
第３回 天理駅周辺地区街づくり協議会  

 

日時：平成２６年７月１日（火） 午後２時～ 

場所：天理市役所 ４F 特別会議室   

 

次第 

１． 開 会 

 

２． あいさつ 

 

３． 委嘱状交付 

 

４． プロジェクトスケジュールの再検討について 

 

５． 議事 

（１）空間デザイン修正について 

（２）休憩施設整備運営事業事業者公募型プロポーザル 

（３）市民フォーラム 

（４）その他 

 

６． 次回の日程と主な協議内容 

 

７． 閉会 

 

 

 

【添付資料】 

資料１   委員名簿 

資料２   全体スケジュール改訂案 

資料３－１ 地元懇談会等実施状況 

資料３－２ 【協議会】デザイン修正要望等集約表 

資料３－３ 【地元懇談会・市職員】デザイン修正要望等集約表 

資料３－４ デザイン修正要望 

資料４   天理市駅前広場休憩施設整備運営事業事業者募集要領案 

資料５   市民フォーラム開催要項 



所属 氏名 役職(肩書)

1 天理教教会本部 高橋　道一 内統領室長

2 天理市区長連合会 稲田　利也 会長

3 天理市商工会 藤山　和徳 専務理事

4 川原城商工連盟 宮西　幸司 会長

5 三島商工連盟 北田　孝一 会長

6 天理市本通り商店街協同組合 酒谷　雅典 理事長

7 天理市三島本通商店街協同組合 上田　久 顧問

8 一般社団法人まほら座 伊藤　良次
天理山辺元気プロジェクト
研究会理事長

9 近畿日本鉄道 小林　智彦
鉄道事業本部　大阪輸送
統括部運輸部営業課長

10 西日本旅客鉄道株式会社 國弘　正治
近畿統括本部　大阪支
社　副支社長

11 天理市議会 大橋　基之 議長

12 天理市行政改革推進委員会 中島　欣成 委員

13 天理シティオーケストラ 上田　隆 渉外担当

14 天理警察署 夛山　元章 署長

15 奈良県 中尾　晃史 まちづくり推進局地域デザイン推
進課長事務取扱

16 奈良県 乾　新弥 農林部マーケティング課長

17 天理市 並河　健 市長

18 天理市 山中　由一 市長公室長

1 株式会社読売奈良ﾗｲﾌ 朝廣　佳子 代表取締役社長

2 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ株式会社 大塚　淳
ＰＰＰ・インフラ部門マネー
ジャー

天理駅周辺地区　街づくり協議会　委員名簿　　　　順不同・敬称略

天理駅周辺地区　街づくり協議会　外部ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ名簿　　　順不同・敬称略



