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第１１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 28年 3月 29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、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） 産業振興館、しごとセンターとオンラインでつなぐ実演 

① 市役所では、バーチャルなオフィスをつくり、市長室・産業振興館、しごとセン

ターをオンラインでつないで日常仕事をしている。資料を共有することもできる。

職場の外で物理的に離れてしごとをしているのではなく、パソコン上で一緒に仕

事をしている感覚。子育て中の女性が自宅で仕事をしたり、テレワークセンター

で仕事をすることで天理から大阪・京都に通う時間をなくして家族との時間を増

やしたり、という新しい働き方を普及させ、天理で暮らしていく選択肢を増やし

ていく。 

添付資料 P1-P4に基づき説明 

 

（２） 天理駅周辺地区 基本構想 

 別紙資料「天理駅周辺地区基本構想」に基づき事務局より説明 

会長 街づくり協議会でこのエリアの課題や方向性を議論いただいたもので、すでに

事業化しているものこれから取り掛かるものが含まれている。市役所の地下１階に

ハローワークの分館を設置しました。開館月だけでも来館者が 700名を超えた。実

際に就労に結びついた方も２桁にのった。今月もペースは衰えていない。いま、市

内の事業者様の雇用情報を集めている。大学などで若い方が本市に来ていただいて

も 30代の前半までに大部分が流出している。天理大学だと 7割後半が県外に流出し

ているなかで、仕事があれば市内に留まりたいという方がいても、現状では市内の

別紙 
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雇用情報が集積しているところがなかった。しごとセンターでこの情報を集め、天

理大学や県立大学等と共有する一方で、仕事を探している方々から、どんな職場環

境を求めているのかというご意見を、事業者のみなさまにフィードバックをしてい

きたい。 

 また、（市役所の北側にある）保健センター内にあった休日応急診療所がメディカル

センターに移転したことで、365日開いている医療機関とした。保健センターの空

いたスペースを利用して、女性が妊娠されている時から学齢期にいたるまで、切れ

目のない子育て相談に応じられる拠点を設けようとしている。子育ての相談をして

いるなかで、子供が大きくなって少し手が離れてきた方がいらっしゃって働いてみ

ようかという方がいらっしゃったら、しごとセンターで就労につなげていくことが

できる。あるいは、そうはいえ長いあいだ家をあけられないという方がいらっしゃ

ったら、テレワークをご提案していくという形で政策間の連携をとっていきたい。

しかしまだ十分に市民の方に PRできていないなかで、４月に駅前広場が着工する。

広報誌「町から町へ」４月号に折り込む駅前広場の広報冊子をつくった。 

 

 別紙「広報別冊 天理駅前広場整備について」に基づき事務局より説明 

 

酒谷委員 作業部会では、広場にいかにたくさんの人が関わっていくか、賑わいを創

出していくかを大切にしている。たとえばダンスコンテンツとしても PHAT DANCE 

STUDIOや、真美体操など様々な団体が活動されており、そういう方々を巻き込んで

いこうとしている。 

会長 個々に様々な人が取り組んでいたけれども、つながりがなかったなかで、この

広場の機能を活かしてネットワークをつくっていく。先般も天理市出身でアメリカ

で活躍されている方が所属するカルテットのコンサートが市民会館でありました

が、世界レベルで一流の方であっても関係者を動員しなければ観客が集まらない。

事前の周知も含めてこの駅前広場を活用したい。野外ステージは、文化センターと

同規模の 200人の観客席がある。映画監督の河瀬直美監督が最近は市内で活動いた

だいているが、主催されているなら国際映画祭関連の上映会をしたり、スポーツで

も天理にゆかりのある方の試合ならパブリックビューイングしたりできる。平成 29

年は県主催で「国民文化祭」が開催されるので、関連イベントもやる。あるいは農

業関係でもいま市内で集落営農をされ農産品のブランド化に取り組んでおられるが

充分に市内でも知られていない。実際に食べていただくようなきっかけづくりには、

アンテナショップや食と旅の拠点施設を活用していく。また周遊観光についても、

ここに来れば、情報を入手できたり、ノルディックウォークのポールや自転車を借

りたりできる。奈良県ですすめているサイクルロードとも連動し、奈良と明日香を
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結ぶ線上に天理を位置づけていく。 

 これからは、イベントのその日だけを盛り上げるのでは仕方がないと思っている。

日々の活動があり、そのピークとしてのイベントがあるという形にしたい。そのた

めの拠点が街の真ん中にある。駐車場の拡大と名阪側道について事務局から説明を

してください。 

 

 資料 P12、基本構想に基づき、事務局より説明 

 

会長 郡山ジャンクションと市内中心部を結ぶ流れは、名阪側道により根本的に変わ

ってくる。そういったなかで天理駅前広場の駐車場を 43台に拡大し、無料時間を

90分に拡大した。交通結節点の機能を活かしながらやっていきたいと思っている。 

  

作業部会でも、市内の様々なコンテンツを集約しているなかで、委員のみなさまか

らも情報をまたいただければとありがたい。 

 ものづくりの側面では、既存の商品のレベルアップを図っていくために事業を展開

していく。 

 

