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緑豊かな東部地区 子どもに高齢者にやさしいまちづくり 

１．地域まちづくりビジョンとは                                         

わが国は、急速に少子高齢化が進み、本格的な人口減少社会を迎える中、大分市においても、今後、

人口が減少に転じることが予測され、地域の活力維持や地域コミュニティの希薄化など、さまざまな課

題が懸念されています。これらの課題解決のためには、行政が地域の実情や意向等を的確に把握し、

市政への反映に努めることが必要と考えております。 

このような状況を受け、地域の活力維持・増進を図ることを目的として、市内１３地域において、各地

域の代表者で構成する「地域ビジョン会議」を設置し、それぞれの地域の現状と課題などの議論を行い、

地域のまちづくりを進めるうえでの将来像である「地域まちづくりビジョン」を策定しました。 

 なお、本ビジョンは、大分東部地域ビジョン会議で取りまとめました「大分東部地域まちづくりビジョン」に

ついて、大分市長に提言します。 

 

市内１３地域における地域ビジョン会議 

大分中央地域 大分東部地域 大分西部地域 

大分南部地域 南大分地域 鶴崎地域 

大南地域 稙田地域 大在地域 

坂ノ市地域 佐賀関地域 野津原地域 

明野地域  

 

２．大分東部地域の対象校区                                

大分東部地域まちづくりビジョンは、津留地区（津留校区・舞鶴校区）、東大分校区、日岡校区、桃園

校区を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．大分東部地域まちづくりビジョンの概要                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ビジョン会議の中では、大分東部地域の将来に向けた魅力・課題の整理を行い、地域のさらなる

発展のために、地域のあるべき姿（将来像）を設定し、その実現に向けた事業の提案や役割分担を行い

ました。 

３－1．地域の将来に向けた魅力・課題                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

３－２．大分東部地域の将来像（コンセプト）                           

 

 

 

 

将来像への思い                                                  

 大分東部地域は平和市民公園をはじめ大規模な公園が多く、緑豊かな生活環境が整っています。そんな

魅力ある地域資源を活かし、地域のみんなで交流し、支えあう子どもや高齢者にやさしく住み心地の良いまち

づくりを目指していきたいという思いで将来像を設定しました。 

第４章 地域の分析 

1 私たちの住む地域について 

２ ＳＷＯＴ分析による大分東部地域の 

整理図（地図） 

第５章 地域のあるべき姿（将来像） 

1 地域の将来に向けた魅力・課題 

2 大分東部地域の将来像（コンセプト） 

第６章 将来像の実現に向けた取組 

1 これからのまちづくりに向けた市長への提言 

２ 提言に基づく提案事業の一覧 

３ 提案事業の役割分担 

４ 提案事業の整理図（地図） 

第１章 地域の特性 

1 地理的特性 

2 地域の歩み、歴史・文化的特性 

第２章 地域の現状及び市の施策 

1 土地利用の状況 

2 住民交流 

3 地域内の公共施設 

4 指定避難所 

5 市民との協働によるまちづくりの取組 

第３章 人口推移と将来推計 

1 大分市の人口推移と将来推計 

2 大分東部地域の人口推移と将来推計 

 

大分東部地域が誇る魅力 

１．緑が多く公園施設に恵まれている 

 

２．公共交通が整備された快適な住環境 

 

３．地元企業との共生 

大分東部地域が抱える課題 

１．各種災害に対する防災対策 

 

２．地域コミュニティの希薄化 

 

 

 

大分市域図 

大分東部地域図 

舞鶴 

津留 

東大分 

日岡 

桃園 
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３－３．これからのまちづくりに向けた市長への提言                           

今後、わたしたち市民が描く地域の将来像の実現に向けて、これからのまちづくりに重要となる取組に

ついて提言します。 

提言１：安全・安心に暮らせるまちづくり 

大分東部地区は、津波等の災害が発生した際は浸水が想定されています。災害が発生した

際に、子どもや高齢者、体の不自由な方が迅速に避難できるよう体制の強化に取り組むほか、

通学路にも危険な箇所も多いことから交通安全対策に取り組むなど安全・安心に暮らせるまち

づくりの推進を望みます。 

 

