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■■■■地域地域地域地域まちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンに事務局から※提言及
・【 提言１ 】【 提言１ 】【 提言１ 】【 提言１ 】① 《 市》 佐賀関② 《 市》 アート イベント舎の巡視等③ 《 市》「学生と協働④ 《 市》 ホームページちづく り
・【 提言２ 】【 提言２ 】【 提言２ 】【 提言２ 】⑤ 《 市》「気サロン⑥ 《 市》「個人》 各地域
・【 提言３ 】【 提言３ 】【 提言３ 】【 提言３ 】⑦ 《 市》 ワンコインバスあれば新⑧ 《 市》 猟免許所得経費
・【【【【 提言１～提言１～提言１～提言１～⑨ 《 市》「設整備基本構想環境整備活動⑩ 《 市》 中心市街地道九四フェリーが⑪ 《 市》 駅周辺かす魅力

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

個性を活かした１ ３ 地域においてその実現に向けたョ ン」 が策定され地域まちづく りビジョ ンフォローアップす将来像の実現進めるため「 地域いて、「 行政に望ること」 のそれぞれのテーマにおいて各取組の今後の進を行うものです

地域まちづく りビジョ ンフォローアップ地域まちづく りビジョ ンフォローアップ地域まちづく りビジョ ンフォローアップ地域まちづく りビジョ ンフォローアップ

は、地域まちづく りビジョ ンフォローアップや課題、 将来像

まちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンにから佐賀関地域提言及び番号、 取組事業
】 人が集まる】 人が集まる】 人が集まる】 人が集まる佐賀関ふるさとまつりへのアート イベント巡視等の実施。大分市まち歩協働で「 まちなかホームページちづく り協議会でブログを】 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 の健康センターひまわりサロン」 を開催。関崎シーサイドウォーキング各地域でのさまざまなイベント で】 便利で快適】 便利で快適】 便利で快適】 便利で快適ワンコインバス新ルート を検討猟免許所得経費～３の複数～３の複数～３の複数～３の複数大分市まち歩設整備基本構想」 を環境整備活動を実施中心市街地ではフェリーが新駅周辺の土地魅力ある学校づく り

まちづく りビジョ ンまちづく りビジョ ンまちづく りビジョ ンまちづく りビジョ ン

かした魅力ある地域において、 それぞれのけた取り組みをまとめたされ、 昨年７月にまちづく りビジョ ンフォローアップ実現に向けて、 市民地域まちづく りビジョ ン望むこと」「 地域のそれぞれのテーマにおいて進め方や課題などについてう ものです。 

まちづく りビジョ ンフォローアップまちづく りビジョ ンフォローアップまちづく りビジョ ンフォローアップまちづく りビジョ ンフォローアップ

まちづく りビジョ ンフォローアップ将来像について共有

まちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンに地域まちづく りビジョ ンの取組事業についての
まる観光振興対策まる観光振興対策まる観光振興対策まる観光振興対策ふるさとまつりへのアート イベント 「 開校！大志生木社宅跡地歩きガイドブックまちなか流木アートホームページ「 大分市地域でブログを開設コミ ュニティ の維持コミ ュニティ の維持コミ ュニティ の維持コミ ュニティ の維持センターひまわり」

シーサイドウォーキングでのさまざまなイベント で快適なまちづく り快適なまちづく り快適なまちづく り快適なまちづく りワンコインバスが長寿応援検討。猟免許所得経費の支援。複数に関係するもの複数に関係するもの複数に関係するもの複数に関係するもの歩きガイドブックを策定中。《 地域実施。では自動運転車両新ターミ ナルビルを土地の有効活用づく り。《 地域

まちづく りビジョ ンまちづく りビジョ ンまちづく りビジョ ンまちづく りビジョ ン

発行

地域づく りを推進れの地域が目指みをまとめた「 地域に市長に提言されましたまちづく りビジョ ンフォローアップ市民と行政がまちづく りビジョ ン」地域でできることのそれぞれのテーマにおいて、 進捗状況などについて

まちづく りビジョ ンフォローアップまちづく りビジョ ンフォローアップまちづく りビジョ ンフォローアップまちづく りビジョ ンフォローアップ

まちづく りビジョ ンフォローアップ共有していただく ために

まちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンにまちづくりビジョンに掲掲掲掲げるげるげるげる事業事業事業事業まちづく りビジョ ンのについての詳細
観光振興対策観光振興対策観光振興対策観光振興対策ふるさとまつりへの補助金。《大志生木こどもアート大志生木社宅跡地の利活用きガイドブック」 で観光アート 」 を企画大分市地域コミ ュニティ ネッ ト開設し地域情報を維持 活性化維持 活性化維持 活性化維持 活性化」 での健康講座