 動画「MUSUBU滋賀」上映 

 

会長 こちらは、滋賀県が制作した観光用の動画。いままでであれば琵琶湖や彦根城

が紹介されてというのが定番だったが、ものづくりや伝統行事、食などテーマを絞

って紹介しており、これをプロデュースされている grafの服部滋樹さんに、天理市

のブランディングプロデューサーに入っていただいた。今晩も産業振興館でセミナ

ーがある。いま見ていただいたのは、バイヤーがものづくりの現場に入ってインタ

ビューしている風景を撮影している。作り手の思いや、どんな雰囲気の中でつくっ

ているのか、それ自体を PRの要素にしている。それだけでなく、商品としてもマー

ケットに通用するような形に整えていっている。同じような取り組みを来年度、彼

と一緒に取り組んでいき、ご覧頂いたような映像の天理版が駅前広場や東京の観光

プロモーションで流れることになる。 

 

 雑誌「PAPER SKY」 取材写真 掲示  

 

会長 アメリカ人のルーカスさんという方が発刊されているライフスタイル雑誌

「PAPER SKY」が先般取材に入り、自転車やハイキングツアーと連動した企画を実施

してもらう。移動するだけではなく、現地の神社や農家でお話を伺い、体験ができ
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るようなことを大切にしている。 

 

 事務局より P14に基づき、説明 

 

会長 これまで広場については議論して生きたが、委員の方々から「こういうことが

まだ伝わってないのでは」とか「こういう点を中心に働きかけをやっていたらいい

のでは」というご意見があればうかがいたい。また多くの駅前やまちづくりをご存

知の鉄道事業者さまや奈良県さまからご意見をいただければと思う。 

 どういう方に、何をやってもらおうという議論をしているが、賑わいが自然発生し

ていくまでの半年や１年弱の間をどうプロデュースしていくかについてもアドバイ

スをいただければと思います。 

委員 人が最初にこられたときは、印象に残ると思うが、次の来訪につながるために、

一体どんなコンテンツを用意しておくのかを、スポーツや音楽などの分野ごとに整

理し準備しておかなければならない。 

委員 何が一番セールスポイントかが大切。何もかも全部網羅するのはできない。駅

前広場にいけばこれがあるんだよ、というのがあれば。たとえば、駐車場は 90分無

料にしたが、駅から天理教本部までは商店街を歩いて往復１時間かかる。それなら

もっと無料時間を拡大したほうがいいかも知れない。 

会長 駐車場の考え方について事務局から説明ください。 

事務局 商店街周辺には立体駐車場、300番地駐車場がある。駅前広場は短時間利用

者を対象にし、立体駐車場と 300番地は長時間利用者を対象という区分をし、料金

設定をしている。250分までは駅前駐車場が安く、それ以降は立体駐車場や 300番

地が安くなる。 

会長 料金体系を区分することで、使い分けと人の流れを行きたいと考えている。 

 稲田委員は、かつて西一駐車場で子供さんを対象にしたイベントを開催されていた

そうですね。 

稲田委員 「ちびっこ広場」というものを青年会議所時代に行っていた。駅前の道路

を歩行者天国にして、子供たちに落書きをさせた。日常できないことができると子

供は大喜びする。 

委員 噴水がなくなっているが、その理由は。 

会長 最大の原因は、整備経費と浄化装置の維持経費。夏でのイベント的な仕掛けは

していきたい。テレビゲームとテレビをあわせて３時間以上見ている子供の割合が

本市は高い。また言われたことを理解するのはできるが、自分の言葉で表現する能

力が比較的低いという結果もある。市民アンケートでは、外遊びできる場所が少な

いという声が常にある。授業だけではなくて、普段の暮らしの中で他社とのコミュ
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ニケーションが少ないと考えている。教育大綱の中にも書いたが、授業が終わって

