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第６回 天理駅周辺地区街づくり協議会 議事録（要旨） 

開催日時 平成 26年 11月 20日（木）10：00～12：00 

開催場所 ４階 特別会議室 

出席委員 稲田利也委員、藤山和徳委員、酒谷雅典委員、北田孝一委員、上田久委員、坂口

登委員、伊藤良次委員、小林智彦委員、國弘正治委員、大橋基之委員、中島欣成

委員、上田隆委員、夛山元章委員、本村龍平委員、乾新弥委員、並河健委員、山

中由一委員、大塚淳専門家委員 

欠席委員 高橋道一委員、西本正男委員、宮西幸司委員、朝廣専門家委員 

事務局 吉川市長公室次長、石原総合政策課長補佐、吉本主査、南主査、島田主事 

(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ) 東環境経済部次長 

議事内容 

１． 開会 

２． あいさつ 

 並河市長 

  本協議会で皆さんにご議論いただいた一つの成果として、ひと月ほど前の話にな

りますが、本村課長（奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進課）はじめ奈良県

の皆様にたいへんお力添えを頂きまして、県と市のまちづくり協定を結びました。天

理市のまちづくりを現在の地方創生の流れのなかで従来は基礎自治体でやっておった

ものを、県も一緒に考えてやる気のある市町村とはパートナーとして動いていこうじ

ゃないかというものです。昨日大和郡山市と署名されたということが今日の新聞記事

でもありましたが、これに先立って天理市が県内で最初のところに選んでいただきま

した。記者さんからもなんで天理なんだというような素朴な質問がありましたが、知

事の方から前もって天理はプランがあったので、ということを言っていただきました。

その意味するところは、この協議会での天理駅周辺また南部・高原地区、北部と、「に

ぎわい循環マップ」という資料でもお配りさせていただいていますが、具体的なプロ

ジェクトのパッケージがしっかりあったと形に示していたということが、この協定に

つながったのだと思っております。これは、活性化のみならず、ほかのインフラ整備

の案件などにも影響を及ぼしつつあります。皆さんと一緒になってこの駅周辺のみな

らず、にぎわいを街全体に広げていこうという発想が県とも共有させていただいたと

いうことです。 

また、この１７日に天皇皇后両陛下をお迎えできました。今回は大橋議長と私も大

変僭越ながら陪席をさせていただく食事でございましたが、大橋議長からもスポーツ、

あるいはボーイスカウト等、天理の魅力を生かした子育てのあり方や地域づくりとい

うことをお話いただきました。私も石上神宮あるいは布留といった歴史文化資産であ
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ったり天理教ご本部と世界の他の宗教との対話のお話であったり、そういったことも

お話させていただきましたら、とても関心を持ってきいていただきました。今回両陛

下をお迎えできて、市民の皆さんもお出迎えということで一つになっていただけたか

なと思います。 

「てんりなまつり」についても、バル等の初めての試みもあり、うまく消費とイベ

ントが結び付けられたという動きにもなってきました。ぜひこのエネルギーをまたし

っかりと駅前整備がうけとめていけるようなかたちでつなげていきたいと思っていま

す。本日はよろしくお願いします。 

 

