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後世に自慢できる住みたくなる街、みなみ大分 

１１１１．．．．地域地域地域地域まちづくりビジョンについてまちづくりビジョンについてまちづくりビジョンについてまちづくりビジョンについて                                                                                                                                                                    

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、南大分地域ビジョン会議で取りまとめました「南大分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。 

 

 

市内市内市内市内１３１３１３１３地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域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    

大分中央地域 大分東部地域 大分西部地域 

大分南部地域 南大分地域南大分地域南大分地域南大分地域    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  

    

２２２２．．．．南大分南大分南大分南大分地域地域地域地域のののの対象校区対象校区対象校区対象校区                                                                                                                                

南大分地域まちづくりビジョンは、南大分、城南、荏隈、豊府の 4 小学校区を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３．．．．南大分南大分南大分南大分地域地域地域地域まちづくりビジョンのまちづくりビジョンのまちづくりビジョンのまちづくりビジョンの概要概要概要概要                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ビジョン会議では、南大分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。 

    

    

３３３３－－－－1111．．．．地域地域地域地域のののの将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた魅力魅力魅力魅力・・・・課題課題課題課題                                                                                                                                        

 

    

    

    

    

    

    

        

３３３３－－－－２２２２．．．．地域地域地域地域のののの将来像将来像将来像将来像（（（（コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト））））                                                                                                            

    

    

    

将来像将来像将来像将来像へのへのへのへの思思思思いいいい                                                                                                                                                                                                        

 このコンセプトには、南大分地域が、子どもからお年寄りまでのすべての人たちにとって、安全・安心に暮らす

ことができ、愛着と誇りが持てる地域となることを目指していきたいとの想いを込めています。 

第第第第４４４４章章章章    地域地域地域地域のののの分析分析分析分析    

1 ＳＷＯＴによる地域の分析 

２ 南大分地域の整理図 

3 地域の将来に向けて 

第第第第５５５５章章章章    地域地域地域地域のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿    

1 地域の将来に向けた魅力・課題 

2 地域の将来像（コンセプト） 

第第第第６６６６章章章章    将来像将来像将来像将来像のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組    

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一覧 

3 まちづくりの将来像（図） 

第第第第１１１１章章章章    地域地域地域地域のののの特性特性特性特性    

1 地理的特性 

2 歴史的・文化的特性 

第第第第２２２２章章章章    地域地域地域地域のののの現状現状現状現状、、、、市市市市のののの施策施策施策施策    

1 土地利用の状況 

2 住民交流 

3 地域内の公共施設等 

4 指定避難所 

5 市民との協働によるまちづくりの取組 

第第第第３３３３章章章章    人口推移人口推移人口推移人口推移とととと将来推計将来推計将来推計将来推計    

1 大分市の人口推移と将来推計 

2 南大分地域の人口推移と将来推計 

3 大分市の人口ビジョン 

南大分南大分南大分南大分地域地域地域地域がががが誇誇誇誇るるるる魅力魅力魅力魅力    

１１１１．．．．恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた立地特性立地特性立地特性立地特性    

    

２２２２．．．．豊豊豊豊かなかなかなかな歴史文化歴史文化歴史文化歴史文化    

    

南大分南大分南大分南大分地域地域地域地域がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題    

１１１１．．．．悪化悪化悪化悪化するするするする道路環境道路環境道路環境道路環境とととと利便性利便性利便性利便性のののの低低低低いいいい公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関    

    

２２２２．．．．地域地域地域地域コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの場場場場となるとなるとなるとなる施設施設施設施設のののの不足不足不足不足    

    

３３３３．．．．地域地域地域地域のののの憩憩憩憩いのいのいのいの場場場場、、、、防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてのとしてのとしてのとしての公園公園公園公園のののの不足不足不足不足    

 

図 南大分地域位置図 
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３３３３－－－－３３３３．．．．これからのまちづくりにこれからのまちづくりにこれからのまちづくりにこれからのまちづくりに向向向向けたけたけたけた市長市長市長市長へのへのへのへの提言提言提言提言                                                                                                            

これまで、地域まちづくりビジョンの策定に向けて、改めて自らの住む地域を見直すとともに、今後、地

域と行政が一緒になってどのような取組を進めていくべきか議論を深めてきました。 

わたしたち南大分地域の住民が描く地域の将来像の実現のため、これからのまちづくりに向けて、次の

とおり提言します。 

提言提言提言提言１１１１：：：：道路道路道路道路をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

道路環境の改善や、ＪＲやバスといった公共交通機関の利便性の向上が図られることなどに

より、居住する高齢者や子どもをはじめとする交通弱者の安全・安心が確保されるとともに、誰も

が快適に移動できる公共交通体系が構築されることを望みます。 

    