天理駅周辺地区活性化プロジェクト 

全体スケジュール改訂案 

H26.4 H27.4 4 

設計 計画・デザイン 工事 

第1フェーズ 

４月10日 第1回  正式発足 

①委嘱状 

②空間整備の具体化 

（ｺﾝﾃﾝﾂ協議） 
③業者発注仕様確定 

※平面配置図（市） 

５月23日 第2回   

①ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ紹介 

②空間整備の具体化 

・全体ｲﾒｰｼﾞ 
※パース図、模型図（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ） 

７月1日 第3回   

①事業者発注仕様書確定 

②空間整備のｲﾒｰｼﾞ 
 修正点の確認 

 
※パース図、模型図（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ） 

８月下旬 第4回   

①空間整備のｲﾒｰｼﾞ確定 

②工事着工にむけて 

 
※完成パース図、模型（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ） 

第2フェーズ 
H26年度9月以降 

街づくり
協議会 

H29.4 

資材 
製作 

設計 計画・デザイン 工事 

設計 関係者協議 工事 

H28.1 

広場 

団体待
合室 

北ゾーン 

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン 

運
営
開
始 

供
用
開
始 

起
工
式 

・東ゾーンの活性化  

・西ゾーンの活性化 

・南ゾーンの運営・管理 等 



1 12:00 応接室 101 市役所職員（模型公開）
53名からアン
ケート回収

2 18:30 応接室 8
三島本通商店街協同組
合

3 19:30 応接室 29
川原城商工連盟／本通
り商店街協同組合

4 18:30 応接室 25 商工会青年部

5 18:30 応接室 18 ライオンズクラブ／JC

6 19:30 応接室 11 三島商工連盟

7 16:00 応接室 5 市内音楽関係者

地元懇談会等　実施状況

6月10日

6月10日

6月17日

6月4日、5日

備考

6月16日

参加者数会場 団体名

6月11日

日時

6月12日



敬称略　　　　H24.6.4集約

野外ステージ 水の広場 カフェ・サイクルショップ

デザイ
ン・設備

■ステージの正面は今の位置ではなく、もう一つのサークルの方にしてはどうでしょうか。芝生にも人が座れて、
もっと大人数が可能です。（朝廣）
■ステージの収容人数を1000人以上（上田久）
■楽屋スペースは必要（高橋）
■今の位置ではなく、北側のタクシー、バス乗り場をコンパクトにし、駅前広場を広く活用し、野外ステージも北
側へ少し移動拡張し、観客席も500席に増席、含めて1000人程度の人が楽しめるコンサートの場に。（大橋）
■観客キャパを市民会館程度（700人規模）にまで増やすことはできないか（上田隆）
■気象条件に左右され使用できる時期と時間帯が限られる。少しでも使用頻度を上げたいので、ステージと後
方ひな壇には、直射日光、横雨、横風をできるだけ抑えたい。（上田隆）
■ホール周りの地面席はすべて芝生にはできないだろうか。
ホール周りの地面席はすべて芝生にはできないだろうか。
夏場、地面が焼けるのでその緩和。また、芝生になれば、ピクニックコンサート（芝生で家族がお弁当食べなが
らコンサートを楽しむ）などの企画もできそうです。（上田隆）
■ステージの広さを　80人オケ＋100人合唱できるほどの広さにできるか？たとえば第九演奏会やオペラなどを
ここで行いたいと思った場合それくらいの広さが必要。（上田隆）
■ナイター公演ができるようにステージが明るく。（楽譜が見えるように）夏は夕方、夜にかけてのコンサートに
なる。ステージ照明の明るさを確保。照明、音響用電気設備１００V、（可能なら２００Vも）（上田隆）
■マイク・スピーカー設備の収納場所（地下駐輪場と地下通路でつなぐことはできないか？）（上田隆）
■映画会、パブリックビューイング（天理はオリンピック選手が多い！）、演劇などにも使えるようにしたい。（電
気、音響設備、プロジェクター用電気、スクリーンつりさげ・・・）（上田隆）
■打楽器、ピアノ、スピーカー、ハープなど大きな物、重いものをステージに下ろすやすい工夫ができないか？
地下駐輪場までエレベーターで下ろせて、そのままステージにころがせるようにはならないものか。（上田隆）
■演奏中に楽器ケース、私物などを保管するスペースは？（上田隆）
■ステージ奥、ステージ上部が反響板となるがそれで音響は大丈夫か？音響設計の専門家への確認（上田
隆）
■近隣の音対策は大丈夫だろうか？昼はもちろん夏は昼は使えないので夜公演が中心となる。（上田隆）
■野外ホールに人が集まったときの駅に向かう人の導線は問題ないか？（上田隆）

■常時水が流さなければならないとなると、長期的に
なると管理上の問題が出てくると思う。水があってもな
くても、水を感じさせる空間とはならないか。（高橋）
■涼しさを感じるスペースと、ハイカーに癒しを与える
スペースも。（水、温水足湯）（大橋）

■レンタルだけでなくロードバイク、マラソン（ジョギング）、
ハイキング客を天理に集まるためにも、豪華なシャワー
室、トイレも豪華に、広く、美しく。シャワーなんて有料でも
いいと思う。話題性をとる（上田隆）
■近隣のカフェ等とは、違った年齢層、オフィス街的な雰囲
気も取り入れ、ハイカー、観光客が気軽に集えるスペース
に、サイクルショップに関しては、南地区との連携も考え、
機能的、現実的なものに、ディスプレー的な形だけで終わ
らないように。（大橋）
■商業施設の場所ですが、ある程度離れた部分から視認
できる必要があると思います。半地下のような形の場合こ
の点が懸念されます。 （大塚）

運営・維
持管理

■水の広場の循環・浄化に関する維持管理はどのよう
にするのでしょうか。（朝廣）
■夏場は水があれば涼しいが、冬場は寒々しい感じが
する。子供が入ってもいいように水をためておくならば
衛生面での配慮が必要となるので、ためないほうがい
いように思う。水が地表面に浮く程度か？（高橋）