３． 報告 

（１） 天理駅前広場エリアマネジメント勉強会 

《本村委員》 

 県で予算を確保させていただき、天理市さんと勉強会をつくってエリアマネジメン

ト、つまり「にぎわいづくり」をどう進めていくかというソフトな部分の検討を進め

ていきたいと考えております。駅前広場とその周辺の商店街でどのようにして地域の

素材を活かしてにぎわいを創造していくかを地域の方々を中心としながら進めていく

ためには、どうしたらいいかということを勉強するものです。 

（日程の説明） 

第１回は勉強会の目的や今後の進め方について説明させていただきます。地元の

方々が主体となって地域の力を高めていくことをエリアマネジメントというふうに呼

んでいるのですが、これの考え方をまずは共有させていただきます。そして他都市の

事例紹介で、天理駅前に近いものをいくつか挙げています。合わせて講話をいただく

のは、山下裕子さんという富山市でまちづくりの実績をあげられた方です。富山市は

コンパクトシティを積極的に進めていることで全国的に非常に有名な街です。街の中

心拠点でにぎわいを創出していくということは、コンパクトシティで非常に重要な条

件になってきています。山下さんは、富山市の中心街で再開発が行われたところに広

場ができて、その広場をつかって地元の方々も巻き込みながらイベントを絶えずやっ

ていく活動の中心的な役割を担ってきた方です。天理市でも駅前広場を活用していた

だくことが今後問題となってきますが、その参考として非常にいろんな知見をもって

いる方だと思います。また「全国街なか広場研究会理事」という肩書きもお持ちです。

全国のこういった広場を活用したにぎわいづくりの事例にも精通しておられますの

で、一番最初の街のにぎわいの創出をどうするかというところの講話としては、適任

な方なのではないかと思いお声がけをさせていただきました。 

第２回は１月中旬頃に先進事例を見てみましょうということで、姫路駅前広場と神

戸の新開地を予定しています。姫路駅前広場は最近再開発されまして、官民協働で活
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用されています。運営組織とか体制はどうなっているのか、住民の関わり方はどうか

その辺を視察で見ていただくことになればいなと思っています。新開地は昔は神戸屈

指のにぎわいをみせていた商店街ですが、最近はさびれてきているということもあり

まして、地元の方々が商店街や公園をつかって音楽のイベントに力を入れられていま

す。たくさんの方々が出演しますし、それに合わせてたくさんの方々が訪れています。

同じように音楽活動が盛んな天理市さんのいい参考になると思っています。 

《事務局より、勉強会参加者の紹介》 

 

（２） 天理駅前広場基本設計・実施設計業務委託 

《事務局より、上記委託業務の進捗について報告》 

 １１月１２日公示 １２月の半ばに業者決定予定 

 

４． 議事 

（１） 東ゾーンの活性化策案 

会長 

 いかにしてにぎわいを広げていくかということを前回から皆さんに議論をいただい

ています。その際に出てきたキーワードを抽出したのが５ページです。今年度短期的

にとりかかっていくものと２７年度、２８年度にかけて想定されるものというかたち

で整理をしています。何より２９年４月の駅前広場オープン時にどれだけしっかりし

た体制ができていて、皆さんに活用いただいて、周辺ににぎわいをひろげていってい

ただけるような流れができているかが重要かなと思っています。そのなかで、まずは

スイーツプロジェクトについて酒谷委員からその後の検討状況をお話いただけますで

しょうか。 

 

委員 

 スイーツプロジェクトについて現在の進捗をご報告いたします。前回の協議会後に、

会議を２回実施しています。まず、地元の食材にどういったものがあるかということ

の調査と確認をしました。やはり足元を見ると柿であったり苺であったり大和野菜と

いったものをうまく活用でいないかと考えました。あるいは、商品化にあたっての条

件ということで、普及させるということであれば作りやすい、リスクが少ないもので

あったり、安定供給ができる食材であったりを検討しています。一つのプランとして

は、そういた食材を練りこんだりトッピングしたりして活用できるという意味で、ア
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イスクリームやジェラート、スムージー、フラペチーノといったところをまずはチャ

レンジしてみようかと考えています。しかし、ただ単に我々だけで作ってしまうと話

題性や情報の発信力が少ない、あるいはこれをきちんと商品化するにあたってはプロ

のアドバイスが非常に必要であるという認識のもとで、本日資料を添付してもらって

いるのですが、野永（喜三夫）氏という著名な和食の料理人で、洋食やスイーツとい

った分野にも取り組んでおられる方を大塚専門家委員からご紹介いただきました。た

またま１１月９日に奈良県にお見えになるというタイミングがあったので、お話させ

ていただきました。非常にアイデアのある方で、いまの我々の条件を提示したところ

いろんな意見が出てきました。一番感じたのは、プロとアマの大きな壁です。例で挙

げられたのは、ジャパンフードフェスタという国をあげての大きなイベントがあるの

ですが、そこに高校生の部と一般の部との二つの部門があるそうです。どうしても高

校生の部というのは視点がよくていいのですが、商品化するとなるとなかなかできな

い。食材が継続的に入手できるのか、継続的に利益を出すことができるのか、現在の

トレンドや採算性、さらにストーリーのつくり方等をトータルにコーディネートする

のは、やはり専門の方を入れないと非常に大変であることを実感しました。今後もこ

ういった方に話し合いに入っていただくことも重要だと認識しております。 

 

会長 

 大塚委員より何かご紹介されることはありますか。 

 

