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大分市商工業振興計画

にぎわいと
活力あふれる豊かなまち
毎日が楽しく明るく生活できる、魅力あふれるまちでありますようにー。
そこに住む人々が笑顔でいられることが、一番の幸せです。
大分市は、ものが豊かにつくられ、
まちがにぎわい、人がそだつ、活気あるまちづくりを目指します。

大分市が誇る技術と歴史
受け継いできた宝を
さらに輝かせるパワーがみなぎる

住む人も、訪れる人も快適に過ごせる
潤いのあるひととき
魅力あふれるステージが広がる

ものをつくり、
まちをつくる
たくさんの元気を育む
このまちの主役は、私たちです

はじめに
近年、少子高齢化の進行、
情報通信の高度化、多様化する消費者ニー
ズ、激化する地域間競争など、産業を取り巻く環境が大きく変化するな
か、本市商工業が持続的な発展を遂げるための方向性を中・長期的な視
点で指し示す「商工業振興計画」を策定いたしました。
経済情勢は、
常に変化しており本振興計画を策定中の期間につきま
しても、米国発の金融危機に端を発する経済・雇用情勢の悪化など、
変
化の激しい1年でした。
このような状況の中で本振興計画は、大分市総合計画に掲げる「にぎ
わいと活力あふれる豊かなまち」
をめざすまちのすがたとして掲げ、
「ものづくり、まちづくり、
ひとづくり」をキーワードとして、計画の基
本的方針を「産業集積の推進」
、「中小企業支援」
、「商業の活性化」
、
「農商工連携の促進」、「安定した雇用の確保と勤労者福祉の充実」の5
つとし、それぞれ施策を構築しました。
今後、本振興計画を商工労政行政における基本指針として、各関係主
体と協働し、本市商工業の振興に邁進していく所存です。
最後に、本計画の策定に当たり、熱心なご議論を頂きました策定委員
の皆様、アンケートやパブリックコメントにおいて貴重なご意見をお
寄せ頂きました事業者並びに市民の皆様に対しまして、心から御礼申
し上げます。
平成21年3月
大分市長

釘

宮

磐
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