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第８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 5月 22日（金）14：30～16：30 

開催場所 ４階 特別会議室 

出席委員 高橋道一委員、藤山和徳委員、酒谷雅典委員、榎堀敬友委員、北田孝一委員、上

田久委員、國弘正治委員、大橋基之委員、中島欣成委員、上田隆委員、桝井宏之

委員、本村龍平委員、乾新弥委員、並河健委員、山中由一委員、朝廣専門家委員、

大塚淳専門家委員 

欠席委員 稲田利也委員、西本正男委員、坂口登委員、浅田利嗣委員、 

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》 

 委員交代紹介、高津（奈良県立大学准教授）地方創生アドバイザー紹介、奈良県立

大学包括連携協定、総合戦略策定についてコメント 

 

３． 報告 

 《参考資料》 

  「県民だより 5月号」 ～すすむ奈良のまちづくり～ 本村委員 

  「てんりマルシェ」  乾委員 

 

（１） 地方創生における天理駅周辺の戦略的位置づけについて 

会長 

 【資料 P１に基づき説明】 

  地方創生の先行事業と天理駅周辺の位置づけについて。天理駅前広場は広場を物

理的に整備するだけではなく、様々な機能を凝縮する。天理駅周辺地区の駅前整備

をきっかけに、奈良県とのまちづくりの包括協定や、周辺自治体との定住自立権構

想が始まったことは大きな意義。天理駅前が「種」であり「果実」となっている。

九条バイパスの構想も具体化している。天理駅周辺と南部と結ばれていくという認

識。大橋議長と高市総務大臣に陳情にいき、郡山ジャンクションに抜ける側道の拡

幅も進展もある。R169号と R24号との間に南北に通りやすいルートがなかった。が

郡山ジャンクションまで抜けていく動きができる。市内の南北の動きが、ちょうど

天理大学の前をとおる形になり、いま前栽駅にむかっている車の動きが、東に動か
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すことが出来るのではないかと考えている。立地適正化計画にも反映させていく。

今回天理駅前の平面駐車場が増設され、市内の車の循環の中心を天理駅という再定

義をし、なかなか広げていくことができない前栽、二階堂駅を、より住民の皆さま

の生活密着道路という整理をしていけるのではないだろうか。天理駅前の整備事業

も市内全体のまちづくりのなかで意味づけをしている。 

  市外、県外とのつながりでは、先日郡山下ツ道ジャンクションが開通した。南北

東西の十字路となる。特に関西空港に抜けるルートが、大阪の中心部を抜けるだけ

でなく、その渋滞を避ける形で南からアクセスできるようになり、名古屋方面から

の利用が増えるのではないかと考える。そのなかで、天理市の立ち位置は、名阪の

側道は重要な意味。しかし微妙に天理を外れたルートにもなりかねない。県も京奈

和自転車道を構想されている。県営プールにトレーニングセンターがきた場合には、

自転車の集積地にもなる。私達としては、東に人の流れをもってこないわけには、

素通りされる危険性もある。天理の中心地に引力や発信力があり、また山の辺の道

も様々な活動とつなげ、歩く、自転車をつかい奈良から南に行くならこっちだと選

んでもらわなければならない。 

  天理駅周辺の再整備の戦略的な意味づけも重要になってくる。 

 

委員 狭い範囲ではなく、周囲の状況を考えながら市外県外での位置づけするのは大

切なことだと思う。 

 

（２）駅前広場整備事業の進捗と今後の予定 

《事務局より P2,P3を説明》 

会長 団体待合所では、ボランティアガイドの方の拠点にもなってくる。また先日も

ラグビーのトップリーグが開催されたが、街の人はほとんどが知らない。おじばが

えりの情報なども、いま街で何が起こっているのかをここで発信していく。子育て

拠点の絵本については、市内のある企業が寄附をしたいと申出ていただいている。

読みきかせの場所にもなると思う。奈良の木発信についても大事。市役所１階のイ

スは十津川村産のものだが、私が就任してから天理市のことで唯一総理ブリーフに

使われたもの。堀井参議院委員が参議院農水委員会でも取り上げていただいた。前

栽小学校改修工事でも図書館部分では木を使うことを予定している。待合部分では、

高原地区街づくり協議会において出ている課題として、帰宅時の学生が少し勉強し

ながら待つスペースとしても想定している。 

委員 すべての機能をもりこんで、大変だったのではないかと思う。 

委員 いろいろな方が来られることになる。実際の運営上での役割分担が大切になっ

てくると思う。 
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会長 指定管理者募集の段階では JR様や天理教様としっかり協議していきたいと思