■レンタサイクルは、天理から桜井　山の辺の道　さらに飛
鳥
乗り捨てできるシステムにできないか。桜井から天理への
乗り捨てもOK.（上田隆）
■サイクルショップ・・・・・スポーツサイクルのトラブル（パン
ク、チェーン、ギアなにも対応できるショップ　　他府県から
来られたサイクリストが、トラブルになったとき、応急処置が
してもらえるところが、わかりやすい場所（天理駅前）にあ
れば非常に助かると思います。（酒谷）

古墳型建造物、地面 緑化、地下駐輪場入口建屋 その他ゾーン

デザイ
ン・設備

【古墳型建造物】
■人を引き付ける古墳のイメージ、空間をデザインする以上、駅前には沢山の木は必要ないですが、水辺には
草花、その先に広がる樹木、西側の公園に繋がるように考えては～。イメージより、耐久性と安全性が重要と考
えますが、信頼しています。（大橋）

【地面】
■ウッドチップなどは子どもが走って転んでも大丈夫なように考えられている気もします。ただ、ゴムチップなど
の耐久性はどのようでしょうか。それと、夏場は地面の温度が他の材質よりもあがってしまわないでしょうか。
（朝廣）
■一方、天然石や土舗装の場合、ベビーカーや車いすが車輪をとられないか気になります。景観にマッチし、安
全で変化にとんだものを工夫してくださっていると思いますが、どうぞよろしくお願いします。（朝廣）
■イメージ、雰囲気を考えると、いろんな素材を生かしての、デザインが必要ですが、高齢者、健常者、障害者
のため、バリアフリーを第一に（大橋）

■ストライダー、面白いと思うがなぜこれ？という理由説明はいらないだろうか？ストライダーで行く場合、天理
市内の業者の中で専門店がほしいですね。（上田隆）

【緑化】
■芝生と地道スペースはありますが、桜などの植樹は
しないでしょうか？花が少ないが花壇のスペースは？
天理教園芸■木がまったくないのですが、木の存在は
人々にやすらぎを与えるし、幾分の日陰にもなるので、
たくさん植えなくてもいいですが、植樹や草花も少し
あって紅葉すると四季が感じられて美しいのではない
でしょうか。自然な感じであるといいなと思います。（朝
廣）
■木製の構造物では、少し殺風景な感じがするが、花
や緑などの色合いを配置できないか。地面の色も考え
られるが。（高橋）

【地下駐輪場入口建屋】
■地下駐輪場に下りる階段やトイレは緑樹で囲むと、
女性だと閉塞感があって怖いです。防犯上、むしろ階
段の囲みは透明なぐらいで外から見える方がいいで
す。安全上の配慮をぜひお願いしたいです。（朝廣）
■視界を遮るものであり、この際撤去改修が望ましい。
（高橋）
■障害物的な目隠しにならぬよう、形状の変更 素材
（大橋）

【北ゾーン】
■タクシー待機スペースとバススペースを縮小（上田
久）
■タクシー、バス乗場の縮小～一般車両の駐車場ス
ペース。（大橋）

【西ゾーン】
■駅前だけを空間デザインしても、駅の西側が寂しくて
は、動線の意味がない。団体待合室から西へに広がる
空間、暗くて樹木が鬱蒼として、暗いイメージ公園の整
備、D51のライトアップ、明るいイメージ。
近鉄に交渉をし、天理駅西改札口が実現すれば、駅前
空間整備の成果も上がるのでは。
表も裏も良いバランスの街づくりをよろしくお願いしま
す。（大橋）

運営・維
持管理

【古墳型建造物】
■ライトアップの工夫。建物が話題性があるので上から俯瞰して見れるように、JR駅、市の駐車場、駅前ビルな
どから観光目的で見れる場所は作れないか。（上田隆）
■素晴らしいデザインである分、メンテナンスコストが気になります。メンテナンス業者に特に難しい設備が無く
ても可能であること、作業が容易であるようにお願いします。（大塚）
■集成材で作られる構造の耐久性が気になります。（朝廣）
■古墳をモチーフにした部分についてはかなり張り出している部分があるが、強度的に建築可能な構造なの
か。（上田久）