委員 

 野永氏は和食を世界遺産にしたといわれる菊乃井の村田（吉弘）氏の一番弟子とい

う方でして、いま和食の若手ではトップを走る一人です。地域の食材を使った地域振

興や活性化ということに非常に関心が高い方でいらっしゃいまして、そういった意味

でも今回のプロジェクトには相性がいいのかなと思った次第です。最近では「江戸っ

こプリン」という東京の食材を使ったプリンも開発したそうです。また２０２０年の

東京オリンピック・パラリンピックにも三國（清三 同組織委員会顧問）シェフとい

った方々と一緒に関わられるそうです。上手く今回のプロジェクトの起爆剤になれば

と思って紹介させていただいた次第です。 

 



- 5 - 

 

委員 

 プロトタイプを天理マルシェの最後の回にでもお披露目できれば宣伝にもなるかと

思い検討しています。 

 

会長 

 量産できる体制をとるには本通りのみなさんの中でも議論をしていただいて、今の

段階ではいくつかの駅周辺のカフェの皆さんのグループ事業という認識でしょうか。

具体的な提案をいただいたら市としては商店街事業に対して助成をさせていただくと

いうような形で考えていくのかなと思っております。 

 

委員 

 まず商品をどういうものにするのかということから明確にしないといけないので、

順次ご提示していきます。 

 

会長 

 駅前広場にできるサイクルカフェのみならず、既存の商店街のみなさんの増進力を

高めていただいて、また団体待合室のところにできる発信拠点に置く品をしっかり高

めていって、実際の商店街に来ていただける導線のきっけとして、酒谷委員はじめ本

通りの皆さまが動いていただいているということで、ありがたいです。 

 

委員 

 素晴らしいことだと思います。アーケードの方々も積極的に会議をされている。佐

藤オオキ氏のパッケージも進めているのでしょうか。 

 

委員 

 まず中身を作らないといけませんが、最終的には目指しております。 

 

会長 

 東京へ観光キャンペーンに行く時は、できるだけ具体的な商品を持って行かせてい

ただくようにしています。市の職員が稲田酒造様と増田酒造様と作った女性向けの日
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本酒というのが非常に記者さんにも関心を持っていただきました。こういう発信力の

あるものが増えていくとまた天理のブランディングにもつながるというふうに考えて

おります。 

 

委員 

 天理にはあまり特産物がない。具体化が一番大事なので、いろいろ協議してやって

いただければ本当にありがたいですね。 

 

会長 

 南部地区協議会や高原地区協議会もやっています。高原では道安ほおづきという食

用ほおづきのジャムが大阪のリッツカールトンで使われています。南部でもお麩の生

産者がお麩をつかった飲食店を出店したり、そういった認知を網の目のようにつなげ

ていくことが大事かと思います。続いて外国語メニューのプロジェクトについて酒谷

委員ご説明願います。 

 

委員 

 現在の進捗ですが、商店街の食堂と居酒屋と喫茶、それぞれのメニュー名と調理方

法、食材の３点をピックアップして一覧表にする作業をしています。それぞれのとこ

ろでそれをきちんとまとめたものを今後、市にコーディネートいただいて天理大学様

と具体的に打ち合わせて行ければと考えています。また、例えば管内放送や表示サイ

ンといったところにも展開して行ければなと考えています。１２月末ぐらいまでにこ

ういった作業を一度きちんとした形にして、年明けにできれば大学様と打ち合わせを

したいと考えています。 

 

会長 

 天理市と天理大学との包括連携協定を組んでいますが、このプロジェクトについて

は学長先生も前向きにとらえていただいております。来年度の御年祭までにはできて

おれば、より海外の方をお迎えするにあたってもよいかなと思っております。 

 

委員 
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 三島町にある「てんだりーカラーズ」でも語学教室も企画されてきたが、なかなか

参加するのが続かない。やはり継続的にやってもらえるようなことで、固定的な大学

の出先機関みたいなところなので、いろんなイベントの時に通訳のガイダンスをやっ

てもらうような試みが良いのではないでしょうか。 

 

委員 

 継続性についてですが、この外国語メニューは１年でつくって終わりとは考えてい

ません。初年度は７０点とか６０点でもよく、まずとにかく形をつくることが大切で

す。次の年度はそれをベースにもう少し高いレベルのものにするというふうに継続性

をもっていければと思います。そうすることで商店街と学生さんとがコミュニケーシ

ョンをとれる利点もあります。 

 