う。誘導灯も必要になってくる。東側、西側の商店様のインフォメーションセンタ

ーとしても機能させていくことが一番大切。例えば観光コンシェルジュが、西側の

レンタサイクルの情報をしっかり発信していくことが重要。ショッピングモールで

よくあるような、どういったショップがどこにあるという情報を出していきたい。 

委員 商店主としては、願うところ。いかに他と違った商品を置いていくかが大切だ

が、店の中に置いているだけではいけないので、こういった施設でしっかりと情報

発信をしていただけることが大事。 

委員 様々な方が施設を利用する。運営の時間帯はどう考えているか。 

会長 現段階で天理教様、輸送部様とはまだ詰め切っていない。指定管理の内容も含

めてこれからしっかり協議していきたい。 

委員 やはり朝、昼、夜と幅広く機能が求められる。早い時間からオープンすれば助

かる。 

会長 バルの券の販売やプレミアム商品券を発行していく場所としても使えると思

う。 

委員 駅前を再開発して、川原城・三島商店街を通って本部への人の流れを増やして

いこうという趣旨だったと思う。駅前広場だけが賑わってもいけない。 

会長 まずはここで情報発信をし、次の議題になるが、あわせて商店街でも様々な仕

掛けをして人を流していこうというのが今回のプロジェクト。 

委員 インフォメーションについては、写真とともに紹介していただけるとありがた

い。時間帯は、現在のナビ天理は早く閉まるので、もう少し遅くまであけてほしい。 

会長 実際に皆さまのご商売につながる時間帯も相談させてほしい。 

 

《事務局より天理ブランド構築支援事業について説明》 

地方創生関連事業で、天理ブランド構築事業がある。３地区の街づくり協議会で

すすめている、にぎわい循環の創造をいかに実現していくかというのが重要。その

ために天理ブランディング PR戦略構築事業、トレイルセンター空間デザイン作成事

業、ブランド商品力強化のための講習会事業の３事業をパッケージで行う予定して

いる。 

会長 この協議会からもプロポーザルの選考委員もお願いしている。事業の趣旨は、

いままで市の PRのためにつくっている刷り物や作り物が、まったく色も違えば自体

も違いばらばら。定着するようなものがない。商品はそれぞれの事業者様でがんば

っていただいているが、東京で見れば天理のものとはわからない。どうすれば商品

が天理にひもづいていくのか考えていきたい。また市内で外部の専門家からアドバ

イスしながら商品開発をしていきたい、と考えている方に、いろんな成功事例を一
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度きいていただき、多少身銭を切ってでも商品開発をしたいという事業者様に助成

をしていこうと考えている。その第一段階。 

 団体待合所を拠点に、市内の事業者様の一押しを置いていただき、さらに他の商

品も見たいという方はぜひ現地まできてくださいというつなぎにしていただきた

い。それに先行してパイロット事業として商店街ではスイーツプロジェクトがすす

められているということです。 

酒谷委員 天理の食材を使いながら、カフェや喫茶店で共通のスイーツをつくるもの。

数回会議をいままで開いている。食材は何だろうというなかで、柿、いちご、酒粕

など、独自の食材を探し、いまサポートに入っていただく東京のシェフに食材を送

ろうという段階。目標としては 11月頃に試作品を発表したい。 

会長 商店街の皆さまが外部の専門家にアドバイスをもらう部分を、市が補助させて

いただこうという形で、３月に補正予算も組んでいる。大塚委員からご紹介いただ

いたとうかがっている。 

大塚委員 京都の菊之井の村田氏という有名な日本料理人がいるが、彼の一番弟子に

当たる野永喜三夫氏を紹介した。日本食を海外に紹介したり、地方の食を見いだす

活動も群馬や北海道、東北の被災地など様々な地域で取り組まれている。今回も天

理の食材を以下に活かすかという取組みだったので、彼の活動とつながるところが

あった。 

委員 地元の方主体で様々な動きが出てきているということが素晴らしいなと思いま

す。 

会長 天理の拠点でもあり、奈良の拠点でもあるので、商品等についてまたご協力い

ただければありがたい。 

委員 駅前を拠点に、教会本部までどう人の流れを多くしていくか。商店街に拠点が

いくつかできてくればさらによいのではと思う。 

会長 商店街のポートの件について事務局から説明してください。 

《事務局より商店街ポートの説明》 

商店街に来られる方々のなかで対話がうまれ交流がうまれやすくし、滞在時間を

延ばすためのポートを、商店街組合さまと一緒につくろうという取組み。駅前広場

のデザインとのつながりをつくっていくことが大切。 

酒谷委員 単なるイスではなく、駅前広場とデザインの統一ができれば、オブジェと

しても位置づけられる。 

  また、拠点という意味では、川原城の川北眼鏡時計店が現在空き店舗の状況にな

っている。人が集い、情報が発信できる拠点にしたい。しかし、商店街だけでは財

政的にも厳しいのでご協力をいただければと思う。作成した資料は、たたき台とし

てつくったもの。高齢者のたまり場としてだけではなく、若い人もきてくれる場所
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であればと思う。 

