家 誠

1987年、大阪府に入庁し、健康福祉総務課、商工振興室ものづくり支援課などで勤務

同府では、要介護認定の広域化や自治体初のオープンイノベーション型ビジネスマッチング、ものづくり
支援拠点「MOBIO」開設などに取り組む

自治体の外では、関西ネットワークシステム（KNS）世話人、まちライブラリー、JICA等の専門家としてベ
トナムでのものづくり人材育成事業などの社会活動に取り組む

2020年に生駒市が実施した「官民プロ人材公募」に応募し転職
2021年4月より、現職

地方公務員が本当にすごい！と思う地方公務員アワード２０１８受賞、２０１９～２０２０同賞審査委員
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生駒市について

1971年

市制
施行

人口：3.7万人

20１3年
人口：１２.1万人

人口：１1.6万人

20２０年

人口
ピーク 現在

生駒市
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生駒市について

グッドサイクルいこま
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憧れの庭付き戸建て住宅。
住環境が魅力のニュータウン

広い生活道路、整備された公園などが標準装備された、

庭付きの戸建て住宅が建ち並ぶエリアです。昭和50～

60年頃にまちびらきされ、子どもの見守り活動や世代間

交流が活発な地域もあれば、新築やファミリー層が多く同

世代の友だちがつくりやすい地域もあります。

大規模なニュータウンでは、住宅地内に小・中学校や商

店街がある地区も。ほどよい利便性や自然を求めるファミ

リーにおすすめです。

生駒の３つのエリア・ロケーション
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古民家をリノベーション。
自然豊かな田園エリア

四季折々の変化を楽しめる里山や田畑、澄んだ空気な

ど豊かな自然と共存するエリア。地元の人がつくったお

米や野菜をおすそわけしてもらえる地域や、寺社仏閣や

伝統行事など豊富な歴史・文化資源をみんなで守る活動

が盛んな地域も。

築100年近い古民家などの希少価値の高い家屋が

残っていることも魅力です。広い敷地や間取りを活かし

た3世代同居、創作活動、家庭菜園など、“住居を拠点”と

した多様な暮らしを楽しめます。

生駒の３つのエリア・ロケーション
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一軒家とマンション、住居と店舗。
利便性の高い駅周辺エリア

市内には９つの近鉄の駅と５つのケーブルの駅があ

ります。新旧の建物や住居と店舗が混在した“カオス”

なまち、スーパー・コンビニや病院が徒歩圏内に揃うま

ち、商店・旅館が集まる趣のある宝山寺参道沿いなど、

駅ごとに特色あるまちが広がります。

利便性を重視した暮らし、徒歩や電車移動中心の暮

らしを求める人におすすめです。道は狭いが駅は近い、

坂はきついが眺めはいいなど、あなた好みの“掘り出し

物件”が見つかる可能性も。

生駒の３つのエリア・ロケーション
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生駒市民の就業の状況

2015年国勢調査



生駒市が進めるローカルビジネスとは？
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ローカル
ビジネス

コミュニティ

ビジネス

ソーシャル

ビジネス

• 地域の人を顧客にする

• 地域の人を雇う

• 地域の交流の場をつくる

• 地域課題を解決する

• 社会課題を解決する

ローカルビジネスとは？

• 自分達のライフスタイルや能力・特技を生かして、小さ

くとも自分らしいビジネスをしたい

• 仕事と住まいを近づけ、家族や地域の人達とともに

過ごすことのできる時間を生み出したい

• 地域・社会に密着した仕事、貢献できる仕事がしたい

どんな人？

地域に根差したビジネスをする人を増やす

本創業塾の目的

いずれか
ひとつでも！



スケジュール及び参加条件

■参加条件
• 年齢概ね20歳代～50歳代の現役世代の方
• 生駒市外在住者及び生駒市内在住者（*市外在住者を優先します）
• 生駒市内で開催する講座に出席できる方（ただし、移住予定者の方

は、学びのステージのみオンライン参加が可能です）
• 参加費 学びステージ：5,000円(全6回講義)

実現ステージ：30,000円(6カ月間）
• 生駒市内で創業(新規創業・第二創業・副業)が検討可能な方

■参加定員
学びステージ：30名 ⇒ 実現ステージ：5名
（注）学びステージを受講し、選考を通過した方が実現ステージに参

加できます。

*本事業は、コロナ対策事業の一環で実施するもので、市外在住者の職住近接を促進するこ
とを目的としています。市内在住者向けの伴走支援は、「いこま経営塾」で実施しています。