【地面】
■ペットの散歩もさせる市民はいると思う。それは悪いことではないですが、芝生にフンやおしっこされるとその
まま座りにくいですね。（上田隆）

【地下駐輪場入口建屋】
■地下駐車場全体が暗い、怖い（治安）のイメージがあ
るのは僕だけでしょうか？明るい、楽しい、賑わう、駐
輪以外の楽しみが地下にあれば人が集まりそれが防
犯になる。（上田隆）

全体

■遊ぶ場所、休憩する場所など、安全性、防犯の上から、あまり死角ができないように考えた方がいい。特に逆円
錐の上部について。（高橋）
■季節毎やイベントなどの際の装飾について、全体のデザインを崩すことの無いように、一定の方法（掲示板や
ポール、バトンなど）を用意しておいてはどうだろうか。　（高橋）
■今回整備工事がされるところと、既存施設のデザインの調和をどのように考えておくか。近鉄、JR駅入り口など
（高橋）
■大型TV映像の配置（上田久）
■デザインによる、美観の意識を向上（ゴミを捨てない、出さない、持ち帰る意識）　天理は、『他の町に比べてゴミ等
が落ちていない美しい町』　と市外から来られた方々に評価されています。　これは、清掃員や天理教の奉仕（ひの
きしん）によるものだけでなく、ゴミを出さない、捨てない、持ち帰るという　正の連鎖が　まちの中に根付いているか
らかも知れません。　　今回の開発で、人の滞留時間が長くなることで、確実にゴミの量は増えることが予想されま
す。　それを単に　『無粋なゴミ箱の設置』や『清掃員の増員』で解消するのではなく、デザインの中で、　来訪者に美
観を喚起させるような工夫をぜひ取り入れていただきたいと思います。（酒谷）
■自転車の導線をできる限り歩行者と重ならないようにする。自転車が広場を移動せずに外側からサイクルショッ
プに入ることがベスト。（大塚）
■マルシェの実施を想定したレイアウトをお願いしたい。数店舗づつが並んで設置できることが重要であり、過去の
出典実績等に基づき配置を想定してもらえますでしょうか。 （大塚）

■ハコは必ず必要となるものだが、全体計画としてデザインや効率的な回収方法についても考えておけないだろう
か。（高橋）

　　　　　【協議会】デザイン修正要望等集約表

■団体が整列集合する場合を考えて、木製ベンチなどを可動式にしていただきたい。（高橋）
■階段状の構造物は非常に多機能に変化しておもしろいのですが、たとえば待合室などの場合、土足であがる
と思うので、外の場合は仕方ないですが、何か配慮出来ないでしょうか。通路は決めておいて、すわるところと
足をおくところ段を分けるとか。そうするとおもしろくないかもしれませんが、安心してすわれます。（朝廣）
■待合室の多機能階段の二か所ぐらいにたまりを作って赤ちゃんを座らせるところがあれば、お母さんが赤ちゃ
んを寝っ転がしたりさっとおむつを変えられたりして便利な気がします。（朝廣）
■待合室の大階段の一列か二列だけ、電源がとれてパソコンを持っている人は電源をつないでパソコンができ
たら便利ですね。（朝廣）
■オリンピックや高校野球などの応援にパブリックビューイングをおこなったり、ミニ映画鑑賞会や町内単位、グ
ループ単位でのプロジェクターやDVD鑑賞などに活用できないか。駅にすぐ近い。飲食可能。は利用価値大き
いと思います。（上田隆）
■その時にはスクリーンの前に多くの人が座れるように、家具の配置変更が簡単にできる方が良いですね。
（上田隆）
■野外コンサートが雨で中止の場合の代替場所にできないか？（上田隆）
女子トイレは、清潔なだけではなく、最近の商業施設に多いようにソファがあったり、化粧直しができたり、わざ
わざトイレを見に行きたいくらいのものがいいのではないでしょうか。TVで見ましたがグランフロントなど参考に
なるように思います。（上田隆）
■図書館機能の一つとして・・・・国立国会図書館の蔵書を全国の公立図書館で閲覧できるサービスが1月から
始まりました。　　先進事例として、　駅前の待合所の図書スペースに閲覧スペースを設置することで、単なる待
合所から　『知の空間』に　にバージョンアップできるでしょう。　　また、　国文学者にとって聖地と言われる天理
大学付属図書館とも連携することで、　一層の差別化を図れると思います。（酒谷）
■段差も図書もデザイン的には良いのですが、維持管理も含め、清潔感があるスペースで（大橋）
■屋台などのイベントにも対応できるよう電気（１００V,200V）、給排水の設備必要。（上田隆）
■無料ＷＩＦＩの　設置　・・・・エリアは団体待合所だけでなく　野外ステージ全域を包括するもの（酒谷）