会長 

 すでにワールドフェスタもてんりなまつりでやっていただいて、その際にインドネ

シアの祭りもやっていただいてと、素地はあるので、継続的になっていけば、留学生

がいらっしゃる親善試合とか強化合宿なんかでも海外からお越しの方が多いわけです

から、天理市内は外国人の方が多くあるいているなあ、以上終わり。ということでは

なく、つながっていけばと思います。こういう形で進めていくと言うことでよろしい

でしょうか。 

 

委員 

 各店舗にどんな外国人の方々が来られるかというと難しい。てんだりーカラーズな

どたくさん場所があるので、外国人専門の店なども考えながらそちらにも力をいれて

いったほうがいいと思います。 

 

会長 

 成功事例も出来てくれば駅周辺のみならず山の辺の道沿いでやっておられる方にも

広がっていく余地はあると思います。他の協議会との組み合わせも含めて種をまいて

いただくとありがたいです。 
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委員 

 いい取組みだなあと思います。仕事柄海外の方を案内することがありますが、彼ら

から言われて意外なのが居酒屋を教えてくれと言われるんです。これは英語のメニュ

ーがあるからなんですね。日本のお店ってすごく外国人にとってはハードルが高いみ

たいですね。ですからその意味ではハードルが下がる取組みだと思います。学生さん

と一緒にということであれば、旅行代理店にもこういう取組みをやっていますよと案

内してもらって、外国人にフレンドリーな街なんだということをアピールしていくと

よいと思います。 

 

会長 

 続いて酒谷委員に商店街ファサード改修についてご説明願います。 

 

委員 

 経済産業省の補助金を申請しましたが、残念ながら不採択でした。前向きにとらえ

て、平成２９年に駅前広場ができあがりますので、タイミング的には今年度ではない

ほうがよく、ぜひ佐藤オオキ氏デザインの駅前広場にふさわしい入口を補助金がなく

てもやっていこうという意気込みでおります。 

 

会長 

 空き店舗対策については事務局から説明します。 

 

事務局 

 《P５に基づいて説明》 

 

委員 

 空き店舗の件ももう数年ほど前に中小企業庁から現地視察もいただいたこともあり

ます。何が一番ネックかというとやはり家賃です。新規で希望者がいるなら市で助成

金等を考えていただいて、店子料というか家賃をちょっと工夫していただけるようで

あれば商店街としても取り組んでいきやすいかと思います。 
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会長 

 これは議会ともご相談していかないといけないですが、店舗に関してはずっといて

いただく方にするのか、あるいはチャレンジショップみたいな形で一時期いていただ

いて外に出てもらう形にするのかがあろうかと思います。多世代が交流できるサロン

はまた少し違った形かと思います。空き店舗や空き家、耕作放棄地というのはだいた

い皆さんなんとかしろというような声が地方にも多いわけですが、実は純然たる空き

店舗や完璧な空き家、完全な放棄地というといい例がないのが現実です。放棄地でも、

農業委員会にも確認しましたが、里道のはしのはしのどうしようもないところにあっ

たり、白か黒かというと微妙ですがやみ小作でなんとか稲を育てていて限りなく放棄

地なんですがまだ放棄地ではなかったり。空き家にしても甥御さんが管理していると

か、たまに息子さんが仏壇に手をあわせに来るとか。これが空き家かというと空き家

とは言いづらいんです。本当に空き家になっているものでも１、２年たってしまうと

配管が死んでしまっているんで、むしろそれを新しく変えて住んでいただいて活用い

ただける状況にするには初期投資が相当いってあまり新しいところに住むのと変わら

ない。結局使い勝手がよくて利用価値がいい空き店舗や空き家があるかというと精査

が必要かなと思います。また、本通りについては、店舗とお住まいの入口が一緒にな

っていることも多く、見ず知らずの方には貸したくないということもある。また村落

では水の問題や共有施設の問題、昔からのしきたりがありますので、わきまえている

人でないと、とかよそ者はいやだというような感情も非常に強いなかで何気なく制度

だけ作っても実際に玉は出てこないというのがいま課題に感じております。農業の中

間管理機構放棄地をやっているのですが、借り手の登録はあるのですが貸し手がぜん

ぜん積み上がらない。これを成功されるには我々が台帳上どうなっているかその書類

上の問題提起ではなくて実際に地域の皆さんからの情報をいただいて、ここは使い勝

手がいい、あるいは協力してくれる、といったことから事例を積み上げていかないと

いけないなという意識を持っております。ですから、空き店舗調査事業というのを行

政が型にはまった形でやってもこの場で議論に耐えうるような調査にはならない恐れ

があります。本当のところどうなんですかという部分も含めてやって、こちらを特に

説得してやっていきましょうぐらいでないと難しいと思っています。 

 