提言２：地域コミュニティの活性化の促進 

地域間交流の不足や高齢者の引きこもりなどにより、地域コミュニティの希薄化が問題になっ

ています。イベントなどを通じてより多くの人に地域活動への積極的な参加を促すことをはじめ、

お年寄りや地域の子どもなど 3 世代がみんなで集まりふれあえるような場の提供や、拠点となる

公民館の機能の強化を図るなど、地域コミュニティの活性化を図るための支援を望みます。 

 

提言３：地域で子育てがしやすい環境の整備 

共働きの世帯が多いことから放課後子どもがひとりになることも多く、放課後の児童の居場所

づくりや、子どもの教育環境の整備を図るなど、地域みんなで子育てをする取組に対しての支援

を望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４． 提言に基づく提案事業（役割分担を含む）の一覧                       

将来像の実現に向けて、前段で３つの項目について提言しました。また、その提言に基づく具体的な

提案事業（役割分担を含む）についても検討を行い、下記のとおりまとめました。 

No.１ 安全・安心に暮らせるまちづくり 

事業名 避難行動要支援者対策事業 

内容 
・避難行動要支援者対策について、名簿だけでなく地域住民も協力しながら、防災訓練等を実施す

る中で周知・啓発を図る 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・ご近所の方と顔見知りになる 

・要支援者に必要な支援方法

を学ぶ 

・地域の方々に対策事業の話

をする 

・避難訓練の実施 

・地域の店舗や事業者に協力を

要請する 

・助ける年代の人へ呼びかけ 

・具体的な情報提供 

・地域の現状把握 

・避難方法の支援や補助 

・広報 

 

No.２ 安全・安心に暮らせるまちづくり 

事業名 交通安全対策の推進（自転車のマナー教育） 

内容 

・地域の大人たちにも正しい自転車の乗り方などマナーやルールを教えるとともに、学校周辺など、地

域で危険な箇所の情報共有を進める 

・白滝陸橋の北の交差点やイオン高城そばの踏切など、危険箇所の安全対策を進めてほしい 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・交通安全の呼びかけ 

・自転車のマナー教育に参加 

・各校区の会長と危険箇所の 

パトロール 

・危険箇所の標示 

・パトロールの強化 

・事業の広報 

 

No.３ 地域コミュニティの活性化の促進 

事業名 祭りなどのイベントの開催による地域活性化事業 

内容 

・子どもの減少や団塊世代の地域活動への参加者が不足していることから、若い人等の地域活動へ

の参加を促すために、イベントを開催し地域を活性化させる 

・企業、地域、学校等で NPO法人を設立 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・イベントに家族で参加 

・イベントの広報 

・イベントの企画、立案、広報 

・地域全体でのプロジェクトチー 

ムの編成 

・世代を交えたプロジェクトチー 

ムの編成 

・人材の確保 

・企業、地域、学校等にてＮＰＯ

法人を設立する際の支援、補

助、広報 
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No.４ 地域コミュニティの活性化の促進 

事業名 お年寄りによる公園管理事業 

内容 
・地域活動への高齢者の参加が少なく、家の中ばかりにいる高齢者が多いので、公園愛護会等を通じ

て公園の管理や、子どもの見守りなどに取り組んでもらう 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・公民館活動日以外の時間を

活用し、子どもたちと遊ぶ 

・地域の高齢者に周知し、応募

者を募る 

・事業の広報 

 

 

No.５ 地域コミュニティの活性化の促進 

事業名 緑地帯活用事業 

内容 
・東大分校区内に点在する緑地帯を活用して、花などを育てるとともにイベント等で活用することにより

地域の交流を図る 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・育苗に対する知識の指導 ・地域の人に参加してもらう 

・学校等への参加の呼びかけ 

・肥料、養土及び用具の提供 

・緑地帯の使用許可 

・花の種類を増やす 

 

No.６ 地域コミュニティの活性化の促進 

事業名 オールドパワーバンク 

内容 

・様々な技術や専門知識を持っている団塊世代等のお年寄りが多いので、そういった方がもっと活躍

できる場を作る 

・公民館などの場所が手狭になっているので、新たな活動の場などを検討する 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・自分の周りの知人等、オールドパ