■不要書籍は、自由にもってきて自由にもってかえるシステムでいいと思う。（上田隆）
■ただ、本の置き場所整理や、悪本を並べないように本のを選択をするボランティアを中、高大学生に任せられ
ないだろうか。（上田隆）

団体待合室



野外ステージ 水の広場 カフェ・サイクルショップ

デザイ
ン・設備

■イベント情報掲示板を設置する
■車いすの客席からの落下防止のため、上段の端に1～2センチ程度の凹又は凸を付ける。
■騒音対策が必要
■張り出しを長くし、観客も雨をしのげるように。
■1年のうち約2割（70日）が雨天・曇りなので、雨天対応を
■平和のモニュメントは確か寄付を募って建設したと思うが、移設でよいのか
■雨や日差し対策に、オーニング等をつける
■駅前ビル等が音響に及ぼす影響の研究
■水の広場との距離が近すぎ、大勢の人が通行する時に危険がともなう。水の広場を縮小する。
■「車いすコーナー」をGLに2カ所程度設置する。胸の高さ程度までの枠や床のマーク表示
■水の広場の屋根北東部をGLから登れる大階段に変形し、ステージの観客席ともなるようにする
■ステージ奥の段を扇状に切り込み、演奏スペースを拡大する
■交番に接する古墳は削除し、ベンチもしくは遊具を配置
■車いすの出演者用にステージへのスロープを設置する

■スロープを設置するなど、子供用の安全対策
■水循環システムをうまく上部ステージ内でデザイ
ン的に処理する工夫
■安全対策が必要
■子供の親水性と安全性の兼ね合い
■近接している公衆トイレの屋根に飛びうつっての
いたずらが心配

■カフェではなく、障害者団体の方たちの授産品
販売スペースにする
■トイレのおむつ交換台／授乳スペース
■電動アシスト機能付き自転車のための充電電源
■モバイル端末やビデオカメラ等、ユーザーの需
要が見込まれる充電電源
■wifiフリースポット
■カフェの屋根に直接昇れるようにすることは可能
でしょうか。ビアガーデン等での利用

運営・
維持管
理

■イベントが継続するようにプロデュース力が必要
■ワインを飲みながらの「トワイライトコンサート」などのイベントが定期的にあればいいかも

■「水遊び禁止」にするのではなく、子供が自由に
水に触れることは大賛成
■水場の近くにある「木」が、劣化が早くならない
か、すべりやすくならないか不安
■子供が水遊びできる水質の確保
■流れる水に七色のライトで照らせないか

■レンタサイクルに観光情報やグルメ店の割引券
の入ったクリアファイルを取り付ける。
■レンタサイクルの回収基地を市内に数カ所設け
る。自転車を返すと換金される仕組みづくり。
■レンタサイクルでスタンプラリーで施設の割引を
受けられる仕組みづくり。
■レンタサイクルのストックヤードは地下駐輪場で
対応し、店舗はスマートにし「ツールド奈良」や「奈
良盆地一周シクロラリー」等との連携
■ストライダーのレンタルサービス
■レンタサイクル以外のサイクリング道路の整備
■「駐輪禁止区域」に注意
■不法駐輪で撤去した自転車をレンタルすればい
い
■カフェは市にコストがかからず

