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第４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 8月 22日（火）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、藤山和徳委員、宮西幸司委員、酒谷雅典委員、北田孝一委員、上

田久委員、西本正男委員、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、朝廣専門家委員、

nendo鬼木氏 

欠席委員 稲田利也委員 

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、東田まちづくり事業課付課長、谷口営繕課係

長 

議事内容 

１． 開会 

２． あいさつ 

今回はデザインの最終確認を行い、次のフェーズに入っていきます。デザインか

ら街全体の活性化の中での意味づけ、使い方、周辺との連携の形を議論していき

たい。また先日休憩施設事業者を審査委員会にて決定していただきました。提案

内容の紹介をして街の活性化との連携を相談していきたい。 

３． 委嘱状交付 

西本正男委員、坂口登委員、本村龍平委員へ交付 

４． 報告 

・休憩施設整備運営事業事業者公募型プロポーザル審査について事務局より報告 

・事業者に選定されたディライト(株)を紹介 

・市民フォーラムについて資料２に基づき会長より報告 

  FM放送 J-WAVE佐藤オオキ氏番組「creadio」での音源放送についても報告 

５． 議事 

（１） 駅前広場等空間最終デザイン案 

《鬼木氏より資料３に基づき説明》 

・駐輪場入口、交番付きの古墳構造物について削除 

・団体待合室について、JR改札口側を施錠できるようにした。東側と西側の入

口について動線を強く意識した。バックヤードの機能をつめた結果、山を若干

小さくした。前は、カウンターは壁を背負うようにしていたが、壁を背に高い
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棚を設置し、カウンターは山の一部を掘って設置した。四角い什器は物販用の

古木を利用したものです。待合所部分は、少し増えベンチで 160名、山では 160

名で考えています。○がついている部分は、座れる部分です。前回の協議会で、

座る部分と歩く部分が同じなのは抵抗があるのではという意見がありました

ので、クッションを置いてしかけができないかと考えています。山の部分は手

すりを設けています。トイレの機能は、多目的トイレも設置するのがよいので

はと考えています。男女の大便器には乳児シートも設けています。バックヤー

ドには簡単な調理ができるようなスペースや事務スペース、搬入経路を確保し

ています。 

・カフェは、全体で 100坪程度と考えていましたが、120坪に拡大しています。

屋根は登れませんが、高架との接続部のお椀になっている部分は階段をのぼっ

ていくとあがれるようになっています。出入り口は、道路側にも出入り口とし

て、広場側と両面が出入り口という風に考えています。（模型で説明） 

・既存施設の壁面緑化は採光を確保しながら検討していきます。 

・水の広場の屋根部分も有効活用できるように、階段を設置しています。 

・野外ステージは、そこから若干変えており、古墳のイメージを維持した形に

しましたが、座れる人数は変わりません。バックヤード部分は、山型の中に楽

屋を入れています。面積は 14㎡です。駐車場のほうからスロープで入り、ス

テージと同じレベルで楽屋があり、そのままステージに出ることが出来ます。

ステージ部分は地面から約 1.6m下がっています。（模型で説明） 

・子供用の遊具はストライダー広場と野外ステージの間に、大人でも楽しめる

健康遊具を、交番の近くにわけて設置しています。 

・構造についてお椀になっている部分について説明します。考え方は円の中心

から大梁というスチール製の H鋼を斜線上に出し、その間に小梁というスチー

ルの H鋼をつなげます。その間をブレースというものをつなげます。多面体の

うえにウッドデッキを据えるというものです。 

・照明について、古墳の階段部分から間接照明が出ます。通常の広場は背の高

いポールから照明で照らします。池袋西口広場や上野公園でルクスを計測しま

した。池袋の街灯真下では 45lxと室内に近いものがありますが、広場の真ん

中ですと 4lx、2.9lxという値でした。上野公園は広い通路になっていて、両
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側に街灯がありまして真ん中あたりは 1.4lxでした。天理駅前広場ではどれぐ