シーサイドウォーキング」においてでのさまざまなイベント で、 地域なまちづく りなまちづく りなまちづく りなまちづく り長寿応援バス事業となり
猟に係る規制するものするものするものするもの】】】】きガイドブック」 にて地域 個人》

自動運転車両の実証運行ターミ ナルビルを建設。有効活用を検討。空き地域 個人》 カヌー

発行： 令和元年

推進するため、目指すまちの将来像地域まちづく りビジされました。会議は、 地域が一緒にまちづく りに掲げる事業でできること」「 私たちができ進捗状況を報告情報共有、 意見交

まちづく りビジョ ンフォローアップ会議の目的まちづく りビジョ ンフォローアップ会議の目的まちづく りビジョ ンフォローアップ会議の目的まちづく りビジョ ンフォローアップ会議の目的

まちづく りビジョ ンフォローアップ会議していただく ために

事業事業事業事業のののの進捗進捗進捗進捗まちづく りビジョ ンの概要について詳細は裏面をご
地域 個人》こどもアート 学校利活用を検討。観光スポット を企画。コミ ュニティ ネッ ト 」を発信している活性化活性化活性化活性化健康講座の開催。地域

において大学生参加地域 企業などの
となり事業継続
規制の緩和。《 地域
にて観光スポット やサイクリングロードを自治会や団体
実証運行を実施し
き家等の利活用カヌー教室を実施

■■

令和元年11 月15 日

市内将来像やまちづく りビジ
地域が目にまちづく り事業につたちができ報告し、意見交

目的目的目的目的

会議の内容についてしていただく ために発行いたします

進捗進捗進捗進捗についてについてについてについてについて説明をご参照く ださい
》 購買会のリニューアル学校」 を開催

スポット を掲載。《 地域
」 で団体の行事している。  
地域サロンへ

大学生参加の拡充。市職員などの積極的な
事業継続。新たに「

地域 個人》
ット やサイクリングロードを団体が企業や学生
し、 その課題

利活用を促進。神崎小中学校実施。

第第第第１１１１回回回回佐賀関佐賀関佐賀関佐賀関■令和元年 8■佐賀関市民開会開会開会開会 １． 委員・事務局自己紹介２． 会長・副会長選任３． 会長・副会長４．議事 （１）会議の公開（２）地域まちづくりビジョンについて（３）地域まちづくりビジョンフォローアップ（４）地域まちづくりビジョンに（５）過疎地域自立促進計画事業（６）今後の予定５．その他閉会閉会閉会閉会 

 佐賀関地域について地域のいたします。

についてについてについてについて（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋説明を行いましたく ださい。
のリニューアル開催。《 地域 個人
地域 個人》 地域
行事や活動を掲載
への職員の派遣
市職員の積極的な参画を促進
「 ふれあい交通
有害鳥獣捕獲班

ット やサイクリングロードを学生の協力を得
課題について調査
神崎小中学校

佐賀関佐賀関佐賀関佐賀関地域地域地域地域ビジョンビジョンビジョンビジョン月 27 日（火市民センター 研修室
事務局自己紹介副会長選任副会長あいさつ
公開について  まちづくりビジョンについてまちづくりビジョンフォローアップまちづくりビジョンに掲過疎地域自立促進計画事業予定について 

地域まちづく りビジョ ンフォローアップの皆様にご報告

抜粋抜粋抜粋抜粋）））） いました。

のリニューアル計画。  個人》 グラウンドの
地域のお祭りなどでの
掲載。《 地域
派遣。《 地域
積極的な参加を促進。  
交通」 の運行

害鳥獣捕獲班の協力で
ット やサイクリングロードを紹介。「 大分市関崎海星館施得て、海岸や

調査 検討中。
神崎小中学校の小中一貫教育校

ビジョンビジョンビジョンビジョンフォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ火）14：00～ 研修室１・２ 
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まちづく りビジョ ンフォローアップ報告するとともに
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りなどでの出店
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たいいる
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受アート図