古墳型建造物、地面 緑化、遊具 財政等　その他の意見

デザイ
ン・設備

【古墳型建造物】
■車いすの方用のスロープ
■デザインコンセプトのわかる案内板、南部へつながる工夫
■子供の目線から、大きすぎて圧迫感がないように
■前方後円墳等のモチーフもあれば古墳群イメージが鮮明になる
■野外ステージ横の山を方形にするとトータルデザインとしてよい
■子供用の転落防止柵があれば安心して遊ばせられる
■色の統一感にこだわりすぎず、子供のスペースは明るい配色にする
■地面より高い部分が夜間は外からわかりにくく、安全面がきがかり
■地下■駐輪場の上部に新たな構造物を設置する場合、荷重に耐えるかどうか構造計算の裏付けが必要
■景観に調和するが、腐朽やシロアリによる強度低下、雨水との相性が悪く割れや欠けが生じやすいため、加
工処理を施したとしても耐用年数は10数年。メンテナンスに多額の費用を費やすならプラスチック等でよいので
は。
■維持管理面の持続可能性を確保すべき（耐震、防水、補修のしやすさ等）
■落書き対策の加工
■防火地域内なので、耐火性能の基準に注意が必要
【地面】
■温度上昇を防ぐ工夫
■雨天時や凍結時期のスリップ防止の工夫
■子供達の暑さ対策にミストシャワー、地面から吹き出る水
■目の不自由な方用の点字ブロック
■山の辺の道になぞらえて県産木材で各施設を縫うように巡らせると、古墳や山の辺の道の関連もプレゼンでき
る
■子供が遊ぶスペースは床等の素材をかえて事故リスクを軽減
■市民参加の花壇スペース
■歩行者と自転車を区別するような工夫が必要

■芝生公園のなかにシンボルツリーがほしい、銀
杏など
■夏場は地面が熱くなりすぎるので、天蓋状の庇
よりも木陰がほしい
■夏場は公園の遊具やウッドデッキ、地面の素材
がものすごく熱くなる。木陰やパーゴラのつる性植
物をはわせる等、植物の蒸発力を利用する等
■東側道路との境に植樹帯を設け、車の排気ガス
の直撃を避ける
■季節を感じられる木や花
■基本は天然芝ですが、メンテナンス費用を考慮
し一部人工芝へ変更

■子供を集めるには、メインとなる遊具
■ステージの屋根部等を芝生斜面にすると、子供
は一日中遊んでいる
■有料でもよいので、充実したキッズスペースがあ
れば、親は利用する。
■冬場の遊具にはフィールドアスレチック系がいる
■芝生広場にも柵をつける（大阪市の公園には砂
場に柵があるように）
■ストライダー乗り場にも屋根をつけて暑さ対策

運営・
維持管
理

【古墳型建造物】
■古墳群（創建時のもの、ピラミッドを彷彿させる）の大型ジオラマを古墳型建造物内に展示
■太陽光パネルを（JR駅ホーム屋根、広場南側歩道屋根等）に設置し、電気代に充てる
■JRホームに展望デッキを設ければ、電車で訪れる方の楽しみになる

【地面】
■クールシェアスポットとしてミストシャワー
■ゴミ処理対策としてボランティアの活用

■既存の樹木をできるだけ活用してほしい ■カフェ利用者、団体待合利用者だけでなく、公園利用者も駐車場利用料が無料になる仕組み
■田井之庄池公園のD51は日時限定でもいいので開放し、JRの協力も得て資料を添えて展示する。
■夜間等の監視員が必要
■維持管理、運営体制の事前構築
■休憩しやすくなることで、駐輪料金を支払わずに広場に不法駐車が増える恐れ
■団体待合所も含め、「良いもの」ができようとしている。公共の施設は「何でも禁止」というイメージを
変える運用
■イベント時の仮設テントを広場デザインに似合う工夫を施す
■毎週末のように人が集まるようなイベントがある仕組みづくり
■地下駐輪場での音楽イベント（反響効果がある）

　　　　　　【市職員・地元説明会】デザイン修正要望等集約表

団体待合室

■南ゾーンと西ゾーンをつなぐ仕掛けに期待
■雨天時の野外ステージの代替スペースとしても活用できるような仕様

■土日における簡易な証明書発行
■図書館の新着図書の試し読みサービス
■図書館の本を事前に注文して貸出＆返却サービス
■まちなかライブラリーの取り組み
■コミバスの運行状況がわかるサービス
■団体待合室だけでは売り場面積が少ないので、ショップとのつなぎ部屋根下を利用する
■新鮮で安価な地場野菜、くだものの販売
■生産者やメーカーが売上を競えるような仕組みづくり
■周辺商業施設との相乗的な発展効果を検討すべき
■図書館機能やDVDの貸し出しなど、夜遅くまで運営する
■奈良交通や他の旅行会社のバスツアーの乗降場所として活用