委員 参考館や本殿も少し歩けばある。ここであえて見せる必要があるのだろうか。 

会長 むしろ、行っていただくための情報提供の場だと思う。市外からのお客様とお

話ししていると、参考館も教庁の一部と思っておられ、一般の人が入って良い施設

だとは思っていない。 

委員 参考館は実際に見に行く人は少ない。中身はものすごく良い。関心のある人を

誘導することが大事。天理図書館も国宝級のものがある。ここで PRするということ

は大事なのでは。 

委員 私の店の前には掲示板がある。よく聞かれるのは、参考館はどこですかという

こと。建物は似たり寄ったりのものが多いので、わからないのでやめとこうという

ことになる。いま話しているような拠点は川原城にも三島にもあったらいいのでは。 

会長 アイデアとしては、本市の産業振興課の一部をそちらの拠点にもっていっては

と考えている。機能と運営主体も継続して検討していきたい。 

  団体待合室について、ご意見はよろしいか。 

委員 団体待合室は、西側から入るときに段差があるので、アプローチをしやすく考

えてもらいたい。 

会長 今日いただいたご意見をもとに、設計をつめていきたい。 指定管理事業者の

選定としては、12月議会ではかり、年明け早々に公募という流れでいく予定ですの

で、仕様書等についてはまたご相談したい。 

 

《事務局より北ゾーンロータリー工事について P4に基づき説明》 

会長 これについては、JR様・近鉄様・奈良交通様・タクシー協会様と事務的協議は

進めている。モニュメントもこちらの北ゾーンに移設する。また、駐車場の運用面

では、立体駐車場や川原城の 300番地の料金体系とも調整し、割引券等で商店街へ

の誘客に繋げていくことが大切な視点。 

 

《事務局より広場の整備工事について P5に基づき説明》 

ストライダー乗り場を、子供に人気のふわふわドームに替える提案。（五條市での

実物の映像。 

委員 露天での使用もあるのか、可動時間はどうなるのか 

事務局 露天の事例もある。時間設定で空気を抜くこともできるし、24時間使えるこ

ともできる。 

委員 屋根はつかないというが、「雨でも遊べる遊具」という表記があるが。 

会長 ステージ裏の屋根の下にある遊具に関して表記している。ふわふわドームに屋

根があればということ。 
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事務局 担当者としてもつけたいが、予算的に厳しい状態だ。仮設ででもつけられな

いかは検討中。 

委員 もともとのストライダー乗り場がだめになった理由は。 

事務局 ストライダーのコースにできるような広さもないのではないというのがひと

つ。また事務局 前々回協議会のなかでも、利用者が限定されすぎているのではな

いかという懸念の意見があり、エリアマネジメント勉強会のなかでも同様の意見が

多かったのが市としても課題ととらえていた。 

《事務局よりエリアマネジメント勉強会報告について P6に基づき説明》 

委員 警察としては、治安面を一番心配する。死角をしっかり管理できるように監視

カメラを設置してもらえらばと思う。 

事務局 警察と協議させていただき設置をすすめる予定。 

 

会長 最後になりますが、上田委員からご提言があるとうかがっている。 

上田委員 天理市の中心として人が集まり、天理市中に人を送り出すために、土日だ

けでなく日常的に人を広場に集めるための議論を、４回のエリアマネジメントの勉

強会でしてきた。しかし、具体的にアクションを起こして行くには、なかなか協議

会では検討しづらい。協議会では大方針を出しており、その方針に基づいて動く組

織を設けていただけないかと考える。明日からでも動いても遅くなく、頻繁に集ま

って話し合う必要があるのでは。 

会長 誰かが何かをしかけなければ動いていかないのは確か。いまムジークフェスタ

なども商店街では動いている。上田委員の提言は、広場のなかで様々なことを仕掛

けていくグループがいるのではということ。具体的なメンバーはいるか。 

上田委員 エリアマネジメント勉強会で共に学んだメンバーが基本になるかと思って

いる。 

会長 市民の有志の方々がしかけをしていただくことは市としてはありがたい。全体

的な趣旨としてはどうか。 

委員 誰かがやらなければならないということは確か。 

委員 いまこのまま施設だけができてしまうと、休日は人が来るかもしれないが、平

日はなかなか人は来ない。戦略的に運営していくことをしっかり考えていかねばな

らない。 

委員 こうしたソフト面に関する提言は非常にありがたい。行政だけでなく地元の

方々も一緒にという提言。 

委員 平成 29年度には完成するので、早く進めていった方がいいと思う。 

委員 管理と言うより、どういうふうに使っていけば良いかを考えることが大切。一

緒くたにしないほうが良い。そのための市民が関わるワーキンググループを立ち上
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げ、フェイスブックなどで、あくまで市民の有志として市民に呼びかけていくとい

いのでは。 

委員 人選だけはしっかりするように。 

委員 その方向で動くということは協議会で承認したらよいと思う。 

（異議無し） 

会長 それでは上田さんのほうで勉強会中心に人選いただき、検討をお願いします。 

 

４． 次回の日程 

  次回については、後日調整する。 

以 上 

 


