
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と

りビジョン」として、将来のまちづくりに向けた提言

集しています。

◇地域の将来像（

ご意見、ご要望等を

＜実施期間

 ＜回答方法＞

      

 

 

 

 

これまで

成する『

おける現状や課題を

けた議論を深めてまいりました。

先日、第

が抱いている地域の目指すべき将来像や

て地域と行政が一緒になって取

について、対話（ディスカッション）を通じて共有化を図

りました。

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの

これまで開催した

実施し

の認識の共有を図ってまいりました。

    

    

    

    

    

今後の検討予定今後の検討予定今後の検討予定今後の検討予定

今後

査を通じて

まちづくりに向けた提言書を

STEP1STEP1STEP1STEP1

・地域の現状

・市の計画や取組紹介

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と

りビジョン」として、将来のまちづくりに向けた提言

集しています。

◇地域の将来像（

ご意見、ご要望等を

＜実施期間＞

＜回答方法＞

①添付

②大分

      ※

これまで、市内

成する『地域ビジョン会議』を設置し、

おける現状や課題を

けた議論を深めてまいりました。

先日、第 4

が抱いている地域の目指すべき将来像や

地域と行政が一緒になって取

について、対話（ディスカッション）を通じて共有化を図

りました。 

この通信は、地域

像について共有していただくために発行いたします。

大南大南大南大南
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

事業案がまとまりました

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ

これまで開催した

実施し、地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

の認識の共有を図ってまいりました。

今後の検討予定今後の検討予定今後の検討予定今後の検討予定

今後、地域の

査を通じて地域の皆様の

まちづくりに向けた提言書を

STEP1STEP1STEP1STEP1    （（（（5555 月）月）月）月）

・地域の現状 

・市の計画や取組紹介

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と

りビジョン」として、将来のまちづくりに向けた提言

集しています。 

◇地域の将来像（まちづくりのコンセプト

ご意見、ご要望等を以下の方法でお知らせください。

＞ 平成３０年３月１５日（木）から

＜回答方法＞ 以下の①又は②の方法でご回答ください。

①添付したアンケート用紙

②大分市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答

※右記バーコー

、市内 13 地域において

ビジョン会議』を設置し、

おける現状や課題を整理しながら、将来のまちづくりに向

けた議論を深めてまいりました。

4 回目の地域ビジョン会議を開催し、各委員

が抱いている地域の目指すべき将来像や

地域と行政が一緒になって取

について、対話（ディスカッション）を通じて共有化を図

この通信は、地域ビジョン会議の内容について地域の皆

像について共有していただくために発行いたします。

大南大南大南大南地域地域地域地域
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

地域の将来像と

事業案がまとまりました

地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ

これまで開催した合計 4

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

の認識の共有を図ってまいりました。

今後の検討予定今後の検討予定今後の検討予定今後の検討予定    

地域の将来像（まちづくりのコンセプト

地域の皆様のご

まちづくりに向けた提言書を

月）月）月）月）    

 

