
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

本市においても、今後、人口が減少に転じ

地域コミュニティの活性化や効率的な⾏政運営等

策が求められています。

これら課題の解決には、⾏政が市⺠の意向や地域の実情を的

確に把握し、市政への反映に努めることが重要です。

このような中、市内

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

た「地域まちづくりビジョン」としてご提言いただきます。

大分中央地域大分中央地域大分中央地域大分中央地域

会議の主な内容

【第

○前回会議の整理・・・事務局より、第

○意⾒交換

  ①第

  ②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。

  ③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

【第

○前回会議の整理

○意⾒交換

  ①コンセプトについて再検討…第

  ②地域で

 

 

 歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域
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本市においても、今後、人口が減少に転じ

地域コミュニティの活性化や効率的な⾏政運営等

策が求められています。

これら課題の解決には、⾏政が市⺠の意向や地域の実情を的

確に把握し、市政への反映に努めることが重要です。

このような中、市内

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

た「地域まちづくりビジョン」としてご提言いただきます。

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域

していただくために発⾏しております

 

大分中央地域大分中央地域大分中央地域大分中央地域
大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン

会議の主な内容

【第 3 回】 

○前回会議の整理・・・事務局より、第

○意⾒交換 

①第 2回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

第 4 回】 

○前回会議の整理

○意⾒交換 

①コンセプトについて再検討…第

②地域で今後

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域
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本市においても、今後、人口が減少に転じ

地域コミュニティの活性化や効率的な⾏政運営等

策が求められています。 

これら課題の解決には、⾏政が市⺠の意向や地域の実情を的

確に把握し、市政への反映に努めることが重要です。

このような中、市内 13 地域において、地域の代表者等で構成

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

た「地域まちづくりビジョン」としてご提言いただきます。

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域

していただくために発⾏しております

大分中央地域大分中央地域大分中央地域大分中央地域
大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン

地域ビジョン会議の目的

会議の主な内容 

○前回会議の整理・・・事務局より、第

（子育て・高齢者支援、地域コミュニティの活性化等）

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

○前回会議の整理 

①コンセプトについて再検討…第

今後必要な取組について、再

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域

 

 

 

 

 

本市においても、今後、人口が減少に転じ

地域コミュニティの活性化や効率的な⾏政運営等

これら課題の解決には、⾏政が市⺠の意向や地域の実情を的

確に把握し、市政への反映に努めることが重要です。

地域において、地域の代表者等で構成

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

た「地域まちづくりビジョン」としてご提言いただきます。

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域

していただくために発⾏しております。 

大分中央地域大分中央地域大分中央地域大分中央地域ビジョンビジョンビジョンビジョン
大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン大分市地域まちづくりビジョン    

地域ビジョン会議の目的

○前回会議の整理・・・事務局より、第 2

（子育て・高齢者支援、地域コミュニティの活性化等）

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

①コンセプトについて再検討…第 3回までの意⾒交換を整理し、コンセプト案を決定

必要な取組について、再
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本市においても、今後、人口が減少に転じることが予測され、

地域コミュニティの活性化や効率的な⾏政運営等

これら課題の解決には、⾏政が市⺠の意向や地域の実情を的

確に把握し、市政への反映に努めることが重要です。

地域において、地域の代表者等で構成

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

た「地域まちづくりビジョン」としてご提言いただきます。

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域

 

ビジョンビジョンビジョンビジョン

地域ビジョン会議の目的 

2 回会議の振り返り

（子育て・高齢者支援、地域コミュニティの活性化等）

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

回までの意⾒交換を整理し、コンセプト案を決定

必要な取組について、再度議論→次回引き続き議論・整理する。

中央地域のまちづくりコンセプト案

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域

 

 

 

 

  

ることが予測され、

地域コミュニティの活性化や効率的な⾏政運営等諸課題への対

これら課題の解決には、⾏政が市⺠の意向や地域の実情を的

確に把握し、市政への反映に努めることが重要です。 

地域において、地域の代表者等で構成

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

た「地域まちづくりビジョン」としてご提言いただきます。 

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域

ビジョンビジョンビジョンビジョン会議会議会議会議

回会議の振り返り 

（子育て・高齢者支援、地域コミュニティの活性化等）

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

回までの意⾒交換を整理し、コンセプト案を決定

度議論→次回引き続き議論・整理する。

中央地域のまちづくりコンセプト案
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地域において、地域の代表者等で構成