提言提言提言提言２２２２：：：：人人人人がががが集集集集いいいい、、、、人人人人がががが繋繋繋繋がるがるがるがる地域地域地域地域コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの形成支援形成支援形成支援形成支援    

住民交流はもとより、伝統文化の継承や、災害対応、子育てや子どもたちの学びの観点か

ら、幅広い世代が集える場として地域コミュニティの拠点を整備するとともに、地域の多様な主

体が繋がり、住民自らが地域の課題を発見・認識・共有し、解決していくための取組について支

援を望みます。 

    

提言提言提言提言３３３３：：：：郷土愛郷土愛郷土愛郷土愛のののの醸成醸成醸成醸成とととと豊豊豊豊かなかなかなかな歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化をををを活活活活かしたかしたかしたかした魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信    

地域住民が改めて郷土の素晴らしさを認識し、愛着を深めるとともに、本地域の地域資源で

ある歴史文化を活かし、地域外に本地域の個性と魅力を発信するための取組について支援を

望みます。 

    

３３３３－－－－４４４４．．．．    提言提言提言提言にににに基基基基づくづくづくづく提案事業提案事業提案事業提案事業（（（（役割分担役割分担役割分担役割分担をををを含含含含むむむむ））））のののの一覧一覧一覧一覧                                                                                            

地域ビジョン会議では、地域の将来像を実現させるため、市長への３つの提言に基づき事業の提案を

行い、個人、地域、行政の役割分担についての検討を行いました。それらの提案事業については下記の

とおりです。   

 

№１ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言 1111    

事業名事業名事業名事業名    交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの緩和対策緩和対策緩和対策緩和対策    

内容内容内容内容    

・バイパスを整備するなど、渋滞の緩和対策を実施 

・幹線道路のみならず、狭隘な生活道路においても朝夕の通勤による渋滞が慢性化している。 

・右折ポケット整備などの道路改良【整備箇所の例：国道 442 号（田中五差路）、大分挾間線（田中西交

差点）、小挾間大分線（南大分交差点・竹の上）】 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・渋滞箇所の把握 

・公共交通機関の利用 

・渋滞箇所の把握 

・公共交通機関の利用 

・国、県への働きかけ 

・狭隘な生活道路の拡幅 

№２ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言１１１１    

事業名事業名事業名事業名    高齢者高齢者高齢者高齢者にににに優優優優しいしいしいしい公共交通網整備公共交通網整備公共交通網整備公共交通網整備    

内容内容内容内容    

・高齢者がバス利用時に路線の乗り換えが安全で容易にできるよう場所を確保・整備する（バスロータ

リーの設置）。 

・高齢者には歩道橋などを渡りバス停へ移動するのは大変であり、整備がなされれば、1 人で通院や

買い物などができるようになる。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・現状を把握する。 ・関係機関との実態調査（アン

ケート調査など） 

・利用者ニーズに合った効果的

なネットワークの構築 

・現地実態調査 

・南大分駅と古国府駅の駅前

広場の整備など交通結節機能

の強化 

№３ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言１１１１    

事業名事業名事業名事業名    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな道路整備道路整備道路整備道路整備    

内容内容内容内容    

・最優先で危険な通学路の整備を実施する。 

・道路幅が狭いことから、電柱を片側に寄せるなどの整理をし、児童が転落しないように、通学路にあ

る初瀬井路には蓋かけをする。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・道路幅の狭い箇所を調べる。 

・小学校、中学校の通学路で

危険箇所を調べる。 

・交差点など出会い頭で見にく

い箇所の特定 

・常に渋滞する場所、時間帯で

渋滞する場所の特定 

・電柱の建て替え、新設の際

に、狭い箇所（道路、歩道）では

私有地等に設置をお願いする。 

・道路の両側にある電柱の整理 

・新設宅地が出来た際に追加で

増設された電柱の整理 

・多方面に働きかける。必要な

ら地権者等に地域として嘆願す

る。土地の買収後、道路拡張で

余った土地の活用は地域で検

討 

・南大分地区を中央地区と分け

て都市基盤整備を考えること。 

・水路（初瀬）との話で井路の蓋

を全部にすること。 

・長期的に、狭い道路の両側か

らの土地提供の確認、買上げ

てもらいたい。 

・迂回路整備 

・現地視察、実態調査、関係機

関との調整、国・県への要請、

予算化（重大事故等が発生す

る前に実施してもらいたい。） 
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№４ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言１１１１    

