
第８回 天理駅周辺地区街づくり協議会 

 

日時：平成２７年５月２２日（金 j）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． 議事 

（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 

 ①今後のアクセス網の整備計画 

 ②「豊」がつながるライフスタイルを可視化する「ショーケース」 

 ③地方創生先行型事業との関係 

 ④バル、ミュージックストリート、マルシェの位置づけ 

（２）駅前広場整備事業の進捗と今後の予定 

 ①第１フェーズ 

 ・新ナビ天理と北ゾーンロータリーの整備スケジュール 

 ・グランドオープンまでの新ナビ天理、指定管理者事業者攻防 

 ②第２フェーズ 

 ・広場の整備スケジュール・設計状況 

 ・エリアマネジメント勉強会報告 

（３）エリアマネジメント勉強会からの提言 

（４）東ゾーンのポート、サロンについて 

 

４． 次回の日程 

 

５． 閉会 

 

 

【添付資料】 

P!  天理の地方創生における駅周辺の戦略的位置づけについて 

P2  天理駅周辺地区にぎわい戦略マップ 

P3  新ナビ天理 

P4  北ゾーン（ロータリー） 

P5  広場 

P6  エリアマネジメント勉強会報告書 

《参考資料》 

県民だより 5月号、チラシ「てんりなバル」、てんりﾐｭｰｼﾞｯｸｽﾄﾘｰﾄ資料、てんりマルシェ、「Discover 

Japan」5月号 
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①今後のアクセス網の整備計画 
 ■市内 
  九条バイパス 
  名阪側道 
  近鉄各駅の再定義 
   天理駅：市内車循環の中心 
   前栽・二階堂駅：生活動線上の暮らし密着型 
 ■市外/県外 
  郡山下ツ道ジャンクション開通 
   奈良～明日香の南北ルート 
   京奈和と名阪の十字路 
   関空/和歌山～名古屋ルート 
   ←街の中心に「引力」がないと素通りの危険 
 →駅前ロータリーの改修、駐車場強化 
 

②「豊」がつながるライフスタイルを可視化
する「ショーケース」 
 戦略マップ 参照 
 

③地方創生先行型事業との関係 
 ■天理ブランド創造事業、ものづくり支援 
 ■パイロット事業としてのスイーツプロジェクト 
 →拠点としての新「ナビ天理」 
 →市役所B1F「モノ、シゴトづくりセンター」と連携 
 

④バル、ミュージックストリート、マル
シェ 
 ■バル 店循環、発信、商品開発機会 
 ■ムジーク 音楽 
   ダンス、映画祭等への裾野拡大 
   （H29年国民文化祭） 
 ■マルシェ 農、6次産業 
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・多世代が集うサロン 
・話題性のある商品開発 
・外国人客へのおもてなし 
・駐車場を活用した誘導の仕掛け 
・駅前広場や団体待合でのPR 
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つなぐ 
・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟでPR販売 
・広場でPRｲﾍﾞﾝﾄ 
・無線LAN 



新ナビ天理 ■観光・行事発信 
 観光コンシェルジュ、デジタル
サイネージ、タッチパネル 

□周辺商店の 
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ/ 
動線づくり（空間全体） 
 マップ表示、サイン表示 

■屋内イベント会場 
 スクリーン、椅子、音響等 

■子育て拠点 
 授乳室、オムツかえ台、キッズ
コーナー、多目的トイレ、絵本 

■「奈良の木」発信 
 間伐材を使ったベンチ等 

■待合、勉強、情報交換 
 図書、机、ベンチ 

工事 仮営業 

H27.8 H28.1 

本営業 

H29.4 

事業者公募 準備 

H28.7 

新ナビ天理 
スケジュール 12月議会に 

補正予算案上程 

  

工事/営業 

指定管理者運営
管理公募案 



北ゾーン
（ロータリー） 

■駐車場の拡大 
 7台→43台 

 周辺商店の買い物促進のため
無料券等を検討 
 パーク＆ライド 

 
■コミュニティバス乗降場 
 駅改札口の近くへ移動で高齢
者にやさしく 

 
■バス、タクシー等 
二次交通へのアクセス機能は維
持 

工事 供用 

H27.8 H28.1 
北ゾーン 
スケジュール 



野外ステージ屋上 
砂場→芝生（約171.9㎡／52坪） 

子供達が芝生でゴロゴロする空間
を演出 

親水施設屋上 
デッキ→屋上緑化（約78.5㎡／24坪） 

植栽（プランター菜園等）で癒される
そんな大人の為の空間づくり 

広場 雨でも遊べる
遊具 

介護予防になる
健康遊具 
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来年度以降の動き 

 