する『ビジョン会議』を設置し、議論を深めそれぞれの特性を踏まえ

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域
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【第３回】

■日時

■場所

■参加

 

【第４回】

■日時

■場所

■参加

（子育て・高齢者支援、地域コミュニティの活性化等） 

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

②分野ごとの意⾒を整理し、コンセプト案の検討→次回再検討する。 

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

回までの意⾒交換を整理し、コンセプト案を決定

度議論→次回引き続き議論・整理する。

中央地域のまちづくりコンセプト案
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この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆様にご報告するとともに、地域の現状や課題、将来像について共有

通信通信通信通信

大分中央地域ビジョン会議
 

【第３回】 

■日時  平成

■場所  コンパルホール

■参加  委員

 

【第４回】 

■日時  平成

■場所  大分市役所

■参加  委員

 

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。

回までの意⾒交換を整理し、コンセプト案を決定 

度議論→次回引き続き議論・整理する。 

中央地域のまちづくりコンセプト案 

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域

 

 

 

 

 

の現状や課題、将来像について共有

通信通信通信通信    
発行：大分中央地域ビジョン会議事務局

大分中央地域ビジョン会議

平成 29 年 10 月

コンパルホール 3 階

委員 17 名、顧問

平成 29 年 11 月

大分市役所 本庁舎

委員 18 名、顧問

回の続きとして、主に防災防犯、都市整備、⽂化芸術・観光の分野について意⾒交換 

③地域の現状・課題の整理を踏まえ、どのような取組が必要かを議論→次回引き続き議論を⾏う。 

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域

 

 

 

 

 

の現状や課題、将来像について共有

第第第第3333

発行：大分中央地域ビジョン会議事務局

大分中央地域ビジョン会議

月 18 日（水）

階 300 会議室

名、顧問 2 名 

月 29 日（水）

本庁舎 8 階大会議室

名、顧問 4 名 

 

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域
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3333 号号号号    

発行：大分中央地域ビジョン会議事務局 

大分中央地域ビジョン会議 

日（水）15 時 

会議室 

日（水）15 時 

階大会議室 

歴史・文化と商都のにぎわいが融合する回遊性の高いまちを、幅広い世代・地区で育む中央地域 
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「災害の状況に応じた、的確な避難情報と避難所整備が必要」

・避難情報について、どういう対応すればいいのか分かりやすくしてほしい

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

「もしもの場合の地域の連携を」

・自主防災

・一人で避難できない要支援者をいかに地域で支援できるか。
 

 

 

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。

・歩いて楽しいまちにするための

・遊歩公園は樹木を整備し、

「中心市街地だけでなく、地域全体が盛り上がるためには」

・公設市場の

・同じ中央地域の中でも、まちづくりについて
 

 

 

「次世代への文化・伝統の継承を」

・若い⼈達へ歴史の継承に⼒を⼊れ、

「資源を活かした観光振興を」

・遊歩公園の彫刻や滝廉太郎

・県内他市町と連携を図り、観光⾯での魅⼒づくりを
 

 

◇荷揚町⼩学校跡地の利活⽤

◇中央地域の回遊性向上

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備

・⼤分城址公園〜遊歩公園〜⼤友⽒遺跡の観光ルート

・中島錦町線を

◇防災災害情報の共有システムづくり

・災害情報などを⾏政、学校、地域、保護者

◇若い世代の地域参加、次世代リーダー育成

・中高生の防災訓練の実施

・子ども史跡サポーター

・学校と地域が連携し、小中学生が

・若い⼈が参加したくなる地域⾏事、雰囲気づくり

・地域と⾏政が⼒を合わせて若い防災リーダー育成

◇地域全体が暮らしやすいよう

◇⺠⽣委員や社協等地域で連携して

◇地域の交流、にぎわい創出に

 