事業名事業名事業名事業名    コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス事業事業事業事業    

内容内容内容内容    
・南大分の病院、駅、まちなかを 100 円で周遊できるコミュニティバスの運行 

・誰もが、気軽に病院や買い物、学びに出掛けることのできる環境づくり 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・実現できたら、できるだけ多く

の人が利用するよう働きかけ

る。 

・各自が希望する場所・ルート

の意思表示をする 

・地域の人たちの意見を集約し

て行政に働きかける。 

・個人の意見を集約し、地域とし

ての希望場所やルートを選定す

る 

・助成金等を出して車を確保す

る。 

・委託業者、運行ルートの決

定、停留場所の整備 

№５ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    各校区公民館各校区公民館各校区公民館各校区公民館のののの新設新設新設新設    

内容内容内容内容    

・校区公民館を新設する（南大分地域には校区公民館が無い現状）。 

・校区単位のイベントが行える規模の公民館を新設し、子どもからお年寄りまで利用できる校区のコミ

ュニティの場とする。 

・公園を併設した公民館とすることで、災害時の避難場所としても位置付ける。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・建設後の維持管理のお手伝

い。 

・募金活動への協力 

・地権者への働きかけ 

・校区公民館の必要性をでき

るだけ多くの人に理解してもらう

よう働きかけをする。 

・公民館建設の為の寄付金募

金活動 

・校区内各種団体間の連携を

密にして、校区をあげて建設の

必要性をアピールして気運を盛

り上げ、必要な資金づくりにも理

解と協力を求める。 

 

・市による土地の取得・提供等

の検討 

・公園は大分市が整備する。 

・建設費等の財政的な支援、

運営指導 

№６ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    南大分公民館南大分公民館南大分公民館南大分公民館のののの新設新設新設新設    

内容内容内容内容    

・南大分公民館を利便性の高い場所へ移転し、施設を充実させる。（学習スペースの設置、駐車場、

駐輪場の拡充、公園とこどもルームの併設など） 

・若い人たちの勉強の場をつくるとともに、公民館に南大分の歴史に関する展示を行うことで郷土の誇

りを醸成する。 

・公園とこどもルームを併設することにより、子どもから親、お年寄りの世代まで集えるコミュニティの場

とする。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・子どもたちが歴史に興味をも

つには、その親や学校の先生

方が歴史をそれなりに知ってお

くことも重要なので、各校区に

あった勉強会の必要性を広め

る。 

・南大分公民館の利用を促

す。 

・公民館（南大分）の行事や講

座との連携 

・公民館の利用を促す際、地区

全体の住民がこぞって「これから

の子どもたちのために」という意

識をもつことが必要。そのために

は地区や４校区に居住する人

で、南大分の歴史・文化・地域

性・南大分出身の偉人を熟知し

ている方を探す。 

・土地の提供、理解 

・子どもたちや高齢者が勉強す

るなら「南大分公民館でやろう

よ！」といえるような学習スペー

スを作るための広い敷地、駐車

場、駐輪場を確保する。 

・南大分公民館の歴史に詳しい

学芸員の派遣支援 

・公民館に写真や絵で歴史の

流れを展示 

・公民館の新設と公園の整備

及び子どもルームの設置 

№７ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２ 

事業名事業名事業名事業名    子子子子どもとどもとどもとどもと高齢者高齢者高齢者高齢者のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい事業事業事業事業    

内容内容内容内容    

・子ども（親含む。）と高齢者が一緒に料理をして食事をする場を設け、コミュニケーションをとる。 

・高齢者の QOL（クオリティオブライフ）向上と子どもの居場所づくり 

・南大分の飲食店などを利用することにより、地域活性化につなげる。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・知人にＰＲ 

・学校、保育園、幼稚園、地域

コミュニティに周知 

・他イベントに参加 

・企画、運営 

・場所、物の提供 

・活動周知 

・中小企業の協力 

・活動周知 

・活動費の助成 

・継続的支援 

№８ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    南大分地区各種団体連合会南大分地区各種団体連合会南大分地区各種団体連合会南大分地区各種団体連合会    

内容内容内容内容    

・南大分地区にある各種ボランティア団体等のアドバイザー的な組織を地域で立ち上げる。 

・4校区の課題の集約や、解決の成功事例の共有、各種団体への支援などを実施 

・各種団体の参加者の増加と人的交流を促進し、地域活性化につなげる。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・組織図（表）・規約作り 