らいのルクスがいいのかですが、JISの照度の推奨をしていまして、目標とし

ては 5lxがいいのではと考えています。テープライトを採用するが、商品を選

ぶ際に、5lxを目安に考えていきます。 

・消費電力について、テープライト 7,268mをフル点灯した場合は、年間 630

万円程度かかります。現在百万円程度なので現状よりも高くなります。ただ、

通行量の多い時間は明るくしますが、人が通らなくなってくると、5lxは維持

しながら照度を落としていきます。調光例 1の4.7時間フル点灯で約 270万円、

調光例 2の 2時間フル点灯で約 114万円となり、現状の電気代に近づけていけ

るのではと考えています。 

 委員 

  地元業者でできるのか。 

 鬼木氏 

  難易度は高いと思い。特に逆お椀の部分。柱を立ててしまえば地元業者でもでき

るが、いかに柱を立てないで古墳のイメージを維持しながらつくるかがポイント。

現段階から構造を検討し、そのとおりにすればつくれるように設計していくことが

重要。 

 会長 

  工事費によって入札のルールがあるので、ルールに従ってやっていく。また北ゾ

ーンや団体待合所は時期的にも施工が分かれるので調整もしていきたい。 

 委員 

  今回はデザインが重要なので、価格を落とすよりはしっかりやっていくことが必

要。また、必ずしも地元業者が入れない枠組みになるものではなく、PFIの場合で

も一部必ず地元業者を入れるような形もある。 

 委員 

  豪雨の場合の排水はどうなるか。 

 鬼木 

  商店街から駅前で 2mぐらい高低差がある。野外ステージは 1.6m下がっているが、

駅の方に配水管をはり、水はたまらないようにする。 

 委員 
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  駅前広場のトイレの数は、どれぐらいになるか。 

 会長 

  既存のトイレを改修する予定。駅構内はスペースが限られている。 

 委員 

  転落防止はどうなっているか。 

 鬼木 

  模型ではつけていないが、危険性があるところには転落防止柵を設置する。 

 委員 

  西側について。フットサル場やバスケット場をつくってはどうか。20～30代の方

を誘客できれば、相乗効果があがるのでは。 

 会長 

  まさに田井之庄池公園を含め西ゾーンはこれからの議論。 

 委員 

  駅の東と西で連動性ができればいい。駅と田井之庄池公園が少し遮断されている。

駅の反対側が発展することが、全体が発展することになる。「癒し型」にしてグラン

ドゴルフやフットサルなどをできるようにするか、「採算型」にして釣り堀や駐車場

にするのか、２つをくっつけた「融合型」にするのか。 

 会長 

  誰がターゲットなのか、どういう機能を持たせるか、から考えていく。西を賑わ

いをつくっていくことが使命。 

 委員 

  この方向でしっかり進めていきたい。担当者レベルで協議も進めている。鉄道利

用にもつながるといい。いろんな宣伝にも協力していきたい。過去にサイクリング

専用の客車も出したことはある。 

 委員 

  サイクリングはいまブームになっていて、ファンも多世代、女性にも広がってい

る。魅力的な施設やコースができれば全国から来られるだろう。「輪行」といって、

専用のバッグに入れれば、交通機関に乗ってどこにでもいける。鉄道機関にとって

も魅力的な話だ。 

 委員 
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  乳児室があればいいのでは。イベントでは、授乳室が簡易なものがあれば喜ばれ

る。団体待合室のどこかにできないだろうか。 

  またサイクリングだけでなく、ウォーキングをもっと促進するようなことができ

ないか。何も用意していなくても、ザックやシューズが借りられるようなショップ

にしては。そこでコースがダウンロードできれば楽しめる。 

  市民フォーラムで、子育てのお母さんが「駅前広場をつくることを話せる機会を

市がつくったのは初めてだ」と感動されていた。彼女たちの意見を取り入れられれ

ば。 

会長 

  保育施設を誘致するときに、一時預かり施設を設置できないか、そことの組み合

わせで考えていけると思う。またウォーキンググッズについては、観光センターで

歩き方の提案のなかでレンタルも検討していきたい。 

 