今後の検討課題 

使い方の例 

・学生が音楽やダンスの練習ができる場 

・ストリートミュージシャンの発表の場 

・マーチング、雅楽、オーケストラなどの演奏を聴ける場 

・天理教の路傍講演が聞ける場 ※雰囲気はどうか検討必要 

・オクトーバーフェスタ（野外でビアガーデン） 

・冬に実施しているイルミネーションを別の季節に実施 

利用者のメインは市民 

・お母さんが来やすい 

・子どもが遊べる 

・学生の授業の場 

・年配の方が孫を連れて 

・近辺の方の寄り合いの場 

まずはやってみる 

・女性目線のアイデアを取り入れる 

・保育士の方の意見を聞く 

・「ムジーク」（音楽の団体）の公演を企画 

・現場でお茶を飲みながらワークショップ  

→例えば…「子どもが 1 時間遊べる企画」 

・広場利用に向けた社会実験（音楽イベント、ダンスなど） 

→市役所の広場も使える 

広場利用 

・夜間の照明、音響の問題、電源の確保 

（音楽イベントなどが気軽にできる場づくり） 

・ゴミの問題、キレイに保つルールづくり 

・日中の日陰の確保、夏冬の過ごし方 

・親が安心して子どもを遊ばせられる場づくり 

・日常的なステージ利用 

・「ストライダー乗り場」の別の利用方法の検討 

・人を呼び込むための営業手法の検討 

運営面でのルール作りと管理方法の検討 

・企画者が運営を！ 

・企画会議や運営に学生を引き込む 

（単位にできるなど） 

・商店街内に運営拠点をつくる 

魅力アップを 

・人が集まっても商店街に魅力が無ければ続かない 

・奥様方が行きたくなるお店が欲しい 

・若い人が寄れるようなお店が少ない 

・広場を見下ろせる場所が欲しい 

・天理「らしさ」がもっと欲しい 

田井庄池公園との差別化 

〔田井庄池公園の特徴づけ〕 

・フットサルができるなど走り回れる場所に 

・機関車をもっと活かす 

〔検討内容の例〕 

・だれがいつ使うかのスケジュール管理 

・定期的な話題提供（恒例イベントの実施） 

・使用ルールを統一、周知 

・使用料の明確化 

・利用状況の把握と指導 

駅前広場の利用イメージ 

天理市民のリビング 

いつでも、誰もが気軽に利用でき、 

人が集い交流が生まれる、憩いと賑わいにあふれる空間 賑わい 

憩い 

いつでも 

音楽が聞こえる 

お 母 さ ん た ち

の井戸端会議 

子 ど も の 笑 い

声が聞こえる 

来訪者との交流 

活 気 あ る 学 生

の課外活動 

孫を見守る 

お年寄り 

待ち合わせの場 

 より多くの人が鑑賞 

できる場所の確保 

(新たな視点場の創出) 

壁の防音対策 

4 月 5 月 7 月 

工事 

・様々な立場の人の意見を聞く 

・イベント運営や社会実験をやってみる 

・利用ルール等について考える 

勉強会の開催（H27 年度は 3 回程度） 

平成 29 年度 平成 30 年度以降 平成 27 年度 

11 月 

団体待合室 

OPEN 予定 

駅前広場 

供用開始 

・実際にイベント等で活用してみる 

・利用上の問題点などを探る 

・利用者の声を把握する 

（仮称）広場活用会の定期開催 

・自分たちが利用しやすい広場の

運営方法は？ 

・周辺地域、天理市全域へ賑わい

が波及しているか？ 

・情報発信は上手くできているか？ 
継続 

天理駅前広場エリアマネジメント勉強会 まとめ 

駅前広場活用イメージ図 

憩い  ちょっとした時間でも、

特別な目的がなくても、居たいと

思える普段使いの空間 

賑わい いつ来ても、話声や音楽

が心地よく響いている明るい空間 

憩い 

賑わい 

「天理駅前広場エリアマネジメント勉強会」では、賑わい創出とはどんなことをするのか、天理でできる

ことは何か、他事例を参考に考えてきました。来年度以降は更に議論を深め、より具体的に“天理の”賑

わい創出のための仕組みづくりを考えていきましょう。 ジ ャ ン グ ル ジ ム

や 滑 り 台 な ど の

遊具 

野外ステージ 

水の広場 

カフェ 

サイクルショップ 

霧が出る丘 

ストライダー 

乗り場 

ライブビューイング 

で盛り上がる 団体待合室 

みんなで楽しく電車

の待ち時間を過ごす 

天 気 の 良 い 日

は外でランチ 

安全性の確保 

(衝突を避けるなど) 