学びステージの内容
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実現ステージの内容
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■泉英明氏

都市プランナー、有限会社ハート
ビートプラン代表
大阪なんば、西梅田、豊田、岡崎、
姫路のまちなか再生や公共空間の
プレイスメイキング、工業地域の住
工共生まちづくり、着地型観光事
業「OSAKA 旅めがね」、水辺空間
のリノベーション「北浜テラス」「水
都大阪」事業推進、「長門湯本温泉」
の温泉地再生、市営住宅エリアの
再生「大東市morinekiプロジェク
ト」などに関わる。
まちづくりの「まち医者」としての
関わりを目指す。

■湯川 まゆみ氏

「NPO法人SEIN（サイン）」代表理事。
学生時代に参加した国際ボランティア
活動をきっかけに「日本でのNPOや地
域活動が地域に根付くことにコミット
したい」と考え、2004年に大阪府堺
市で中間支援組織として「SEIN」を立
ち上げ、2004年から2016年まで、
堺市からの委託事業「堺市市民活動
コーナー」の運営を中心に活動。
2007年〜2019年、SEINの自主事
業として「コミュニティカフェパンゲア」
を運営した。
2018年から地域コミュニティ再構築
をめざして、大阪府住宅供給公社さん
と共に「茶山台としょかん」を運営し、
自主事業として「やまわけキッチン」を
運営している。

■若狭健作（わかさけんさく）氏

株式会社地域環境計画研究所 代表
都市計画・地域計画に関する調査・コ
ンサルティングを通じて、住民と地域
社会や行政とのかかわりを企画する
ローカルプランナー。図書館やホール
などの公共施設、公園、運河、商店街
や市場などさまざまな公共空間に、
人々が集い活動するきっかけと仕組
みづくりを得意とする。1977年大
阪市生まれ。

学びステージの講師

■坂本大祐氏

合同会社オフィスキャンプ ディレク
ター兼代表社員。
合同会社オフィスキャンプは、街から
地方へ移り住んだクリエイターがあつ
まってできた会社。
山間地域を活動の中心として、日本
全国をフィールドにしている。
企画・執筆・編集・撮影・出版・グラ
フィックデザイン・Webデザイン・建
築デザイン・スクール・各種ワーク
ショップを通して、地方から中央へ、
情報や物の流れを生み出していく活
動を行っている。
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佐藤拓也氏

YuMake合同会社 代表社員総務省 地域
情報化アドバイザー一般社団法人 コード・
フォー・ジャパン フェロー一般社団法人 シ
ビックテックジャパン 理事NPO法人 琵琶
故知新 理事株式会社 地域計画建築研究所
STO（ソーシャル・テクノロジー・オフィ
サー）大阪市立大学 都市防災教育研究セン
ター 特別研究員Code for Ikoma 代表
地域におけるオープンデータ活用・ITを活
用した地域活性化、行政におけるデジタル
トランスフォーメーション・働き方改革・
EBPMなどの伴走型ワークショップなども
実施している。

実践ステージアドバイザー・パブリックメンター

勝山浩二氏
合同会社オフィスキャンプ デザイナー／アート
ディレクター。
大阪市出身、奈良県生駒市在住。
グラフィックを軸にした広告デザインやWEB、
プロダクト、パッケージデザイン、ブランディン
グなどを手がける。地域プロジェクトや企業ブ
ランディングなどを手がけるデザイン事務所を
経て、現在は奈良県奥大和地域にフィールドを
移しローカルデザイナーとして活動。
木材産地で地域にねむる林業や木工産業、農
業、地域に関わる起業家たちと共にプロジェク
トを進行中。
デザインを通じて、自分が口に入れるモノ、身
に纏うモノ、生活する空間、遊び、暮らしといっ
た、身の回りが少しずつ良くなってほしいとい
う願いをもち活動する。
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生駒市政とまちの課題