 

（２）駅前広場完成後の活用例 

《並河会長より資料４に基づいて北ゾーンロータリーの説明》 

  JR、近鉄、タクシー協会、奈良交通各社との協議がまだ必要であるが、ある程度

調整しつつあるもの。タクシー待機所をバス待機所近くに移動していただくことで、

一般駐車場を 45台確保できる見込み。その横には一般車両専用レーンを移設。一般

の車には相当程度使いやすくなる。また駐車場は本通りへの動線をにぎあわせるた

めに非常に重要。立体駐車場と本通りの三島の 300番地駐車場を値段や買い物での

割引率を検討して統合的に運用していくことを考えている。 

  広場の北駐輪場入り口の横に「保育施設スペース」とある。このままいくと 0～2

歳児の受け入れが若干足らなくなる試算がある。民間の保育施設を公募して誘致し

ていきたい。 

《並河会長より資料５に基づいて「にぎわい循環」を説明》 

  現在同時進行している、南部街づくり協議会、高原街づくり協議会、地元主導で

の北部観光資源活用調査プロジェクトを連動させていくことが重要。たとえば南部

の豊富な農業、物産の全体の底上げをしながら、天理駅前アンテナショップで売り、

発信していき、東京へも販路拡大していきたい。あるいは歴史遺産の周遊ルートを
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具体的に提示して天理駅前の観光コンシェルジュが提案していく。市内各地で進行

する様々なプロジェクトのひとつの拠点として天理駅前を位置づけていきたい。 

 ～以下資料５について詳細を説明～ 

 

（３）休憩施設整備運営事業事業者の紹介 

《ディライト(株)出口社長より資料６に基づき休憩施設整備運営提案》 

出口氏  

 私自身、25歳まで天理市に住んでいた。大好きな街で大好きな人、私を育ててくれ

た人が住む街です。子供の頃「おぢば帰り」のときに本通り商店街で迷子になった

経験がある。活気があり全国から人が集まっていた街が、元気を失っている。自分

が育った街に恩返しを、街づくりのお手伝いをしたい、という気持ちで今回提案を

した。提案するにあたって、社内で何度も議論をした。どんなお店がいいのか、ど

んな空間がいいのか、街であれば市民が誇りを持って私たちの街がいいと言えるこ

とができるのかを議論した。例えば、友人の誕生日会、遠方からの親戚の来訪、ク

ラブ活動の打ち上げ、何か楽しいことがあったときに行ける場所があったらいいな。

大和野菜や大和ポーク、大和地鶏、地元食材を使って生産者の顔や名前やこだわり

までわかる奈良や天理を感じる場所があったらいいな。例えばグルメマラソンやサ

イクリング、ランニングバイクのイベント、ミュージックフェスタやシネマキャラ

バン、そこに行けば必ず楽しいことがあったらいいな。そこには賑わいがあり文化

があります。今回私たちがこのプロジェクトで行いたいことは、人・もの・地域を

つなぐ空間づくりです。目指すべき方向性は市民自身が街に誇りを持つことです。

しかし、レストランやカフェをつくれば誇りをもつというものではありません。私

たちが提案するのは複合型カフェテリア「サイクリングカフェ」です。自転車をテ

ーマに、カフェ事業、サイクリング事業、イベント事業の３つの構成でやっていく。

カフェ事業は飲食提供・販売、イベント運営、貸し切りパーティ、物販をします。

サイクリング事業ではレンタルを中心に販売も行っていく。イベント事業はサイク

リングイベントの運営、カルチャー教室の運営を行っていきたい。なぜサイクリン

グか。ひとつには奈良県が全国に先立ち「奈良県自動車利用促進計画」のガイドラ

インが作成されている。橿原市にはサイクリングステーションを設置している。ま

た地域特性。天理市は奈良市と橿原市の中間的な位置にあります。北には東大寺、
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春日大社、南には大神神社、橿原神宮、明日香などがあり、サイクリングの中間地