天理駅 

ロータリー 

駐車場 

天理のエリアマネジメント 

凡例 

施設名称 

賑わいエリア 

憩いエリア 

人の流れ 

地下との連絡 

利用イメージ 

利用上の留意点 

6 月 

平成 27 年 3 月 

健康遊具 

平成 28 年度 

 音の拡散範囲を確認 

（周囲への騒音にな

らないか注意） 

天理市民のリビングであるが、天理駅はここを訪れる全ての人の「玄関」でもある。市民以外の来訪者

も呼び込むことができる、魅力ある空間にすることが大切。（経済効果向上にもつながる） 



天理本通りが　音楽に溢れる２日間

２０１５年６月１３日　１２時スタート
 

６月１３日１２時～１８時

　

 
６月１４日１２時～１８時



事業概要

• 開催日　　　　2015年６月１３日（土）、１４日（日）

• 場所　　　　　天理本通りアーケード内（県下最長のアーケード　約1ｋｍ）

• 内容　　　　　天理本通り内　５箇所で路上ライブ演奏

・　音楽ジャンル　　クラシック（オーケストラ、弦楽等）、ジャズ、ポップス、

 　　　　　　　　　　コーラス（ゴスペル、アカペラ）、アコースティックサウンドなど

 　　　　ジャンルは問わず　（楽器を使うことが条件）　（ゴスペル、アカペラはOK）

・　入場料・・・・・・無料

・　実施組織　　　　　　てんりミュージックストリート実行委員会

 　　　　　　　　　（天理市本通り商店街協同組合、天理市三島本通り協同組合

　　　　　　　　　　　　　天理大学、まほら座、　天理シティーオーオーケストラ、天理市等）



天理の音楽のポテンシャルと課題
◎天理小学校

 

　オーケストラクラブ・合唱クラブ

◎天理中学校　吹奏楽部　　

 

全国大会　金賞受賞多数

◎天理高校　吹奏楽部　　　　全国大会　金賞受賞多数

◎天理高校　弦楽部　　　　　　全国大会　金賞受賞多数

◎天理教校　マーチングバンド

◎天理大学　アルス　　　　　　全国大会出場多数　プロ演奏家輩出

◎天理大学　雅楽部

◎天理音楽研究会　　　　洋楽：多数の音楽家を輩出　、　雅楽演奏でも一流

◎上記のＯＢ、ＯＧたちが核となって　地元で演奏活動をしている。

◎天理シティーオーケストラ等　自主運営の音楽団体

だけど、地元で聞いた人は少ない・・・・

地元出身の、すごい音楽家がいることすら　知らない。

対外的にも、様々なジャンルの、全国レベルの音楽があることを発信ししきれていない。

音楽クラブのＯＢ・ＯＧが核となる音楽団体の発表の場が少ない

天理は日本有数の　音楽のまち

課　題

ポテンシャル

天理音楽のコンテンツ力が　まちの活性化に　活かされていない



天理の音楽コンテンツを活かして
 街の活性化に繋げる

①　天理の音楽を　学校の枠組みやジャンルを超えて連携する。

②　街の活性化に繋げる。

③　事業の永続性を考えて、経済効果も生まれるように工夫する。

④　イベントを支える人たちを増やす

⑤　地元大学（天理大学）との連携

⑥　補助金に頼らない、自主財源確保に向けての努力

⑦　来街者を地元経済振興に結びつける・・・

　　各種イベントとの連携開催（『てんりなバル』、　『一押しセール』商店街等）

コンセプト

 

　音楽で天理を元気にしよう

イベント企画に際して、実行委員会が考えたこと

天理の音楽文化を、横断的に整理し、発表の場を設け、対外的に発信して　音楽でまちを元気にする



てんりミュージックストリートの公益性

①単に音楽愛好家の発表の場で完結するので
 はなく、人が集まり　賑わいが創出されることに

 より、地元経済振興に対しての一役を担う。

②様々なジャンルの音楽に、身近に触れ合うこと
 で、音楽に対しての理解と興味が深まり、音楽
 の普及に寄与する

③学校、音楽愛好家、大学生、大学教職員と地
 元との連携が生まれる。



てんりミュージックストリートの創造性　
 3-1

①ストリートで生音が聞ける

　ストリートのライブ演奏を同時に多所で開催するだけでなくオーケスト

 ラや弦楽など、日ごろ耳にすることの少ない音楽を、ストリートライ

 ブで聴くことのできる場を提供することは、独創的で新しい取り組み

 です。　

②出演者に対するリスペクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 今年のテーマは、『レッドカーペットライブ　イン　てんり』　と称し、