全体

■身体に障害のあるヒトにも喜んでもらえるようにしたい
■車いすの方の移動やお年寄りのための歩行ルートの確保
■「誰もがどこでも行ける」バリアフリーの考え方は公共施設だけに強く意識してほしい
■安全性や深夜の管理も大切
■照明、モニュメント等の再利用（設置当初の思い入れや苦労があるので配慮を求む）
■通勤通学用に、雨がかりを防げるフットパス
■全体的に盛り込みすぎ。高塚公園を大アスレチック公園にするなど市内での機能の役割分担を検討
■ジョギングやウォーキング、ラインスケート等市民スポーツにも利用しやすいデザイン
■建設当初から各部位の長寿命化修繕計画を立てる
■広場利用者のための駐車場の拡充（立駐以外で）
■公衆トイレのおむつ交換台
■交番の位置を広場中央へ移設
■JR改札近くの地下駐輪場へ降りる階段壁面に、視覚効果を工夫した案内図等を設置する

■財源根拠、起債返済計画の説明をしていくべき
■駅前広場は近年開発されたばかり。前栽駅前や
計画道路、公共物の耐震化を優先すべき
■天理市の財政規模では不相応、現実的なプラン
を求む
■職員は監理者目線での受け身の姿勢も大切だ
が、住民定着・移住対策のための街のリノベーショ
ンへの投資であると認識し、「活き金」になるかどう
かでなく「活き金」に「する」という積極的な心構えで
提言・助力していくことが大事
■天理市の命運を握る事業なので、巨額投資に見
合う効果を何で計り、市民に説明していくのか検討
必要
■広場が充実すればするほど、自己完結してしま
い、本来の目的であった商店街への波及効果が少
なくなるのではという懸念
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必須
修正

可能
なら修
正

留意
事項

必須
修正

可能
なら修
正

留意
点

必須
修正

可能
なら修
正

留意
事項

古墳型構造 ○ 1
多機能階段部は上り下りの通路と座る部分を、微妙に色
を変えるなどして差別化する

○ 1
半地下になってはいるが、ある程度離れた場所からの視
認性を確保する。

○ 1 バリアフリーを可能な限り実現する（スロープ、手すり等） ○ 2
多機能階段部にパソコン等電子機器を充電できるサービ
ス

○ 2
サイクルショップに出入りする自転車が、広場を通らない
工夫（専用動線等）　広場内の自転車通行は禁止する方向で検討中

○ 2 転落可能性のある場所には、転落防止策等を設置 ○ 3 多機能階段部に手すりをつける ○ 3
レンタサイクルの電動アシスト自転車や各電子機器の充
電サービス　→事業者マター

○ 3 水の広場の滝は子供の安全を確保する ○ 4
雨天時のために壁などを活用してパブリックビューイン
グ、映画鑑賞会ができる仕様

○ 4 トイレにはおむつ交換台→事業者マター

○ 4
色の統一感にこだわりすぎず、子供が遊ぶところは限定
的に明るい配色の空間や遊具にする

○ 5
トイレは清潔なだけでなく、化粧直しや、ソファでくつろげ
る、オムツ換えや授乳ができるようなスペースに

5

○ 5
古墳お椀上部が死角にならないような工夫を施す。特に
夜間の治安面から

6 6

地面 7 7

○ 6 目の不自由な方用の点字ブロック 8 8

○ 7 雨天時や凍結時のスリップ防止 9 9

○ 8 子供の暑さ対策のミストシャワー 10 10

必須
修正

可能
なら修
正

留意
点

必須
修正

可能
なら修
正

留意
事項

必須
修正

可能
なら修
正

留意
事項

○ 1
可能な範囲で楽屋スペースを設置する。
すべり台の山内部に設置する場合、地下駐輪場上部には「建築物」は詳細な荷重計
算が必要。ステージ東の屋根軒下に設置はできないか。こちらでも検討します

〇 1 木陰、照返し軽減、やすらぎの存在としての樹木の設置
※可能な限り「日陰」を増やしてほしいです

○ 1
季節毎やイベント時のPR方法は、全体デザインを崩さず（乱立は避け
て）、一定の方法（掲示板やポール、バトンなど）を用意する

○ 2
水の広場の屋根北東部をGLから登れる大階段に変形
し、ステージの観客席ともなるようにする

○ 2 季節を感じさせる木や草花の設置
※「やまと」を感じさせる風情となるようなもの

○ 2
維持管理を持続可能な仕様にする（耐震、防水、補修の
しやすさ、費用等）

○ 3 ステージレベルにも観客が座れるようにする 〇 3 ストライダー広場の山にシンボルツリーを設置
※上記番号１と同趣旨。山の盛り土に根を張らすことはできないでしょうか