点として最適です。幅広い世代。子供から大人まで楽しめるスポーツ。ランニング

バイク天理大会の実施や、実業団チームの大会の誘致、様々な世代に向けての継続

的なイベントの実施が可能です。 

 ～施設イメージ、各事業概要を資料に基づき説明～ 

委員（プロポーザル審査委員） 

  人が集まる場所でカフェやサイクリング施設をあわせている。ただ単に食べたり

飲んだりするのではなく、楽しむことができる。サイクリングは広い地域につなが

っていく可能性があると思う。周辺地域とつなげるのに、サイクリングだけではな

く、「歩く」という要素も考えてはどうだろう。例えばいまは写真を手軽に撮れるよ

うになっているので、うまく結びつけてはどうだろうか。審査以降に考えていた。 

会長  

 次回以降、ぜひ掘り下げていきたいテーマ。 

《尾道、しまなみ海道の写真にてサイクリング施設を紹介》 

 港湾を再開発するなかで、尾道は東側が旧市街、西側は港湾部分。その西側をウッ

ドデッキをつくり、昔の海運倉庫をリノベーションしている。サイクルショップや

イベントスペース、カフェ、ホテルが一体になっている。外に出てみたら、道はそ

んなに天理と変わらない。高速道路は自転車専用レーンがあるが、尾道の街中は青

い線がひかれて自転車が通れるようなしつらえだけがしてある。駅前には自転車が

組み立てられる場所があったり、いたるところに物干し竿のような自転車をひっか

ける設備がある。これがあることによって海外から客を引きつけている。（このサイ

クリング施設）U2の社長との議論のなかで、尾道の年間来客者数は 18万人だとお

っしゃっていた。山の辺の道は 20万人。尾道やしまなみ海道が世界中から注目され

るのに、うちがそうでないのはなぜか。それは裾野が広がっていないから。その人

たちが発信してくれていない。サイクロロードをすべて整備するのは大変だが、県

のサイクルロード事業を連携してここを一つの拠点として位置づけられれば、奈良

と明日香、橿原を結びつけていく拠点として機能するのではないかと仮説を立てて

いる。 

U2内のショップも見てきた。尾道のものだけでは商品がそろわないので瀬戸内海

のものに広げている。こういう場所が身近に出来たことがきっかけに、ここに置い
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てもらおうと思い、尾道の中で自分たちの商品のデザインや中身を変えるというこ

とが起きている。うちが狙っていくべきところはそこかなと思う。ここが雑誌で取

り上げられるときは商品も取り上げられるので販路拡大のきっかけにもなる。 

 