 レ ッ ド カ ー ペ ッ ト と 後 背 幕 を 設 え た 場 所 で 開 催 。

③ユニークなオープニング

 市長や主催者挨拶などではじまるありきたりなものでなく、　弦楽と

 合唱によるフラッシュモブによるオープニングを計画中。



てんりミュージックストリートの創造性　
 3-2

④地元大学（天理大学）との連携
　　Ａ）学生や教職員の有志によるボランティアスタッフ

　　単に設営等の人足的な働きでなく、積極的に企画運営に関わり、

 学生を当日の会場運営責任者に抜擢。

　　

　　Ｂ)大学のクラブとの連携　

 大学の写真部に当日の映像・画像の記録を依頼し、　　　　　　　　　　

 　ホームページ上でアーカイブを充実させ、情報発信力を強化する。

　　Ｃ)学校の単位認定や天理市の地域貢献認定制度

　　将来的には、イベントの企画運営全体を　学校の地域連携と捉え、　

 地域貢献の授業のカリキュラムにおける単位取得、　天理市による

 地域貢献認定制度　にまで広げ、　ボランティのモチベーションと、永

 続性を保つ



てんりミュージックストリートの創造性　
 3-3

　⑤単なる音楽イベントに終始するのではなく
 地域経済振興に寄与する各種イベントと連携

　　A）てんりなバル　（食のイベント）

　　B）天理本通り　一押しセール（物販）

次回開催の原動力　に繋がる



継続性・発展性
①今までの音楽の枠や縛りを越えて、音楽グループの連携を深めることで、様々

 なジャンルの組み合わせの音楽イベントが開催できるようになる。

②演奏者同士の横の連携、地元との協力体制が強化されることで、　　　　　　　　

 自主的なイベントが開催しやすくなる。

③運営主体を地域の若者（大学生、音楽愛好家）にシフトすることにより、

　　イベントのマンネリ化を防ぎ、毎年イベントのブラッシュアップが行える。

　　

④

 
地域経済の振興に寄与することで、イベントの財政的基盤が強化

 （市内外からの顧客獲得、地元学生の顧客化）

⑤将来的には天理を音楽の合宿のまち　を目指す。

 （市外から人める　ツールとなる）

⑥天理市の駅前　再開発に連動

 再来年平成29年には、グランドオープンが予定されている　　　　　　　　　　　　

 天理駅前の野外ホールで、一大イベントを開催し、全国に広く発信します。



６月１３日、１４日

 天理ミュージックストリート　開催



奈良の農・林・食ＰＲマルシェについて 

天理マルシェ(H26) 場所：天理駅前広場 

 

  H26.9月から毎月第4日曜日開催（12月は第3日曜日、また、11月9日（日）に「てんりなまつり」の共催
として追加開催） 計８回開催 

〈日程〉 

 農・林・食のＰＲマルシェを、県がモデル的に開催。奈良県産の農産物やその加工品、木工品などを販
売するマルシェブース10店舗と、県産食材を使った飲食を提供する飲食ブース4店舗が出店。また、音
楽や大道芸などイベントを実施。 

奈良県農林部 
マーケティング課 

開催日 来場者数 総売上額 天気 イベント 

9月28日（日） 8,000人 930千円 ☀/28℃ ジャズバンド、天理中学校吹奏楽 

10月26日（日） 5,000人 1,000千円 ☀/25℃ － 

11月9日（日） 3,300人 610千円 ☂/20℃ 
てんりなまつりステージ 
てんりなまつり同時開催 

11月23日（日） 1,600人 330千円 ☀/18℃ 天理北中学校吹奏楽 

12月21日（日） 2,000人 460千円 ☀/8℃ 大道芸、ダンスステージ 

1月25日（日） 1,900人 645千円 ☀/11℃ 大道芸、フラフープショー 他 

2月22日（日） 2,400人 539千円 ☁→☂/17℃ キッズチアダンス 

3月22日（日） 9,000人 734千円 ☀/21℃ 
高校総体PR、天理ｼﾃｨｵｰｹｽﾄﾗ 
子育てフェスタ同時開催 他 