委員 
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 空き家や空き店舗の問題は、各地でも問題になっていて有効な手段がなかなかあり

あません。中山間部では特に問題になっていますが、空き家を貸したがらない方が多

い。貸してもいいよという人を探すのが難しい状況です。 

 

会長 

 本通りのアーケードのなかですでにシャッターが閉まっているところで、ここは可

能性がある、特に市あるいは協議会のプロジェクトとしてやらせていただくので安心

して協力してくださいという形でやって、そこが成功している絵姿を見せていけば、

百聞は一見にしかずになるのではないかと思います。いまはまだ成功事例を提供でき

ていないので、自力で経営していけるところは居酒屋だったり量販店が入店するので

すが、地域からまさに望まれているところでいうともっと踏み込んだ内容が必要だと

思っております。 

 

委員 

 三島のほうが空き店舗は多いです。貸す側の立場で考えたら、見ず知らずの方と台

所やトイレを共同で使うのは難しいといったような理由で、良い場所で店内も広いの

になかなか借り手につながらなかった。出入り口が住居部分と一緒になっていること

も多いですから。入口を別に作ると家賃にその工事費も上乗せになってきます。土日

や祭日とか旬のおせちの間だけとかについては借りたいけれども、普段はずっと借り

るのは家賃がとんでもない。月のうち２～３日だけで家賃には見合わないという条件

があって難しい。このままではシャッター通りと言われかねませんので、なんとか中

心市街地活性化のなかで、国際本通りが我々の理想です。インドネシアのお店もでき

ましたが、天理市や天理大学、天理教本部のご協力のもとで、空き店舗を利用しても

らいたいと思います。 

 

会長 

 両面作戦かと思っております。使える場所をしっかり確保して貸すという状況等を

踏まえるというのも一方なら、月次祭や大祭のときだけで稼いで下さいという状況で

は当然しんどいですので、そういう意味では先ほどエリアマネジメントの話も出てい

ましたが、どういう形でイベントをつくっていけばもっとにぎわう機会が増えるのか
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とか、サロン等の拠点をつくっていくことによって、動線として帰りに買って帰って

もらえるのかというマクロの部分の検討も必要で、両方がかみあわないとうまくいか

ないと思いますので、そこが今回の、協議会という形でやらせていただいている味噌

かと思います。空き店舗調査についても、台帳上どうかということは仕事の１００分

の１ぐらいで、そこからどうやって進めていくかの仕組みのほうが大事だろうと思い

ます。続いてオープンカフェ事業について、酒谷委員お願いします。 

 

委員 

 アーケードの一番入口、駅に近いところの広くなっている部分、現在は非常に自転

車がたくさん停まっている状況がありますが、そのあたりの景観を良くしたいという

ことと、また人の集まるスペースを作りたいということと、２つの目的からオープン

カフェというプロジェクトを進めています。１０月１６日に会議を開催させていただ

きまして、どういった問題があるかを出し合いました。前回の協議会でも天理警察様

からご指摘いただいたように、動線をきちんと分けなければいけない。人の部分と許

可を出しておられる車の部分。２点目は、運営について。単にテーブルとイスを出し

て終わりということではなく、飲食が発生すればゴミの問題や汚れ、見た目の問題は

出てきます。仕舞いや同意をどう進めていくのか、それを地元がやるのか、アルバイ

トを雇うのか。３点目は、駅前広場のスペースとオープンカフェの棲み分けをどうす

るのか。明確な違いをつくっていかねばなりません。また付随してですが雰囲気作り

というところで、以前市長とお話しさせていただいた中で、音楽一つでも雰囲気がか

わるというアドバイスをいただいきまして、朝はクラシック、夕方にはジャズに変え

ております。若干雰囲気はかわりました。音楽を含めて雰囲気を変えていきたいと思

います。１１月のてんりなまつりでは、小さなバンドからオーケストラまで商店街で

演奏していただきました。そのなかでクオリティが高く、人の集まりが多かったのが

オーケストラであり、弦楽でありました。今後も天理シティオーケストラさんと連携

を取りながら、生音楽を何かの時にできれば非常に贅沢な空間ができるということで

今後の方向として考えています。 

 