ましたげ
みそそれとどのるまたに

～お～お～お～お□「□「□「□「
フォローアッ市政全般
□「□「□「□「
地域まちづく りビジ加を呼

委員のみなさまから委員のみなさまから委員のみなさまから委員のみなさまから
（ 委） 購買会新たなまちづく りの
（ 委） 大志生木小学校たい。 あの地いる。 地元企業
（ 事） 大志生木小学校たが、 地活用しておりますどもたちをは

（ 委） 漁協ではまつり 」 も開催ています。 イベント
（ 委） 昨年秋受けた中からアート 作品として図るというものです

（ 委） イノシシのました。 猟友げることができました
（ 委） 佐賀関みを作ろう とそういう人たちにそれと、 本神崎どのような成果る。 このようまた、 本神崎地に考えてもら

（ 事） 高齢化の開催、いと思います
（ 委） 国道九四利用していた

お知らせ～お知らせ～お知らせ～お知らせ～ふれあい市長室ふれあい市長室ふれあい市長室ふれあい市長室日時：日時：日時：日時： 令和令和令和令和場所：場所：場所：場所： 佐賀関市民佐賀関市民佐賀関市民佐賀関市民フォローアップ会議政全般に対する
シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム日時：日時：日時：日時： 令和元年令和元年令和元年令和元年場所： コンパルホール場所： コンパルホール場所： コンパルホール場所： コンパルホールまちづく りビジ呼び掛け、 様々

のみなさまからのみなさまからのみなさまからのみなさまから

■問い合

購買会は老朽化がたなまちづく りの一助
大志生木小学校の地区であれば企業の協力で
大志生木小学校地元の皆さんしております。 現在どもたちをはじめ、 市
では小学生を開催していますイベント の周知
年秋、商工会議所ら「 まちなかとして、 佐賀関ものです。 今年度

てはおりろう
シシの被害がとても友会に相談してることができました。

佐賀関は特に高齢化率と取り組んでいるたちに対して本神崎では小中一貫校成果がでているような取り組み本神崎地区では土地らいたい。
高齢化の進行、また、地域います。
道九四フェリーですがしていただきたいと

市長室」【市長室」【市長室」【市長室」【 佐賀関佐賀関佐賀関佐賀関令和２年１令和２ 年１令和２年１令和２ 年１ 月月月月佐賀関市民センター佐賀関市民センター佐賀関市民センター佐賀関市民センター会議の内容を報する意見、 提言を
シンポジウム」 開催シンポジウム」 開催シンポジウム」 開催シンポジウム」 開催令和元年令和元年令和元年令和元年１ １１ １１ １１ １コンパルホールコンパルホールコンパルホールコンパルホールまちづく りビジョ ンを広く様々な世代が参加

のみなさまから多く ののみなさまから多く ののみなさまから多く ののみなさまから多く の

合わせ： 大分市市民部

が進んでおり、一助となればと思
の跡地利用としてであれば、 近く に野球場で土地を利用さ

大志生木小学校の跡地利用と協議を重ね現在、 多数のアーティ スト が市内外から多
対象に毎年魚しています。 佐賀関に知について、

会議所では APUまちなか流木アート で佐賀関地区の中で今年度も継続して
（ 委）佐賀関て、だんだんは昔からのイベント をおり、いつまでろうかと思います
がとても多い。して罠を設置しても
高齢化率が高く 、でいる。 高齢世帯しての支援をどう小中一貫校が始まりがでているのでしょうみに市も積極的土地の動きが活発
進行における対策包括支援センターと

フェリーですが、現在きたいと思います。

佐賀関佐賀関佐賀関佐賀関地域地域地域地域２ ８２ ８２ ８２ ８ 日（日（日（日（ 火火火火センター２階センター２階センター２階センター２階報告する「 市を幅広く 伺い
開催について開催について開催について開催について月２ ３ 日（月２ ３ 日（月２ ３ 日（月２ ３ 日（コンパルホールコンパルホールコンパルホールコンパルホール ３ 階３ 階３階３階 多目的多目的多目的多目的く 市民と共有参加するシンポジウムを

く の意見がありましたく の意見がありましたく の意見がありましたく の意見がありました

大分市市民部佐賀関支所

、現在リニューアルを思っています
として「 さがのせき野球場、 海水浴場させてもらえば

跡地利用についてはね、 にぎわいをのアーティ スト が多く の人に来場
魚のつかみ取に人が集まるいいアイデア

APU と協働で、アート で活性化を図で展示したりして取り組んでいます
のお祭りや関だんだん参加する世代イベント を残していきたいといつまで続けていけるのだろかといます。 将来をとても
一生懸命作してもらったところ
、 本神崎地区高齢世帯や、 一般世帯をどう考えているまり、 さらにのでしょうか。 地区では積極的な参画をお活発化している