意⾒交換の詳細

防災・防犯

都市整備

文化・芸術、観光
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■問い合わせ：大分市企画部企画課

「災害の状況に応じた、的確な避難情報と避難所整備が必要」

避難情報について、どういう対応すればいいのか分かりやすくしてほしい

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

「もしもの場合の地域の連携を」

・自主防災会の組織⼒が低下している

・一人で避難できない要支援者をいかに地域で支援できるか。

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。

・歩いて楽しいまちにするための

・遊歩公園は樹木を整備し、

「中心市街地だけでなく、地域全体が盛り上がるためには」

・公設市場のサービスデー

・同じ中央地域の中でも、まちづくりについて

「次世代への文化・伝統の継承を」

・若い⼈達へ歴史の継承に⼒を⼊れ、

「資源を活かした観光振興を」

遊歩公園の彫刻や滝廉太郎

・県内他市町と連携を図り、観光⾯での魅⼒づくりを

◇荷揚町⼩学校跡地の利活⽤

◇中央地域の回遊性向上

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備

・⼤分城址公園〜遊歩公園〜⼤友⽒遺跡の観光ルート

中島錦町線を、大友

◇防災災害情報の共有システムづくり

・災害情報などを⾏政、学校、地域、保護者

若い世代の地域参加、次世代リーダー育成

・中高生の防災訓練の実施

・子ども史跡サポーター

・学校と地域が連携し、小中学生が

・若い⼈が参加したくなる地域⾏事、雰囲気づくり

・地域と⾏政が⼒を合わせて若い防災リーダー育成

地域全体が暮らしやすいよう

⺠⽣委員や社協等地域で連携して

◇地域の交流、にぎわい創出に

の詳細 

防災・防犯

都市整備 

文化・芸術、観光

 

  

：大分市企画部企画課

「災害の状況に応じた、的確な避難情報と避難所整備が必要」

避難情報について、どういう対応すればいいのか分かりやすくしてほしい

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

「もしもの場合の地域の連携を」

会の組織⼒が低下している

・一人で避難できない要支援者をいかに地域で支援できるか。

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。

・歩いて楽しいまちにするためのバリア

・遊歩公園は樹木を整備し、観光にもつながる

「中心市街地だけでなく、地域全体が盛り上がるためには」

サービスデーに水産部門が無い、もっと充実すれば

・同じ中央地域の中でも、まちづくりについて

「次世代への文化・伝統の継承を」

・若い⼈達へ歴史の継承に⼒を⼊れ、

「資源を活かした観光振興を」

遊歩公園の彫刻や滝廉太郎の終焉地の紹介などを活かしたパンフレットや観光図を作ってＰＲ。

・県内他市町と連携を図り、観光⾯での魅⼒づくりを

◇荷揚町⼩学校跡地の利活⽤

◇中央地域の回遊性向上 

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備

・⼤分城址公園〜遊歩公園〜⼤友⽒遺跡の観光ルート

、大友氏にちなんだ名称

◇防災災害情報の共有システムづくり

・災害情報などを⾏政、学校、地域、保護者

若い世代の地域参加、次世代リーダー育成

・中高生の防災訓練の実施 

・子ども史跡サポーターの育成 

・学校と地域が連携し、小中学生が

・若い⼈が参加したくなる地域⾏事、雰囲気づくり

・地域と⾏政が⼒を合わせて若い防災リーダー育成

地域全体が暮らしやすいよう

⺠⽣委員や社協等地域で連携して

◇地域の交流、にぎわい創出に

防災・防犯 

 

文化・芸術、観光 

第３回、第４回の意⾒交換で出た主な意⾒をまとめています。
  

：大分市企画部企画課 TEL

「災害の状況に応じた、的確な避難情報と避難所整備が必要」

避難情報について、どういう対応すればいいのか分かりやすくしてほしい

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

「もしもの場合の地域の連携を」 

会の組織⼒が低下している。⾏政とともに⽴て直していきたい。

・一人で避難できない要支援者をいかに地域で支援できるか。

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。

バリアフリー対策。

観光にもつながる

「中心市街地だけでなく、地域全体が盛り上がるためには」

に水産部門が無い、もっと充実すれば

・同じ中央地域の中でも、まちづくりについて中心市街地

「次世代への文化・伝統の継承を」 

・若い⼈達へ歴史の継承に⼒を⼊れ、まちづくりリーダ

「資源を活かした観光振興を」 

の終焉地の紹介などを活かしたパンフレットや観光図を作ってＰＲ。

・県内他市町と連携を図り、観光⾯での魅⼒づくりを

◇荷揚町⼩学校跡地の利活⽤ （複合施設整備）

 