ワーを有する人の情報を収集する 

・広報活動により事業の主旨をＰＲ 

・先進地等の視察 

・活動場所の提供（公民館や空き

家など） 

・運営委員会などの設置 

・事業の補助、支援、広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.７ 地域コミュニティの活性化の促進 

事業名 みんな集合ふれあい屋（3世代交流事業） 

内容 

・核家族が増えており高齢者と接する機会が少なくなってきているので、空き家などを活用して高齢者

から勉強だけでなく、昔の遊びなどいろいろな経験を教える場や、料理教室など 3 世代が交流できる

場を作る 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・イベントに参加 

・事業内容を知人にＰＲ 

・普段から地域の行事や集ま 

りに参加する 

・イベントの企画、実施、広報 

・人材の確保 

・実態調査（空き家状況の把

握） 

・事業の補助、支援、広報 

 

No.８ 地域コミュニティの活性化の促進 

事業名 大分東部公民館の機能強化 

内容 

・大分東部公民館はグリーンカルチャーセンターを転用したという経過もあるが、地域コミュニティの拠

点施設として引き続き機能の充実に努めてほしい 

・地域活動の発信拠点として地域コミュニティの活性化に向けて地域住民をけん引してほしい 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・地域コミュニティの拠点がな

ぜ必要であるかという問題意識

を持つ 

・大分東部公民館を地域の拠

点として活用する 

・まちづくりの大きなテーマを掲

げ努力している事（青少年健全

育成）を周知する 

・企画、指導、３世代交流等 

・ソフト・ハード含めた機能面の

強化 

 

No.９ 地域で子育てがしやすい環境の整備 

事業名 子どもが活動する場を増やす 

内容 
・３世代交流ウォーキング大会（松栄山まで歴史探索など）などの実施や、子どもを交えて地域の名

物やお菓子を作るなど、地域内で世代を越えて交流できるイベントをもっと増やす 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・公民館を利用して自分も行動

する 

・各種団体等に周知し協力を得

る 

・法的に問題がないようにサポ

ートをしてもらう 
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No.１０ 地域で子育てがしやすい環境の整備 

事業名 地域の子ども部屋（放課後子ども広場）の開設 

内容 

・地域のお年寄りが、共働き夫婦の子どもの居場所づくりをするなど、地域みんなで子育てをする意識

で取組が必要 

・地域の子どもの学力向上も期待される 

・夏休みに実施したら毎日 15人ほど来るので、普段も実施したい 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・スタッフ集めや施設のＰＲ 

・イベントの企画 

・地区の子ども会と連絡をとりあ

う 

・子ども達の見守り 

・場所の提供 

・地域の先生（ＯＢ、ＯＧなど）の

協力をいただく 

・子ども好きの年配の方の協力

をいただく 

・大学との連携をとってもらう 

・管理、維持費の補助 

 

 

No.１１ 地域で子育てがしやすい環境の整備 

事業名 出産、子育てがしやすいまちづくり 

内容 
・若い男女に出会いの場を提供する 

・出産、子育てがしやすい環境整備を図る 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・地域の人達と交流を図る 

・保育所、学校などの行事を情

報発信し、参加を促す 

・婚活イベントの場 

・プロジェクトチームの編成 

・地域全体で広報活動 

・運営委員を広く一般から募る 

・補助の支援 

・イベントの共催 

・若い人の意識調査 

 

No.１２ 地域で子育てがしやすい環境の整備 

事業名 子どもの教育レベルの向上 

内容 
・地域の子どもたちが文教地区として仲間同士で学べ、科学や文化に触れるなど多様性を育てるため

の教育施設を、既存の施設の有効活用なども検討しながら整備してもらいたい（科学館など） 

役割 

分担 

私ができること 地域でできること 行政に望むこと 

・教育施設の整備を促進する

運動などに参加 

・地域の人々に呼びかけをする 

・地域の関係組織で教育施設

の整備を促進する団体などを組

織する 

・国、県、市などの関係団体と

の連携により事業化の推進 

・県内の企業に協力を要請 

 

 

 

３－５．提案事業の整理図（地図）                                     

 