○ 3
カフェの屋根に直接昇れるようにすることは可能でしょうか。（ちょっとし
たビアガーデン等を開催するなどに活用できないか）

○ 4 交番に接する古墳は削除し、ベンチもしくは遊具を配置 〇 4 道路との境に植樹帯を設け、車の排ガスの直撃を避ける
※視界を遮るのは避けたいため、低木でお願いします

4

○ 5
ステージ奥の段を扇状に切り込み、演奏スペースを拡大
する

○ 5
地下駐輪場へ降りる階段の壁面緑化は、女性だと閉塞感が
あって怖いので、採光窓は遮らないようにする

5

○ 6
ステージ奥の一定程度に、風と雨を防ぐ壁または幕を設
置する

○ 6
JR改札近くの地下駐輪場へ降りる階段壁面に、視覚効
果を工夫した案内図等を設置する

6

○ 7 パブリックビューイングができるような設備をほどこす 〇 7 交番の壁面緑化は行わない 7

○ 8
車いすの周辺GLから観客席への落下防止のため、GLの
端に1～2センチ程度の凹又は凸を設置する

〇 8 メインとなる遊具の設置、遊具の増加
※健康遊具は必置願いたい

8

○ 9
「車いすコーナー」をGLに2カ所程度設置する。胸の高さ
程度までの枠や床のマーク表示

〇 9
山（ストライダー広場、ステージ）の一部を滑り降りれる芝
生の斜面にする

9

○ 10 車いすの出演者用にステージへのスロープを設置する ○ 10 ストライダー乗り場の夏の暑さを軽減する 10

○ 11
周辺GLの芝生エリアは可能な限り広く。ただ、一方で芝
生を踏まないで通行できる動線の確保は必要です

○ 11
基本は天然芝ですが、メンテナンス費用を考慮し一部人
工芝へ変更することについてどう考えられますか？

11
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天理駅周辺地区街づくり協議会 市民フォーラム 

～遊ぶ、憩う、楽しむ！ 集いたくなる駅前広場の新デザイン～ 

開催要項 

 

１．趣旨 

今年４月に始動した「天理駅周辺街づくり協議会」は、天理駅前周辺地区

活性化プロジェクトを進めています。 

まず第１段階として、通勤時間などのほかは閑散としている天理駅前広場

を、「にぎわい」「産業振興」「文化発信」という３つの機能をもつ、日常か

ら人々が集える空間に変えていきます。 

担当デザイナーや街づくり協議会委員が提案内容を説明し、実際に広場を

利用される市民の方々と意見を交換しあう市民フォーラムを開催します。 

 

２．日時 

  平成２６年７月２１日（月・祝）１３：３０～１５：３０ 

   

３．場所 

  市庁舎１階 市民ホール 

 

４．定員 

  ４０名 

 

５．パネリスト 

  佐藤オオキ（天理駅前広場等空間デザイン作成者 デザイナー） 

  大橋基之 （街づくり協議会委員 天理市議会議長） 

  朝廣佳子 （街づくり協議会専門会員 「Yomiっこ」編集長） 

  上田 隆 （街づくり協議会委員 天理シティオーケストラ渉外担当） 

 

６．コーディネーター 

並河健（天理市長） 

 

７．入場料 

  無料 

 



８．お申し込み 

  要事前申し込み（先着順） 

  ７月１日（火）～電話・ファクス・E-mailにて（土・日・祝日除く） 

 

９．当日のスケジュール 

  １３：００ 受付開始 

  １３：３０ 基調挨拶 天理市長 並河健 

  １３：４０ 空間デザイン提案 佐藤オオキ 

  １４：００ パネルディスカッション 

  １４：５０ 休憩 

１５：００ 市民・パネラー意見交換 

  １５：３０ 閉会 

 

１０．主催 

 天理市 

 

１１．お問い合わせ・お申し込み先 

  天理市役所総合政策課統括係  

電話：０７４３－６３－１００１ 内線４６６ 

ﾌｧｸｽ：０７４３－６２－５０１６ 

E-mail：sougou@city.tenri.nara.jp 

 

１２．未就学児童の託児 

会場内即席キッズスペースにて育児サポーターがお子様を預かる。 

授乳スペースやおむつ換え台も用意する。 

申し込み時に子供の名前・年齢を確認。ただし託児は未就学児童（先着 15名）に限る。 

 


