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第９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 27年 9月 9日（水）14：00～16：00 

開催場所 ４階 特別会議室 

出席委員 高橋道一委員、榎堀敬友委員、酒谷雅典委員、坂口登委員、浅田利嗣委員、広岡

研二委員、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（代理 出井奈良県地域デザイン推進課長補佐）、並河健委員、山中由一委員、

朝廣専門家委員 

欠席委員 稲田利也委員、藤山和徳委員、北田孝一委員、上田久委員、西本正男委員、乾新

弥委員、大塚淳専門家委員 

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、色雲主査、島田主事 

東環境経済部次長 

議事内容 

１． 開会 

２． あいさつ 

３． 議事 

（１） 駅前広場の機能 

① 天理市のまちづくり 

添付資料 P1～P3に基づき 事務局より説明 

② 駅前広場の空間デザイン 

添付資料 P2、参考資料「広場デザイン（案）」に基づき事務局より説明 

会長 

 全国的に、オリンピックの国立競技場のようなことにならないようにというご指摘

も各所からいただいた。大切なのは、何のために整備するのかという認識をみんな

で共有できているか、デザイン部門も求める機能を確保したうえで予算内に収めて

いくことができているかだ。そう言う意味で、国立競技場とはまったく異なる。さ

はさりながら当初協議会では 10億円程度と申していたのが、県市連携であったり国

の予算で半分以上をまかなえることになったが、予算は全体で 14億円となり、３月

の議会でご承認いただいた。もともと考えていた部分よりも、市民的な議論の中で

授乳室等子育て機能を充実したり、バリアフリーにしっかり配慮したり、安全対策

をとったり、植栽を増やしたりし、また昨今の資材高騰を鑑みたうえで、ご了承い

ただいた。これ以上予算は上げない。協議会の中で議論をした果たすべき機能は確

保しなければならない。広場デザインについて、赤い点線部分は、子供遊具、健康

遊具をどんなものを置くかは最終調整中。見た目には変わってきたので、ご意見を

いただきたい。できなくなったのは、水遊びだ。ただイベント的に夏場だけプール
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を設置するようなしかけは考えている。 

 

委員 水遊びはまったくなくなったのか。 

会長 維持管理を考えると厳しく、また三島川へのオマージュという意味もあったの

で残念ではある。 

委員 いままで樹木がなかったので、良いと思う。 

事務局 樹木に関しては、前回整備の樹木を極力活かしたうえで、今回デザインのテ

ーマになっている「古墳」時代にもあったような樫の木を植える予定をしている。 

会長 樹木が増えて木陰ができるとともに、樹木によって山の辺の道のほうにいざな

っていきたい。 

委員 協議会でも要望してきた緑が増えたことはありがたい。商店街につづく動線で

もあるが、配慮されている。かえって良いデザインになったのではないか。平日の

日中の時間帯でいかに人が集まるかが大切。そういう意味で遊具を入れるのは良い

と考える。 

委員 （広場の建築物で）木材を使わないでコンクリートに変わったのは残念、いま

だからこそ木を使うことが斬新。特に夜のライトアップは良い。少しでも木を使え

ないだろうか。樹木が増えたことはいいことだ。 

会長 私も最初は、高速道路の裏面のようになるのではと懸念した。表面の仕上げに

ついては温かみを失わないように検討中。団体待合室での木の使い方は。 

事務局 団体待合室の椅子や什器を奈良県産材間伐材でつくれないかと検討してい

る。 

会長 人が触れるところの温かみと奈良県産材の発信は重視している。十津川産材は

市役所ロビーに椅子として使っている。また前栽小学校の図書館の椅子を奈良県産

材木材でできないか検討に入っている。奈良県産材の木材を県下の自治体が積極的

に採用している例は、参議院の農水委員会でも報告され評価を得ている。将来的な

維持管理コストの軽減もふまえ広場全体での活用とはいかないが、主に室内におい

て部分的に活かしていきたい。 

事務局 物販について、エリアが現ナビ天理内でおさめることになった。これは、団

体待合所で金銭の授受を行うと、建築基準法上の用途変更が必要となり、それが駅

舎全体に及び、遡及工事等想定外の影響が出る可能性があるため。したがって、団

体待合所では特産品の展示は行うが、金銭授受や品物の受渡しは、現ナビ天理の空

間だけを仕切ってひとつの空間にして行うことになった。 

 

（２）賑わいづくり作業部会 

会長 広場をどう活用していくのかということを、前回からのいままでの間、作業部



- 3 - 

 