委員（プロポーザル審査委員） 

  サイクリングを進めていったときに、本通り、新道、北大路、伊勢街道などとい

う道があるなかで、どれぐらいのサイクリストがきて、どれぐらいの交通渋滞が起

こるのかが心配は心配。安全性が大切なので道路整備も考えていかなければならな

い。 

会長 

  南部街づくり協議会では、トレイルセンターを観光や物販の拠点にしていこうと

考えている。北部では高塚公園もある。県と進める山の辺の道北ルートとどう結び

つけるか。ルートづくりは今後の議題。 

委員 

  県全体として、訪れる人にいかに長く滞在していくかが課題。観光の構造を転換

していかなければいけない。そういったなかでサイクリングに着目していただいて、

奈良から南へつなぐことで、より人が各所によれるようになると、奈良県全体の観

光のあり方が変わってくると思う。天理の取り組みは期待できる。 

委員（プロポーザル審査委員） 

  商店街には喫茶店がありバッティングする。お互いが成り立つようにメニューを

考えていただけると、審査委員会でも発言してもらった。 

出口氏 

  もちろん経営者なので採算性は考える。しかしそれよりも天理に恩返しをしたい

というのが一番の動機付け。情報発信基地というイメージをもっている。例えばイ

ベントをしたときに、本通りにあるカフェやショップの情報を店内に並べるなどと

いった協力をしていけないかと考えている。年間で行う様々なイベントのなかで共

通メニューをつくったりもできるのではないか。天理市全体を盛り上げるためにや

っていくのが大切。もちろんできること、できないことがある。今回オープンまで

3年も準備期間がある。そのなかで意見交換をしながら、地域全体で幸せになるよ

うな施設にできたら嬉しい。 
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（４）東ゾーン活性化策案 

《会長より資料７に基づき説明》 

市でブレインストーミングをして頭出ししたものです、ぜひ次回までに皆さんに

ご提案いただければと思う。 

  県内で一番長いアーケードをもっている商店街が、にぎわっているのかシャッタ

ーが閉まっているのかというのは、天理の街全体の活気につながってくる。高齢化

も進んでいる、空き店舗も出てきている。空き店舗を貸して下さいといっても、ご

自宅と店舗が一緒になっている場合が多く入口も一緒なので、見ず知らずの人に貸

すわけにはいかないという声もある。そこで市が間に入って潤滑油にならないと思

う。高齢者や子育て世代の方が自由に集まれるサロンを真ん中に作れないか。帰り

がけや来がけに買い物をしていただくような場所にしたい。例えばその運営を、包

括連携協定を締結している天理大学の若い学生の力を借りたい。あるいはサロンを

ボランティアガイドの方の詰め所として活用できないか。また、テーブルと椅子を

並べる程度からでもいいので、休憩できるポートをいくつか設置できないか。気軽

に座ってのんびりできる、買ったものを食べられる。そこに滞留が生まれるのでは

ないか。また天理参考館を活用したい。世界中のお宝の山ですが、敷居が高い。観

光客の動線から外れているうえ、行ったとしても入っていいのかという気になって

しまうという指摘がある。動線となる本通りのなかに、一部でも収蔵品をおいたり、

こういったことをやっているという紹介があったり、気軽に行けるというワンステ

ップがあれば、参考館にも人をつなげることが出来るのでは。管理の問題もでるの

で、サロンとの組み合わせもありかと思う。 

  駐車場は先ほどもあったが、駅前平面駐車場と立体駐車場、300番地を一体的に

活用したい。長く停めたい人は立体駐車場、商店街で買い物をした人は割引がある。

駅前に来て子供を遊ばせるだけのつもりで来た人も、商店街で買い物をしたら駐車

料金が無料になるといった発想。 

  広報面では、商店街のアンテナショップのようなものを、駅前の団体待合室に入

れ込む。市のホームページに店舗情報や割引情報を掲載誌、それ自体にクーポン機

能をもたせることができないか。 

  商店街のなかでやる気のある方々で、デザインやレシピを著名なデザイナーやシ
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ェフと共同開発して新しい名物をつくり、そこに対して市としても助成をできない

かと考えている。 

  商店街のなかに有線音楽が流れているが、駅前と一体性をもたせられないだろう

か。また、補助金申請の手続きを商工会と連携して市もサポートしていく。いま経

産省の補助金を一緒に申請し、本通り商店街のファサードの改修を計画している。 

  イベントについては、今年実施するまちなかバルでできたつながりの仕組みを活

用していけないか。商店街の長さを活かせないか。またサロンができれば商店主の

方々に専門知識を伝授するまちゼミ、天理教の門前町という特性を活かした全国ふ

るさと市、防災協定を結んだ敦賀市と連携したとれたて市など、組み合わせること

によって、駅前広場だけの整備ではなく、周辺商店街の活性化を進めていく。 

 

《その他委員より、商店街活性化策の提案あり》 

・ご当地スイーツの開発 

・外国語メニューの作成（天理市・天理大学と連携） 

・ボランティアガイド詰所 

 

（５）その他（駅前広場エリアマネジメント、天理マルシェ） 

《本村委員、乾委員より資料８，９に基づき説明》 

 

 

６．今後の日程 

  次回については、10月 7日（火）14:00～とする。 

 

以 上  

 

 