会長 

 このオープンカフェは喫茶関係の方のみを想定しているというよりは、せっかく１
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km以上にわたって屋根がある長い空間をどういうかたちで活用していくのかという

ことが一つのきっかけになっているんだろうと思います。そのなかで先般バルも非常

に売れ行きが良く、それもいろんなパフォーマンスと組み合わさっていたことも良か

ったのではと感じますので、今後エリアマネジメントのなかでどういう組み合わせで

やっていくのかは非常に重要だと思います。アーケードのなかの空間自体が、人がい

ろんなところで座ったり食べたりしゃべったりしているというようなかたちにもって

いければ、全体の雰囲気もかわってきてまさに先ほどの空き店舗対策にも影響してき

て相乗効果が期待できるのではないでしょうか。閉まっているから来ない、いや人が

来ないから閉める、というネガティブなかみ合わない議論の逆を目指していくきっか

けかなと思っております。天理警察署から田代委員が来て下さっていますので、ご意

見をいただけますか。私たちの認識では、あそこは車も通る道であり、車と往復の人

間が通る動線は最低確保しなくてはならない。それを確保できれば道路占用の申請は

出していけるという理解なのですが。 

 

委員 

 幅員を確保して道路占用の申請を出していただいたら可能です。車は 3.5ｍ、人は

1.5mとして約 5mを確保していれば基本的には大丈夫です。 

 

会長 

 本通り商店街では、側溝のところまでは看板を出してもいいというルールをつくっ

ておられると思いますので、そのあたりの兼ね合いも踏まえて、このエリアあたりな

らばやりやすいという場所が、アーケードの入口の広くなっているところで、レイン

ボーの前の駐輪を解決できればなんとかなるということでしょうか。 

 

委員 

 自転車が一番問題ですね。周知を徹底していかねばなりませんね。 

 

委員 

 商店街では、人の多い毎月２５日、２６日についてはお金を出し合って警備員を雇

っています。常にとなると費用もかさみますので、たとえば、立体駐車場の植え込み
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のあたりに、以前は駐輪場がありまして、活用できればと思います。 

 

会長 

 はっきりと駐輪スペースを決めていきながらそこ以外のところについては、整理を

していき、来店者が一時的に停める場合は側溝の内側に停めていただく。ということ

ですね 

 

委員 

 前回にご指摘をいただいたように、入口だけにオープンカフェをつくるというので

はなく、商店街の真ん中や、三島地区に広がっていけばいいなと思っています。先日、

伊勢のおかげ横町とおはらい横町を歩いてきました。平日であっても人がたくさんい

ますが、ほぼ１店に１脚のベンチがあり、活用されています。座るだけでなく買った

荷物を整理されたりしておられました。私も最初は懐疑的でしたが、あれほどにぎわ

っているところで使われているということは私たち商店街でも大きな武器になるので

はと思いました。法的な部分をクリアしながら、アーケード全体に波及していくと考

えています。 

 

会長 

 天理マルシェやてんりなまつりを見ていましても、椅子があるないで、滞留時間は

違いがでていたかなと思いますので、ぜひつめていければと思います。ここまでのと

ころでご意見ございますか。 

 

委員 

 自転車の件では規制ができたときは、少なくなったように思います。ついつい放置

しがちで、いまの現状になっています。停めるところが少ない気がします。商店街の

ところどころで停めるところがあればいいのでは。普段からの管理が必要だと思いま

す。 

 

（２） 西ゾーン活性化策案 

会長 西本委員から提案書をいただいておりますが、所用でご欠席ですので、事務局
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から説明させていただきます。 

 

事務局 

《P７ 天理駅周辺地区西ゾーン構想について 西本委員提案資料 説明》 

 

会長 

 まだ協議会の中でも議論は深めていられませんが、東西のつながりを強めていくと

いうのは、団体待合室をどちらからも表とするということは構想しています。また田

井庄池公園は若干鬱蒼としているため女性の方だと入るのをためらってしまう状況の

なかで、活かしていくためには、方向性としては地域の住民の方の生活に根ざしたよ

うなものがいいのではというご趣旨かなと思います。西本委員の表現ですとそれは癒

し型、採算型、融合型と書かれております。それほど大きな投資はできる状況ではあ

りませんが、ただ木を間引くだけでも全然違いますし、芝生の部分も大分あれていま

すけれども芝生の使い方を決めるだけでも変わるのではと思います。広さもひょっと

したらあれだけ全部いらずに一部違う形への活用というのもあるかもしれません。東

側が２９年４月オープンですので考え方をちゃんと整理していきたいと思います。 

 