人口減少 高齢化
地元消費の

低さ
女性就業率の

低さ
出生率の低さ

自治体３．０の
まちづくり

脱ベットタウンの
まちづくり

生駒版エコノミック
ガーデニング
「EGいこま」

SDGs未来都市へ さらなる発展へ

• 市民との関係
＝お客様から協創へ

• 差別化から価値創造
• まちを楽しむ
• みんなの課題はみん

なで解決
• 市内在住者の満足度

向上
⇒結果として転入増

• ワーク＋ライフ＋
コミュニティの融合

• 仕事と家庭と地域が
つながる街

• 活動のひとづくり

• 地域コミュティの拠
点づくり

• 地元の企業を強くす
る地域産業政策

• 「変革と挑戦」に取り
組む企業の「発掘と
育成」

• 産学公民金のネット
ワークで支える仕組

• 環境モデル都市から
SDGｓ未来都市へ

• ゼロカーボンシティ
宣言

• 食とエネルギーの地
産地消

• 学研高山地区第2工
区の開発

⇒市北部のけいはんな
学研都市エリア
288haの開発用地

• ビジョン、ミッション、
バリューに基づく市
制改革

• 公民連携（協創対話）

• １００の複合型コミュ
ニティ

• まちサポいこま
• いこま未来Lab

• いこま経営塾
• IKOMA-LBH

• 地域電力会社（ICP)
• 青空市・マルシェ
• いこまレストラン
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入塾者１８名（内訳：男性１０名 女性８名）／申込者２０名

令和３年度入塾者実績

◆申込エリア割合◆
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第１期 伴走支援 卒業生の声 1

◆受講した感想◆

最初は自分のやりたい事が非常に漠然としていましたが、半年後には

意図をもった具体的な行動が出来るようになりました。「何を」「誰に」

提供したいかという事を言語化することが、想像以上に難しく、特に手

助けしていただきました。

卒業後すぐに起業とはなりませんでしたが、決して自分1人では辿り

着けないくらい明確な起業のためのプランができました。

◆得られた成果◆

ILBHの同期メンバー、伴走支援者や生駒で活躍されている方々に出

会えたことが、私にとって一番の宝です。

専門家の方との収支計画作成、店舗物件巡りや、自分が提供したい

サービスを試しに一般の方々に提供をしてみたりしていると、どんどん

自分が実現したいものが鮮明に。

入塾と共に生駒に移住しましたが、生駒の面白さがもっと見えてきて、

今後が楽しみです。

H. Tさん I.H＆Y.Tさん

◆受講した感想◆

やりたいことがある人だけでなく、やりたいことなどがぼんやりし

ていても、何かしら事業を立ち上げてみたいなら入塾をお勧めしま

す。授業のたびに話題を持ち帰り、仲間達とミーティングを重ね、過

去になんとなく考え、なんとなく話しあっていたことが、少しずつ形

になっていきました。毎回の授業の学びは刺激的で、とても楽しかっ

たです。

◆得られた成果◆

１０年以上前から、農業実践者とレストラン経営者が共同で出来る

と思い描いていたことが明確になり、楽しみながら実行できるレベ

ルまで具体化できました。この先に迷うことなく進んで行く方向も定

まり、到達地点を見据え行動していくことができるようになったこと

がとても大きな収穫であり成果です。
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第１期 伴走支援 卒業生の声 2

◆受講した感想◆

生駒市で生まれ育ったため、生駒市に貢献できる事業をしたいと

思い、入塾しました。普段接点を持ちにくい方々のお話はとても刺激

的で、また、アドバイザーと職員による伴走支援は非常に有り難く、

自分に合ったペース配分で進められました。これから自分の強みや

個性を活かした新規事業を展開していきます！

◆得られた成果◆

紹介していただいた方々のお話やアドバイスから、具体的なアイデ

アや事業内容をブラッシュアップすることができ、準備段階にも関わ

らず、何名かサービスをお願いしたいと言っていただけました。また、

新規事業の一つは市内にある母校の大学院（奈良先端大）と連携し

ており、その相談を通じて大学との関係性がより深まり、嬉しかった

です。

O.Yさん M.Kさん

◆受講した感想◆

学びのステージでは、これまで知らなかった生駒市の魅

力を感じることができました。市制50年という、まだ若い

街ですがユニークな活動を行なっている人の多さと柔軟

な行政の動きに魅力を感じることができました。

◆得られた成果◆

温めていたビジネスプランを実現できる可能性を感じる

ことができる専門家と生駒市の担当者によるサポートは

心強いものでした。

自身の仮説を実現化するための人脈の紹介が、この事業

を一歩進めるための１番のきっかけになりました。
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グッドサイクルいこま

生駒でつながるローカルビジネスの輪 ～ ILBHへの参加、お待ちしています！！



23

ＩＬＢＨへのお申込みは以下ＨＰから

https://ikoma-lbh.com/

スマホからは以下ＱＲコードで

ＩＬＢＨへのお申込みについて

https://ikoma-lbh.com/