・市の計画や取組紹介 

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と

りビジョン」として、将来のまちづくりに向けた提言

まちづくりのコンセプト

以下の方法でお知らせください。

平成３０年３月１５日（木）から

以下の①又は②の方法でご回答ください。

アンケート用紙（

市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答

バーコードからも

地域において、地域の代表者等で構

ビジョン会議』を設置し、

整理しながら、将来のまちづくりに向

けた議論を深めてまいりました。 

回目の地域ビジョン会議を開催し、各委員

が抱いている地域の目指すべき将来像や

地域と行政が一緒になって取り組んでいくべき事業案

について、対話（ディスカッション）を通じて共有化を図

ビジョン会議の内容について地域の皆

像について共有していただくために発行いたします。

地域地域地域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    

の将来像と

事業案がまとまりました

地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ

4 回の地域ビジョン会議において、地域の魅力や課題を

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

の認識の共有を図ってまいりました。

まちづくりのコンセプト

ご意見をお伺

まちづくりに向けた提言書を大分市長に提出いたします

アンケート調査

STEP2STEP2STEP2STEP2    

・ブレインストーミング

・コンセプトの検討

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

りビジョン」として、将来のまちづくりに向けた提言

まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

以下の方法でお知らせください。

平成３０年３月１５日（木）から

以下の①又は②の方法でご回答ください。

（大南支所にも備え付け

市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答

も応募専用フォームへアクセス

、地域の代表者等で構

ビジョン会議』を設置し、それぞれの

整理しながら、将来のまちづくりに向

回目の地域ビジョン会議を開催し、各委員

が抱いている地域の目指すべき将来像や、その実現に向け

組んでいくべき事業案

について、対話（ディスカッション）を通じて共有化を図

ビジョン会議の内容について地域の皆

像について共有していただくために発行いたします。

ビジョンビジョンビジョンビジョン

の将来像と 

事業案がまとまりました 

地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ地域ビジョン会議の流れ    

回の地域ビジョン会議において、地域の魅力や課題を

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

の認識の共有を図ってまいりました。 

まちづくりのコンセプト）

伺いしながら「大南

大分市長に提出いたします

アンケート調査

    （（（（7777 月）月）月）月）    

ブレインストーミング

コンセプトの検討 

将来像の実現に向けた取組

りビジョン」として、将来のまちづくりに向けた提言をとりまとめるため、

将来像の実現に向けた取組

以下の方法でお知らせください。 

平成３０年３月１５日（木）から平成３０年４月１６日（月）まで

以下の①又は②の方法でご回答ください。 

大南支所にも備え付け）

市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答

応募専用フォームへアクセス

、地域の代表者等で構

それぞれの地域に

整理しながら、将来のまちづくりに向

回目の地域ビジョン会議を開催し、各委員

、その実現に向け

組んでいくべき事業案

について、対話（ディスカッション）を通じて共有化を図

ビジョン会議の内容について地域の皆

像について共有していただくために発行いたします。 

ビジョンビジョンビジョンビジョン会議会議会議会議

 

    

回の地域ビジョン会議において、地域の魅力や課題を

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

）と将来像の実現に向けた取組事業（

「大南地域まちづくりビジ

大分市長に提出いたします。    

アンケート調査を実施します

ブレインストーミング 

STEP3STEP3STEP3STEP3

・

 

将来像の実現に向けた取組

とりまとめるため、

将来像の実現に向けた取組

平成３０年４月１６日（月）まで

 

）に記入のうえ、回収

市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答

応募専用フォームへアクセスできます。

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、

会議会議会議会議                通信通信通信通信

 

■平成 30

■場所：

開会開会開会開会    

一、会長あいさつ

二、議事

1 

 ・地域の将来像（コンセプト）の再確認

 ・提案事業の役割分担について

・事業の共有（

三、

閉会閉会閉会閉会    

回の地域ビジョン会議において、地域の魅力や課題を

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組

将来像の実現に向けた取組事業（

地域まちづくりビジ

を実施します

STEP3STEP3STEP3STEP3    （（（（10101010

・SWOT 分析に基づく

 取組案の検討

将来像の実現に向けた取組事業（案）について、「大南

とりまとめるため、地域にお住まいの皆様のご意見を募

将来像の実現に向けた取組事業（案）

平成３０年４月１６日（月）まで

記入のうえ、回収 BOX

市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答

できます。 

にご報告するとともに、

通信通信通信通信

第第第第 4444 回回回回大南大南大南大南

30 年 2 月 13

場所：大南市民センター

    

一、会長あいさつ 

議事 

 グループワーク

・地域の将来像（コンセプト）の再確認

・提案事業の役割分担について

・事業の共有（

、その他 

回の地域ビジョン会議において、地域の魅力や課題を抽出

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）と将来像の実現に向けた取組事業

将来像の実現に向けた取組事業（

地域まちづくりビジョン」としてとりまとめを行い、将来の

を実施します 

10101010 月）月）月）月）    

分析に基づく 

案の検討 

案）について、「大南

地域にお住まいの皆様のご意見を募

（案）に対する 

平成３０年４月１６日（月）まで 

BOX に投函

市ホームページの「パブリックコメント」から、応募専用フォームで回答 

にご報告するとともに、地域の現状や課題、将来

通信通信通信通信    
発行：大南

大南大南大南大南地域地域地域地域ビジョン会議ビジョン会議ビジョン会議ビジョン会議

13 日（火）19：

大南市民センター 

 