委員 

 日が落ちると大変暗い。危ない場所というイメージがありますので、まずは明るく

できればと思います。透明性のあるようなみんなが行き来できるような雰囲気にでき

ればと思います。 

 

委員 

 ほとんど死角になっています。駅前広場自身も遅い時間では暗いが、西側はもっと

暗い。鬱蒼として、広い池、誰がいるか分からない。池は農業用水の権利があります

ので、どこまで活用できるかも検討しなくては。第一には明るく、ですね。 

 

委員 

 公園中心の議論だが、団体待合室のすぐ西側は、車での送り迎えに便利な場所です。

他の駅にはなかなかありません。そこが天理の住みやすさにもつながるのではと思い

ますので、ぜひ残していただければと思います。 

 

会長 

 田代委員、いかがでしょうか。 
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委員 

 短時間の停車ならば認められています。ただそれを残そうと思うと、いまの道路の

幅員を残す必要はあります。 

 

会長 

 定義がいまはあいまいですね。機能をはっきりと決めていくということは、今後可

能でしょうか。 

 

委員 

 昔、奈良市のやすらぎの道に、公道上にコインパーキングのスペースがありました。

それを使うのもひとつかもしれません。 

 

会長 

 事実上のロータリーになっています。今回奈良県と大和郡山市さんとの連携協定で

は、既存の道路の歩道空間を見直していくことで街の表情をかえていくというのが柱

だと認識しています。西ゾーンの一角をそこまで深掘りできれば雰囲気がかわるのか

なと思います。 

また、西ゾーンには自転車屋さんが２店舗ございます。駅前広場のサイクルカフェに

ついてご懸念をおもちでしたので、先日１店舗うかがい、明日もう１店舗おうかがい

する予定です。説明させていただいたのは、取扱商品が違うということです。輸入物

のスポーツ自転車を扱い、普通の家庭用の自転車は扱わない。また、団体待合所では

周遊観光案内機能を強める予定ですので、観光客の方にはレンタサイクルの利用を案

内させていただこうと思っています。故障の修理についてもご心配されていましたが、

サイクルカフェは、専門的な自転車のみとなる予定ですということをお伝えしました。

いまも桜井駅で乗り捨てが出来るシステムを自社でつくっておられますので、一緒に

周遊観光を進めていきましょうとお話しさせていただきました。 

 

（３） 市民向け中間報告 

委員 

 先日、市議会からアンケートがきまして、そのなかにこの協議会で話をしている内

容について知っているか知らないかという設問がありました。先日福住校区での議会

報告会に行くと、アンケート結果の発表がされていたのですが、なんと市民の半分以

上が駅前の整備について知らないということだったんです。今日提案させていただき

たいのは、せっかくここでしている前向きな話の目的、それは観光客を呼び込みあわ

よくば定住人口を増やして街の税収もあげて豊かにすることだと思いますが、そのた
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めに駅前の開発がなぜ必要なのか、なぜこういう形にすることによって達成しやすい

のかという部分を市民の方々に早い段階でお知らせするべきなのではと考えました。

市のホームページで会議録がアップされているのでしょうが、大半の方はご覧になら

れない結果、半数以上が駅前整備のことを知らない。例えば「町から町へ」は全戸配

布なので読んでもらいやすい。単に開発をしますよ、だけでは「もったいない」とい

う話になるので、こういう目的があってこういうプロセスをふんで、こういうふうに

活かしていこうと、いま私たちが考えていて、活かすことによってこうなるんです、

一方何もしなければ数年後に天理市はこうなるんだということを、できれば２～３回

の連載、協議会の委員での対談形式などでできないか考え、提案させていただきます。 

 

会長 

 ありがとうございます。これは市としても PR不足ということで非常に反省もしない

といけない部分です。と同時に街全体で盛り上げていかないとせっかくの整備事業も

成功はしないわけでございます。いま国にも交付金の申請をしております。また県の

方とも連携協定という形で今後いろいろ議論していこうと思っておりますが、ある一

定程度市民の皆さまからいただいた公金の負担は必然的に生じてくるわけでございま

す。その意味でもやはり事業の異議をご理解いただくのは非常に重要かなと思ってお

ります。ツールとしてはご指摘いただいたような対談なりで「町から町へ」というの

がひとつ予算をかけない形でできる手段かなと思います。 

 