・意見集約 

・フィードバック 

・解決策の企画実施支援 

・事業への支援（連絡網、情報

提供） 

・情報提供、自治体、団体の紹

介 

・通信交通費等の費用支援 

・成功時には本取組を各地区

へ広げる 
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№９ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    中学生中学生中学生中学生（（（（小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年をををを含含含含むむむむ））））とととと高齢者高齢者高齢者高齢者のペアのペアのペアのペア活動活動活動活動によるによるによるによる安全確認安全確認安全確認安全確認！！！！    

内容内容内容内容    

・高齢者と子どもがペアとなり、日常は高齢者が見守りを、非常時は子どもたちが安否確認など助け合

いを行う仕組みを作る。 

・地域の絆、こころの優しさづくりや連帯感が生まれる（どうやってペアを作るか、個人情報関係が課

題）。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・地区ごとに該当する児童・生

徒名簿を作成する（保護者の

同意が必要）。 

・地域間の人数調整（高齢者

が多い地区、少ない地区、児

童・生徒が多い地区、少ない

地区） 

・地区ごとに該当する高齢者か

ら同意を得られた人のリストを作

る。 

・年に数回、顔合わせや交流す

る場所（公民館等）の提供 

・地区ごとに該当する高齢者の

リストアップ 

・児童、生徒とのペア作りに賛

同するか意思確認（アンケート、

郵送） 

№１０ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    地域住民同士地域住民同士地域住民同士地域住民同士のののの交流交流交流交流のののの促進促進促進促進    ～～～～皆皆皆皆のののの顔顔顔顔がわかるまちづくりがわかるまちづくりがわかるまちづくりがわかるまちづくり～～～～    

内容内容内容内容    

・幅広い世代が参加できるイベントの開催（運動会、春のお神楽、鑑賞会など大人から子どもまで集ま

るイベントを企画） 

・いろんな行事への参加者が固定化し、減少傾向にある中、関心度の高いイベントを開催し、連帯感

を醸成する （自治会の後継者選びにもなる。）。 

・人と人とのつながりが生まれることにより、住みやすいまちになる。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・行事の企画・立案への参加 

・地域への呼びかけ 

・行事の企画・立案への参加 

・参加者の募集 

・行事の運営 

・講師の派遣 

・施設の提供 

・費用がかかる場合は資金の助

成 

・空き家対策、近居・同居への

支援 

№１１ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    子子子子どもからどもからどもからどもから高齢者高齢者高齢者高齢者までまでまでまで健康健康健康健康なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    

内容内容内容内容    

・スポーツパーク、河川敷を整備し、歩こう会、サイクリングのイベントなどを実施 

・子どもから高齢者までの健康づくり 

 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・イベントへの参加 

・参加の呼び掛け 

・運営の組織づくり 

・案内板の設置 

・各種イベントの実施 

・レンタサイクル 

・運営補助金 

・トイレ整備、街灯整備、健康器

具の設置 

№１２ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言２２２２    

事業名事業名事業名事業名    河川河川河川河川をををを活活活活かしたまちづくりかしたまちづくりかしたまちづくりかしたまちづくり    

内容内容内容内容    
・昔盛んだった明磧の屋形船を復活させるなど、河川の利活用を図る（昔は、川が交通手段の一つで

もあった。）。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・地区に広報、ＰＲをする。 ・府内大橋or明磧橋付近で花

火大会を復活する。 

・各種イベントの実施 

・バードウオッチングなど河川で

行われるイベント間での連携 

・資金面での支援 

№１３ 

関連関連関連関連    提言提言提言提言３３３３    

事業名事業名事業名事業名    旧跡旧跡旧跡旧跡めぐりサポーターのめぐりサポーターのめぐりサポーターのめぐりサポーターの育成育成育成育成    

内容内容内容内容    

・子どもや一般向けに、南大分の歴史と旧跡を教える講座を実施し、ガイドスキルを身につけてもらう。 

・旧跡のマップづくりや周遊コースづくりをし、月１回程度の散策イベントを実施する（人を呼び込む。地

域の人の郷土愛を育む。）。 

役割役割役割役割    

分担分担分担分担    

私私私私ができることができることができることができること    地域地域地域地域でできることでできることでできることでできること    行政行政行政行政にににに望望望望むことむことむことむこと    

・文化財の所在地等の確認、歴

史の調査 

・歴史上の基礎知識講座と旧跡

めぐりの実施 

・各校区内の旧跡の調整 

・校区単位での調査 

・ネットワークづくり 

・旧跡めぐりの具体的ルートの決

定（地図づくり） 

・活動費の助成 

・表示看板等の設置（案内

板） 

・講師の派遣（歴史・文化の

検証含む。） 

・ガイドの総合テスト（○×

式・現地案内ガイド） 

 

 

 

 

 