グループワーク 

・地域の将来像（コンセプト）の再確認

・提案事業の役割分担について

・事業の共有（ディスカッション

抽出するとともに、

事業（案）の検討を行い、委員皆様

将来像の実現に向けた取組事業（案）について、

ョン」としてとりまとめを行い、将来の

STEP4STEP4STEP4STEP4    

・コンセプト

・対話による事業の共有

案）について、「大南地域まちづく

地域にお住まいの皆様のご意見を募

 

に投函 

地域の現状や課題、将来

大南地域ビジョン会議事務局

ビジョン会議ビジョン会議ビジョン会議ビジョン会議

：00～ 

・地域の将来像（コンセプト）の再確認

・提案事業の役割分担について 

ディスカッション） 

するとともに、SWOT

（案）の検討を行い、委員皆様

について、アンケート調

ョン」としてとりまとめを行い、将来の

    （（（（2222 月）月）月）月）    

コンセプトの再確認

対話による事業の共有

地域まちづく

地域にお住まいの皆様のご意見を募

地域の現状や課題、将来

地域ビジョン会議事務局 

ビジョン会議ビジョン会議ビジョン会議ビジョン会議    

・地域の将来像（コンセプト）の再確認 

SWOT 分析を

（案）の検討を行い、委員皆様

アンケート調

ョン」としてとりまとめを行い、将来の

    

の再確認 

対話による事業の共有 

 

 

 

 

 

①子育て環境の充実①子育て環境の充実①子育て環境の充実①子育て環境の充実

・近所に

②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり

・大雨時等の一時避難場所の確保（戸次地区）

・防災士のネットワークづくり、防災意識の啓発

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業

・高齢者などの買い物弱者

・中判田駅を起点に大南地域を循環するシャトルバスの運行

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

・スポーツ施設の整備

・スポーツ施設

・人を呼び込む仕掛けづくり

・スポーツをとおし

⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業

・過疎地域内における耕作放棄地などの土地の有効活用

・市街化調整区域内の

⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進

・大南の地の利を活かし

・農業生産者と消費者とのふれあいの場の確保

⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業

・米良

・地域の実情に合った地場企業等の誘致で雇用を創出

・耕作放棄地の工業用地への転用や、農業

⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備

・大南の魅力を

・農産物を

・大南市場などを通じた、地元産の農産品や加工品の販売

⑨中判田駅の整備⑨中判田駅の整備⑨中判田駅の整備⑨中判田駅の整備

・南高校の生徒も利用しやすい駅とするための利便性の確保

・周辺道路や駅前広場の整備

・陸橋を無くすなど、駅のバリアフリー化の推進

⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創

・地域の自然

・大南の魅力をみんなで理解し共有するための情報提供や

⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化

・薬草料理教室や薬草マイスターによる講座（養成講座含む）の開催

・地域資源を活用した産業としての商品開発など

⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備

・地域の生活道、県道、市道などの整備

・白滝橋から竹中、河原内間の道路拡幅と街灯の整備

・緊急車両が通行できる幅員の確保

・県道大分大野線

 

 

＜決定理由＞
歴史ある町

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
伝わるようなイメージとしてこのコンセプトとしています。