会で検討していただいている。 

上田隆委員 《添付資料 P4及び参考資料「団体待合室の利用方法から考える内装や備品 8/19

作業部会」に基づいて説明》 

 いま議長からお話があったように、エリアマネジメント勉強会で一緒になった人に

集まっていただいて、作業部会を４月から続けている。目的は駅前広場や団体待合

所を天理市の商工観光の中心地として、天理市の発信の場として活用していくのか

に絞って議論している。毎回、予算面・法令面から設計変更がどんどん出てくるの

で、私達としては、与えられる条件の中で最も良いパフォーマンスをあげることを

意識している。メンバーは、天理教や天理大学、ディライト、商店街、商工会、走

行会議所、行政というメンバー。設計がどんどん変わる。同時進行で進めるので、

何をやるかによって設計も影響をうける。したがってまずは何をやりたいかをアイ

デアを出した。それが参考資料だ。大変なのは平日の昼間だ。例えば団体待合所で

は、大学の講座を開けないか。学生の回りで市民の方も聴ける。また企業の方々が

透明の仕切りのなかで会議をしている。こういった風景がここにあれば面白い。天

理市民の方々が普段使いもできるし、市外の方々がイベントで使うことができるよ

うな空間にしていきたい。広場では、夏場と雨の日をどう集客するかが議論になっ

た。夏場は、ずっと要望してきた木陰がたくさんできたことである程度不安は減っ

た。また雨の日は、幸か不幸か団体待合所内の古墳がなくなったことで、イベント

スペースが生まれてきた。 

 広報について、ウェブをつかって行っていく。現在の市のいくつかのウェブサイト

との関係性をどうするのかも含め、あり方を検討している。 

 作業部会ですることを決めてはいるが、いざ 29年 4月から誰がやるのかを決めてい

かねばならない。天理の特産品を販売する組織、天理の文化的なことを発信してい

き広場を活用する組織。どう連動させるのか。どちらにせよ、プロフェッショナル

な人材と地元のやる気のある人材が必要なのだろう。また協議会において作業部会

の議論を報告したい。 

会長 特産品の紹介販売と、文化的なイベント。広場と団体待合所の運営のあり方を

早急に整理しないと行けない。そこを作業部会で検討いただいて、協議会に諮って

いただくというのではどうだろうか。 

上田委員 是非そうしていただきたい。どういう形で運営していくのか決めていかな

いと、作業部会で議論しても参考意見で終わってしまう。 

会長 高原の街づくり協議会の委員である天理大学の岡田教授も作業部会に参加して

下さっている。他エリアの事例も情報としては入っている。協議会の頻度ではなか

なか煮詰められないので、作業部会に負担をかけるかもしれないが、いかがだろう

か。 
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委員 作業部会の熱意は感じるし、会議は大変だと思うが、お願いできればいいので

は。 

事務局 市内企業から、寄附の申し出があり、団体待合所のなかに置く絵本を１００

０冊寄贈していただくことになった。セレクションは落合恵子氏が代表としている

クレヨンハウスに行っていただくことになった。 

会長 クレヨンハウスさんは、十分発信力がある。市内でも絵本の読みきかせをして

いらっしゃる方も多い。人の流れをつくっていく意味でも、有効に活用していきた

い。 

委員 子供が体験できるようなことがあればいい。樫であればどんぐりをつかって遊

ぶ体験などもいいのでは。 

会長 旧福住幼稚園をＮＰＯ法人のぽかぽか工房さんが活用下さることになった。彼

らの活動とも連動できるのではないかと思う。 

委員 そういった活動を世話する人材が必要だ。 

会長 まとめると、広場デザインについては遊具や表面素材を次回に報告する。団体

待合は全体デザイン。管理については、協議会から作業部会に検討を依頼して、次

回に承認していく。 

 

（３） 東ゾーン 

① スイーツプロジェクト 

会長 スイーツプロジェクトについて、具体的な進捗があった。 

酒谷委員 《添付資料 P5により説明》外部コーディネーターとして、宮内庁にも出入

りされている日本橋ゆかりの野永喜三夫シェフにご協力いただいた。２回に渡りお越

しいただき、市内を視察いただいた。当初柿・いちご・すいかという声が上がってい

たが、素材を年中確保できるか、コストはどうかというところで止まっていた。彼の

アドバイスにより、天理や奈良は日本の発酵文化の発祥の地。清酒の発想の地でもあ

るし、「麹」という案が出てきた。単なる甘酒ではなく様々な果実のフレーバーを加え

ることで楽しめる。サイクリングやハイキングなど運動される方の滋養強壮ドリンク

として作っていくことになった。試作発表をできれば「てくてくてんりウォーキング

フェスタ」にて発表できたらと思う。 

会長 地方創生の先行型事業であるが、なんとか製品化にこぎつけていただければと

思う。県が実施している中川政七商店さんがものづくりをサポートする事業があるが、

天理市でもブランディング構築事業を実施する。プロポーザルにて大阪のデザイン集

団である服部滋樹氏が代表をする grafさんが受託した。鯖江の眼鏡や琵琶湖のプロジ

ェクトでも活躍されている方。天理のものづくりを強化する一環としてまた協議会で

も報告していく。 
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② ICTによる雇用創出・人材誘致プロジェクト 