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備

・⼤分城址公園〜遊歩公園〜⼤友⽒遺跡の観光ルート

にちなんだ名称に変更できないか

◇防災災害情報の共有システムづくり 

・災害情報などを⾏政、学校、地域、保護者

若い世代の地域参加、次世代リーダー育成

 

 

・学校と地域が連携し、小中学生が⾏事参加できる体制づくり

・若い⼈が参加したくなる地域⾏事、雰囲気づくり

・地域と⾏政が⼒を合わせて若い防災リーダー育成

地域全体が暮らしやすいよう公園を均等に配置

⺠⽣委員や社協等地域で連携して子ども食堂

◇地域の交流、にぎわい創出に伝統⾏事を活⽤

第３回、第４回の意⾒交換で出た主な意⾒をまとめています。

TEL：537-5603

「災害の状況に応じた、的確な避難情報と避難所整備が必要」

避難情報について、どういう対応すればいいのか分かりやすくしてほしい

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

⾏政とともに⽴て直していきたい。

・一人で避難できない要支援者をいかに地域で支援できるか。

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。

フリー対策。 

観光にもつながる歩けるまちに。

「中心市街地だけでなく、地域全体が盛り上がるためには」

に水産部門が無い、もっと充実すれば

中心市街地とその他

まちづくりリーダーとして育てる

の終焉地の紹介などを活かしたパンフレットや観光図を作ってＰＲ。

・県内他市町と連携を図り、観光⾯での魅⼒づくりを。 

（複合施設整備） 

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備

・⼤分城址公園〜遊歩公園〜⼤友⽒遺跡の観光ルート

に変更できないか

・災害情報などを⾏政、学校、地域、保護者で共有 

若い世代の地域参加、次世代リーダー育成 

参加できる体制づくり

・若い⼈が参加したくなる地域⾏事、雰囲気づくり 

・地域と⾏政が⼒を合わせて若い防災リーダー育成 

公園を均等に配置 

子ども食堂を⾏い地域交流

伝統⾏事を活⽤ 

第３回、第４回の意⾒交換で出た主な意⾒をまとめています。

5603・⼤分中央公⺠館

「災害の状況に応じた、的確な避難情報と避難所整備が必要」 

避難情報について、どういう対応すればいいのか分かりやすくしてほしい。 

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

⾏政とともに⽴て直していきたい。 

・一人で避難できない要支援者をいかに地域で支援できるか。 

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。

歩けるまちに。 

「中心市街地だけでなく、地域全体が盛り上がるためには」 

に水産部門が無い、もっと充実すれば回遊性の向上に

とその他のエリアでアンバランスさを感じる

として育てる。 

の終焉地の紹介などを活かしたパンフレットや観光図を作ってＰＲ。

 

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備

・⼤分城址公園〜遊歩公園〜⼤友⽒遺跡の観光ルートの整備 

に変更できないか 

参加できる体制づくり 

を⾏い地域交流 

第３回、第４回の意⾒交換で出た主な意⾒をまとめています。

・⼤分中央公⺠館 TEL

 

 

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。

 

「住んでいる人、外から来る人どちらにも安全と安心を提供できるまちづくりを」 

・海外からの観光客への対応として、公共施設や避難場所の表示の多言語化が必要。 

回遊性の向上につながる。 

のエリアでアンバランスさを感じる

の終焉地の紹介などを活かしたパンフレットや観光図を作ってＰＲ。

・鉄道の残存敷を利⽤し、⼤分駅から⼤友⽒遺跡まで回遊できるルート整備 

 

第３回、第４回の意⾒交換で出た主な意⾒をまとめています。

TEL：538-0100

・災害情報と学校での対応等を、親と学校と地域が早く情報共有できるシステムができれば安心。 

 

 

 

のエリアでアンバランスさを感じる。 

の終焉地の紹介などを活かしたパンフレットや観光図を作ってＰＲ。 

第３回、第４回の意⾒交換で出た主な意⾒をまとめています。 

0100 