①子育て環境の充実①子育て環境の充実①子育て環境の充実①子育て環境の充実

・近所に、地域の人が活用でき、子どもが気軽に遊べる公園や広場などの充実

②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり

・大雨時等の一時避難場所の確保（戸次地区）

・防災士のネットワークづくり、防災意識の啓発

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業

・高齢者などの買い物弱者

・中判田駅を起点に大南地域を循環するシャトルバスの運行

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

・スポーツ施設の整備

スポーツ施設の整備

・人を呼び込む仕掛けづくり

・スポーツをとおした

⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業

・過疎地域内における耕作放棄地などの土地の有効活用

・市街化調整区域内の

⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進

・大南の地の利を活かし

・農業生産者と消費者とのふれあいの場の確保

⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業

・米良 ICに近く、多方面にアクセ

地域の実情に合った地場企業等の誘致で雇用を創出

・耕作放棄地の工業用地への転用や、農業

⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備

・大南の魅力を PRできる道の駅の

農産物を出荷するための地域における

・大南市場などを通じた、地元産の農産品や加工品の販売

⑨中判田駅の整備⑨中判田駅の整備⑨中判田駅の整備⑨中判田駅の整備    

・南高校の生徒も利用しやすい駅とするための利便性の確保

・周辺道路や駅前広場の整備

・陸橋を無くすなど、駅のバリアフリー化の推進

⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創

・地域の自然、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出

・大南の魅力をみんなで理解し共有するための情報提供や

⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化

・薬草料理教室や薬草マイスターによる講座（養成講座含む）の開催

・地域資源を活用した産業としての商品開発など

⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備

・地域の生活道、県道、市道などの整備

・白滝橋から竹中、河原内間の道路拡幅と街灯の整備

・緊急車両が通行できる幅員の確保

・県道大分大野線、弓立上戸次線の道路拡幅

＜決定理由＞ 
歴史ある町並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
伝わるようなイメージとしてこのコンセプトとしています。

■問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ

①子育て環境の充実①子育て環境の充実①子育て環境の充実①子育て環境の充実    

、地域の人が活用でき、子どもが気軽に遊べる公園や広場などの充実

②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり②安全・安心なまちづくり    

・大雨時等の一時避難場所の確保（戸次地区）

・防災士のネットワークづくり、防災意識の啓発

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業

・高齢者などの買い物弱者への支援のためのコミュニテ

・中判田駅を起点に大南地域を循環するシャトルバスの運行

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

・スポーツ施設の整備 

の整備と併せて、クラブチームなどの活動拠点となる合宿所などの

・人を呼び込む仕掛けづくり 

た健康保持・増進及び

⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業

・過疎地域内における耕作放棄地などの土地の有効活用

・市街化調整区域内の未利用の土地

⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進

・大南の地の利を活かした農業体験、観光農業の促進

・農業生産者と消費者とのふれあいの場の確保

⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業⑦企業誘致推進事業    

に近く、多方面にアクセ

地域の実情に合った地場企業等の誘致で雇用を創出

・耕作放棄地の工業用地への転用や、農業

⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備

できる道の駅の

出荷するための地域における

・大南市場などを通じた、地元産の農産品や加工品の販売

    

・南高校の生徒も利用しやすい駅とするための利便性の確保

・周辺道路や駅前広場の整備 

・陸橋を無くすなど、駅のバリアフリー化の推進

⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創

、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出

・大南の魅力をみんなで理解し共有するための情報提供や

⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化

・薬草料理教室や薬草マイスターによる講座（養成講座含む）の開催

・地域資源を活用した産業としての商品開発など

⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備

・地域の生活道、県道、市道などの整備

・白滝橋から竹中、河原内間の道路拡幅と街灯の整備

・緊急車両が通行できる幅員の確保

弓立上戸次線の道路拡幅

将来像の実現に向けた取組事業

～あすを
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
伝わるようなイメージとしてこのコンセプトとしています。

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）

問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ：大分市企画部企画課

、地域の人が活用でき、子どもが気軽に遊べる公園や広場などの充実

・大雨時等の一時避難場所の確保（戸次地区） 

・防災士のネットワークづくり、防災意識の啓発

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業

支援のためのコミュニテ

・中判田駅を起点に大南地域を循環するシャトルバスの運行

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

、クラブチームなどの活動拠点となる合宿所などの

保持・増進及び体力の

⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業⑤市街化調整区域内の住宅用地整備事業    

・過疎地域内における耕作放棄地などの土地の有効活用

未利用の土地などを市が管理、分譲（情報提供）するなど

⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進

た農業体験、観光農業の促進

・農業生産者と消費者とのふれあいの場の確保 

に近く、多方面にアクセスしやすい利点を活か

地域の実情に合った地場企業等の誘致で雇用を創出

・耕作放棄地の工業用地への転用や、農業の６次産業化

⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備⑧地域交流・情報発信拠点の整備    

できる道の駅のような拠点の

出荷するための地域における集荷などの協力体制

・大南市場などを通じた、地元産の農産品や加工品の販売

・南高校の生徒も利用しやすい駅とするための利便性の確保

・陸橋を無くすなど、駅のバリアフリー化の推進

⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創

、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出

・大南の魅力をみんなで理解し共有するための情報提供や

⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化

・薬草料理教室や薬草マイスターによる講座（養成講座含む）の開催

・地域資源を活用した産業としての商品開発など

⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備⑫住みよいまちづくりのための道路整備    

・地域の生活道、県道、市道などの整備 

・白滝橋から竹中、河原内間の道路拡幅と街灯の整備

・緊急車両が通行できる幅員の確保 

弓立上戸次線の道路拡幅 

将来像の実現に向けた取組事業

あすを 
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
伝わるようなイメージとしてこのコンセプトとしています。