《事務局より添付資料 P6―P11に基づき説明》 

会長 本件は議会に地方創生予算を相談しているところ。ひとつには企業誘致は頑張

っていく、と同時に就職の時に市外に流出していくことが多いのが事実。今後 10

年先を見据えていったときに、天理を先進地にしていきたい。職場は大阪や京都だ

けれども天理に住み続けることが出来る。また、産業振興課が商店街に近いところ

で仕事が出来る。また１階部分がサロンになるので、三島・川原城、アーケード・

商工連盟様に活用いただきたいと思っている。テレワークは現在実証実験に参加し

ているのは３団体。拡大はしていきたいが、最初から満員御礼にはならないだろう。

そこで市内で様々な活動をしている団体の皆さまに、例えば自宅が事務局になって

いる場合、こちらを利用してもらうことも、シェアオフィスという形で可能だと思

っている。 

委員 天理大学生の８割弱が転出されるということで、大学生が求めるものがあれば

いいとは思うが。駅前から少し離れる。大学生をターゲットにするのか、高齢者が

中心になるのか。三島にはてんだりーもある。 

委員 川北時計店には駐車場があったと思うが、駐車場も借りるのか。 

事務局 ３台借りる。 

会長 誰がどう使うのかというを明確にしていかないといけない。 

委員 産業振興課がこちらに入ることになるため、やはりビジネスをからめたものが

いいと思う。商店街の空き店舗活用にもつながるような取組みになったほうがいい。

また、ウェブショップで販売する商店も多いと思うが、写真のスキャンや加工が結

構負担。この施設に画像処理ソフトの入っているパソコンがあれば、みんな助かる

のではないか。 

委員 テレワークとして使うときの料金体系はどうなるのか。 

事務局 当初は PRも含めて無料と考えている。ある会社が占有するものではなく、希

望する会社が交替で使う。 

委員 NPOやボランティア団体は、仕事が終わってからの利用となるので、できれば

22時まで営業していただければ助かる。 

会長 来年 3月には使えるようになるので、例えば作業部会の皆さんにも使っていた

だけるような開館時間を検討していきたい。 

委員 2階部分は複合機やシュレッダーがあるが、全員が使えるのか。奈良市も NPO

や登録団体が 9時～21時まで無料で使える施設がある。駐車場代がかからなければ

もっと助かる。テレワークは、システムエンジニアは、みんなと仕事をするのを嫌

う。そう言う意味ではここはうってつけだと思う。 

会長 こういう場所を、広場や既存の商店とどう回遊させていくかが重要だ。市庁舎
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地下１階について説明してください。 

事務局 地下１階にハローワークを誘致する。天理市内にどんな仕事があるのかをし

っかり見える状況にする。 

会長 特に商工会・商工連盟様とは情報共有させていただき、天理大学をはじめ県内

の大学とつないでいきたい。そしてテレワークとの連携も進めていきたい。 

委員 川北時計眼鏡店は、天理には珍しいぐらい、ガラス張りの美しい建物。事業者

募集の時は写真付きで。 

会長 西ゾーンについて、何かご意見はあるか。 

委員 田井庄池公園は、現在樹木が鬱蒼としている。また池でも今年事故が起きた。

農業用水として池は利用されているのでどこまで使えるかは検討が必要だが、市民

のガーデニングの場として使えれば、多くの人が集うし、安全で明るい場になるの

では。駅前広場とのつながりをもちながら、天理大学体育学部との動線も意識しな

がら整備していってはどうか。人口が多い前栽校区からの人の流れは、田井庄池公

園と通ることになる。 

会長 東と西の位置づけを次回までに整理できればと考えている。西側はもっと地元

より、暮らし自体に潤いを与えるような役割で、参加型でガーデニングということ

もあると思う。整理したうえでアイデアを集めて行ければと考えている。 

委員 駅前広場は運営をどこの地域でも苦しまれている。エリアマネジメントという

言葉がよく出はじめているが、言うは安し行うは難しで、長続きしていくような仕

掛けが大切だ。 

委員 子供狙いの駅前広場、天理教参拝者や観光客との利害をどうつけていくか。理

想をいうと両者がふれあえるのがいいと思うが。もう少し整理して行った方がよい。

また昼間だけではなく、夜に人がいることも考えてもいいのでは。防犯上も有意義

だと思う。 

 

４． 次回の日程 

  次回については、後日調整する。 

 

５．閉会 

以 上 

 