からも放課後に小学校で遊び続けられるシステムを井戸堂小学校で開始しようとし

ている。駅前広場でも遊び場は充実したと思っている。 

委員 もともとこの古墳は木製だったが、木ではなくなったのですね。 

事務局 当初のデザインは木製でしたが、広場が防火地区対応の処理を施すためのコ

ストや維持管理費を理由に断念した。ただ木については、一方で、当初は植樹がな

いデザインだったが、現在の樹木活用も含む植樹を相当数することにした。これは

協議会でもいただいていた木陰のお声を反映させたもの。 

委員 何らかの形で、夏には水がいる。ミストや手洗い、足をつける水など。 

事務局 ミストは気にくくりつけて噴霧できるような機材を活用する。 

委員 これだけ木があったら涼しい。 

会長 P16ページで、南団体待合所の使い方の場合分けを書いている。天理教本部が

年間 20日程度団体待合所としてこれまでもご利用されており、その機能が一番重要

であり、それを損なわない形で、使われない日に一般の方々に使えるような状況に

市が設えをさせていただくような形で協議をさせていただいている。 

 市の高原地区や南部地区の学生さんが通学で通われるときに、親御さんのお迎えを

待つ間に自習できるスペースや、絵本をおいて小さなお子様と親が集えるスペース

に日常的には活用させていただいたり、広場の催しと連動した使い方ができればと

考えている。 

委員 使用時間の制限はあるのか。 

事務局 ルール決めはこれから関係機関との協議をしながら検討していく。産業振興

館では、イベントがある際には職員が９～10時程度まで残っている。 

会長 ナビ天理・南団体待合所の運営について事務局から説明して下さい。 

事務局 添付資料 P15-19に基づき、事務局より説明 

会長 ナビ天理の指定管理者募集に際して、委員の皆さまから求めるものはあるか。 

委員 周辺事業者の取扱商品とバッティングをしないようにしてもらいたい。青物の

場合、安くて新鮮という切り口であると競合することになる。また、自分たちの商

品をブラッシュアップしていこうとするときに置いてもらえるような仕組をつくっ

てもらいたい。当初は守っていても、だんだんなし崩しになっていってもらっても

困る。 

会長 市内の産品のアンテナショップという位置づけ。ただ、現状そのままの商品と

いうよりも、商品力を強化していく中で、東京にある奈良県のアンテナショップま

ほろば館にも持って行けるような天理ブランドとしてうえたえるものを市内に蓄積

していく。青物の場合、営農組合でつくられている「味間芋」や「まこもだけ」と

いった特産として育てようとしているモノを紹介していく形になる。 
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 これについては、食と旅の拠点でも同じ。農産品の食べ方提案も一緒に行っていく。 

委員 物販を行うのは、現在のナビ天理ということか。再確認したい。また、JRの改

札口と一体となるのか。 

会長 現在のナビ天理の場所となる。JR改札口との壁を当初は取り除き、すぐに団体

待合所までいけるようにする計画であったが、建築確認等の法令上の問題があり物

販するスペースは、壁で区切ることになった。 

委員 川原城は地蔵尊で広場を使っている。焼き鳥や焼きそばを焼くのに火気を使う

が、今後できるだろうか。また、団体待合所はどうか。 

事務局 広場の舗装部分であれば火気を使っていただくことが可能。団体待合所は火

気は使用できない。 

委員 広場の舗装部分はどういった舗装か。芝生は天然芝か。 

事務局 舗装部分は、茶色系のアスファルトの予定。芝生は、人工芝部分と天然芝部

分がある。ステージ周辺の遊具が点在している部分は人工芝で、その上では火気は

使用不可となる。食と旅の拠点施設の周辺は天然芝となる。 

委員 広葉樹林を植える場合、アスファルトの上の落ち葉の掃除が大変だと思うが。 

事務局 管理業務のなかで、剪定作業や掃除作業はしていく。 

委員 人工芝とアスファルトとコンクリートとなると、夏場はかなり暑い。さきほど

出たようにミストなどの対応が必要だ。 

会長 次回、芝の計画について改めてご説明させていただく。 

委員 子供の遊びができることは素晴らしいこと。あとは、遠いところに住む子供を

どうやってここに連れてくるのかという問題もある。 

会長 常設であるものは、南団体待合所のキッズスペースに「クレヨンハウス」社が

選定した絵本を約 1000冊そろえる。市内でも読みきかせの活動があるが、連携させ

ていただければと思う。また市が行っている子育て施策もいままで必ずしも PRでき

ていなかったので、この見える場所を使って周知していきたい。 

委員 イベント情報の発信について、「町から町へ」では不十分。電光掲示板のような

ものは設置しないのか。 

会長 市役所の１階にデジタルサイネージがあり、ライオンズクラブさまから寄贈し

ていただいたもの。これを広場に設置する予定。チケットもナビ天理で販売できれ

ばと思う。 

委員 広場のなかの音響はどのような仕組になっているか。たとえば災害時など。 

事務局 野外ステージには音響設備を配置するが、災害時等の緊急時に対応できるも

のではない。検討事項とさせていただきたい。 

委員 ハレの日は様々なイベントが生まれることが想像できる。ただケの日に賑わい

をつくっていくために、子供図書館的な機能は必要。そして若者が日常的に集まれ
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るような環境がもうひとつあればよい。 

 ナビ天理の商品の話があったが、そこで売るということもあるが、例えば名刺があ

って、家に帰って注文ができるようであればもっと良いのでは。 

会長 ネットショップを先般立ち上げたので、ナビ天理と連動して、店員が発注でき

るような仕組を工夫する。平日の仕掛けについては、いま公民館等でヨガや体操を

やられている方で、外でできるものであれば、広場でどんどんやっていただけるよ

うにお知らせしたい。また、服部ブランディングプロデューサーから情報提供のあ

った大阪市立大学や立命館大学で行われている本を持ち寄ることでコミュニティー

をつくる取組みをやっていけないかと考えている。 

酒谷委員 立命館大学の茨木キャンパスで取り組まれている事例を先日見てきた。運

営されるコーディネーターが大切という印象。 

 作業部会でも平日いかに集っていただくかということが大切だと思っている。作業

部会のメンバーが常時居ることもできない。運営される方が自分から営業をかけて

いただくような取組みをしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1：16～ 

 

４． 次回の日程 

  次回については、後日調整する。 

 

５．閉会 

以 上 

 