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）

大分市企画部企画課

、地域の人が活用でき、子どもが気軽に遊べる公園や広場などの充実

 

・防災士のネットワークづくり、防災意識の啓発 

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業

支援のためのコミュニティバス

・中判田駅を起点に大南地域を循環するシャトルバスの運行 

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

、クラブチームなどの活動拠点となる合宿所などの

の向上 

・過疎地域内における耕作放棄地などの土地の有効活用 

などを市が管理、分譲（情報提供）するなど

⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進⑥自然を活かした農業体験、観光農業の促進    

た農業体験、観光農業の促進 

 

スしやすい利点を活かした企業誘致

地域の実情に合った地場企業等の誘致で雇用を創出 

６次産業化の促進

ような拠点の整備 

集荷などの協力体制の確保

・大南市場などを通じた、地元産の農産品や加工品の販売 

・南高校の生徒も利用しやすい駅とするための利便性の確保 

・陸橋を無くすなど、駅のバリアフリー化の推進 

⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創⑩住みたくなるまち、訪れたくなるまち大南を創るるるる    

、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出

・大南の魅力をみんなで理解し共有するための情報提供やイベント

⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化⑪農林資源（薬草・竹林など）を活用した地域活性化    

・薬草料理教室や薬草マイスターによる講座（養成講座含む）の開催

・地域資源を活用した産業としての商品開発など 

・白滝橋から竹中、河原内間の道路拡幅と街灯の整備 

将来像の実現に向けた取組事業（案）

 ひらこう
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
伝わるようなイメージとしてこのコンセプトとしています。

地域の将来像（まちづくりのコンセプト）

大分市企画部企画課 TEL：537

、地域の人が活用でき、子どもが気軽に遊べる公園や広場などの充実

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業

ィバスの運行と併せ、

 

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

、クラブチームなどの活動拠点となる合宿所などの

などを市が管理、分譲（情報提供）するなど

した企業誘致 

促進 

の確保 

 

、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出

イベント開催など

    

・薬草料理教室や薬草マイスターによる講座（養成講座含む）の開催 

（案） 

 

ひらこう 
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
伝わるようなイメージとしてこのコンセプトとしています。 

地域の将来像（まちづくりのコンセプト） 

-5603・大南支所

、地域の人が活用でき、子どもが気軽に遊べる公園や広場などの充実 

③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業③コミュニティバスなどを活用した買い物弱者にやさしい地域づくり事業    

の運行と併せ、ワンストップショッピングができる

④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業④スポーツ施設の整備などを通じ、元気な子どもたち、高齢者を増やす事業    

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

、クラブチームなどの活動拠点となる合宿所などの設置 

などを市が管理、分譲（情報提供）するなど、地域に人を呼び込む

、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出 

などに取り組むなど、地域一丸となったまちづくり

 南の大地
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が
 

・大南支所 TEL：

ワンストップショッピングができる

・スポーツに親しむ場や機会をつくり、子どもや高齢者が一緒に利用することで、多世代交流を促進

設置 

地域に人を呼び込む

、緑あふれる大地を活用し、住みたくなる、訪れたくなるまち大南の創出 

に取り組むなど、地域一丸となったまちづくり

の大地～
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が

：597-1000 

ワンストップショッピングができる

 

に人を呼び込む仕掛けづくりの創出

に取り組むなど、地域一丸となったまちづくり

～ 
並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ

れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が

 

ワンストップショッピングができる施設の整備 

仕掛けづくりの創出 

に取り組むなど、地域一丸となったまちづくり 

並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ
れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が

 

並みや自然景観の良さといった地域資源などを守りながら、大分市の南の都として活気にあふ
れ心豊かなまちづくりを推進したいという想いを込めるとともに、明るい未来を求めていこうとする意志が