委員 

 議会報告会のアンケート調査は無作為に選んだ市民の方々から３分の１ぐらいの回

答がありました。駅前整備については本当に周知していないという答えが多かったで

すね。賛成意見、反対意見ありましたが、反対意見としては、事業内容がわからない

から、金額的なものだけが前に出て、だったら反対であるという傾向がありました。

予算は国と県と協力していきます、目的は産業や文化を発信していくまちづくりの拠

点をつくります。議会は１８人おりましていろんなところの代表がおられますので賛

成の方も反対の方もおられますが、やはり丁寧な説明をしていこうと考えております。

協議会には各種団体の方々がおられて建設的な話を進めていますので、これからの天

理市のため、子供達のために進めていくんだということを広めていっていただきたい

です。 

 

委員 

 できれば「町から町へ」で対談でやるほうが言いたいこと、ききたいことをストレ

ートに整理して発信できるだろうと思います。対談するにおいては私は市長と議長と
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あと進行する方とプラスアルファー何人かという形でしていただければ皆さんの関心

は集まるのではないかと思います。「町から町へ」を複数回使うことで整合性みたいな

ものもでやすいのではと思います。 

 

委員 

  「町から町へ」は４０代以上の女性の方がまず隅から隅まで読まれているような

感じをうけています。女性同士で噂になるというか駅前がおもしろそうだよという話

が広がっていくのでは。私たちみたいなおじさんも奥さんからきいたら読むこともあ

ります。すでにある予算のなかでできますし効率がいい。見開き２ページぐらいを３

回連続だと影響力があると思います。 

 

会長 

 いま事務局で把握している「町から町へ」の日程はどんな感じでしょうか。 

 

事務局 

 １月１日・１５日合併号でもともとの企画として市長・議長の新春対談がございま

す。それが直近のいまから作成するものですし、年の初めでお正月休みで家でゆっく

りごらんいただけるのではと思います。ただ今月末か１２月上旬に対談を設定してい

ただかないといけません。 

 

会長 

 日程的には後ほど調整させていただくとして、やはり地域のご代表ということで稲

田区長連合会長いかがでしょうか。 

 

委員 

 対談というと私自身もまだまだ勉強する面が非常に多ございますが、できるだけ協

力させていただきたいとは思います。 

 

会長 

 １０人で対談をしても少し多いかなと思います。事務局から何かありますか。 

 

事務局 

 あと司会をする方もはいっていただいたほうが対談の進行としてはスムーズかと思

います。 
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会長 

市民フォーラムでも外部の中立的な方ということで朝廣委員にコーディネーターを

お願いしましたが、普段から誌面をつくられていることもありますし、今回も司会と

して入っていただくことをお願いしてもよろしいでしょうか。 

 

委員 

 できれば複数回をお願いしたいです。実は福住校区の議会報告会におじゃましたと

きに感じたのは、駅前でやっていることはあんまり関係ないよという方がおられるん

です。でも今やろうとしているのは周遊観光の拠点として山の辺の道を通じて櫟本や

柳本のほうまで巡ってもらう、あるいは福住や各地でつくられた産物を駅前のアンテ

ナショップで販売する。天理市全体にとってプラスになるような構想をたてているん

だということをお知らせしないといけないと思います。 

 

会長 

 ではこの件は改めて日程調整をさせていただきます。そのほか議事以外でも結構で

すので何かございますでしょうか。 

 

委員 

 駅前広場のストライダー広場について実はよくわかっていなくて、それ以外は十分

議論もしているので理解しているのですが。 

 

会長 

 デザイン提案のなかでは、周遊観光サイクリングの拠点をつくろうというなかで、

ストライダーを外に飛び出す心配がなく自由に乗り回せる場所があまりない、天理市

はスポーツが盛んで子供の身体能力をのばす機会も作り出せるということでした。親

御さんも一緒に広場に来るという流れもあるので、うまく活かしてみてはという内容

です。ただ夕方以降はストライダーだけではなくて大人が遊べるようなのもいいんじ

ゃないかという認識なのですが、これは地面の素材も木がいいのかもっと柔らかい物

がいいのか、あるいは広場全体の日常の使い方も含めて改めて議論していきたいと考

えています。 

 

５． 次回の日程 

  次回については、２月３日（火）14:00～とする。 

以 上 

 