対策の一つとしてセンターと連携
現在新ターミ ナルビルを

地域】 開催について地域】 開催について地域】 開催について地域】 開催について火火火火）））） １ ８１ ８１ ８１ ８ 時時時時階階階階 研修室研修室研修室研修室
い、 事業実施
（ 土） １ ３（ 土） １ ３（ 土） １ ３（ 土） １ ３多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール有し、まちづく りのするシンポジウムを

がありましたがありましたがありましたがありました

佐賀関支所 Ｔ ＥＬ ：

リニューアルを計画ています。
さがのせき少年自水浴場があり、らえば、 できるのではないでし

については、 閉校当時わいを目的としたのアーティ スト が入所しており来場してもらい
取り大会を行まるイベント でデアをいただきなが
学生達から図る」 が採用したり、 芸術的なんでいます。
関の鯛つりおどり世代があがってしていきたいといけるのだろかとをとても心配
作った作物がたところ、 かなりの
区では自分たちで般世帯でも行ているのでしょうに小規模特認ではカヌーををお願いしたいしている。 駅周辺

つとして、佐賀関病院連携して、各地域
ターミ ナルビルを建設

についてについてについてについて時時時時３ ０ 分３ ０ 分３ ０ 分３ ０ 分からからからから研修室１ ・ ２研修室１ ・ ２研修室１ ・ ２研修室１ ・ ２を兼ねた「 ふれあい事業実施に向けた相互理解
時３ ０ 分から時３ ０ 分から時３ ０ 分から時３ ０ 分からホールホールホールホールまちづく りの機運のするシンポジウムを開催します。

がありましたがありましたがありましたがありました■■■■

Ｔ ＥＬ ： ５ ７ ５

計画しています
少年自然の家」 の設置ダムの方へのできるのではないでしょうか

地元から「 少年自然としたアート レジしており、 アート イベント をしてもらい、 好評をいただいております
っています。佐賀関のにぎわいができればいいなとをいただきながら続けて

から佐賀関のまちづく りについて用されました。な場として提案
つりおどり大会などをがあがってきているとしていきたいと考えながいけるのだろかと心配しています心配しています

収穫の前に荒かなりの数のイノシシが
たちで支援ができないか行き詰っているのでしょうか。  小規模特認校の指定も受購入して子ども。駅周辺の市有地を早
病院と連携して各地域の実情に応
建設しており、

からからからから
相互理解を深め
からからからから
の醸成を図るため。

■■■■

５７５ - １ １ １１

しています。
設置をお願いしへの道路も整っできるのではないでしょうか。
少年自然の家ジオン推進事業アート イベント ををいただいております
。 また３月にはぎわいができればいいなとけて行きたいと

のまちづく りについて。 佐賀関地域提案することで
どをずっと小感じます。佐賀関ながらも、子供たちはしています。何かしています。
荒らされて悔のイノシシが捕獲
ができないか、ている人がたく さ
受けた。 始まども達とカヌー
早い段階で有効活用
して健康づく り応じた支援を
完成しました

市長室」 を開催しめ、 市民と行

るため、子育て

１ １ １ １■ 

いしって
家」 との要望事業として校舎アート イベント を開催した際をいただいております。  
には「 関あじ関のにぎわいができればいいなときたいと思います。

のまちづく りについて複数の佐賀関地域に漂着することで、 地域の活性化
小さい時から佐賀関の住民たちは少なく なってか手だてがないのだ
悔しい思いをしてい捕獲でき、 成果
、 地域でできるがたく さんいると思
まって１年経カヌー教室を行
有効活用できるよう

づく りの推進やミ ニ継続して行っていきた
しましたら地域の方々

（ 委）： 委員（ 事）： 事務局

行政の一体感を

て世代などの

もありまし校舎の一部を際には、 子
関さばわいができればいいなと考え。
の提案をする流木を活性化を
ら見てい住民としてなく なっててがないのだ

いをしてい成果を上
でできる仕組思うが、
経ったが行ってい
できるよう
ミ ニサロンっていきた
方々に

委員の発言事務局の発

住民からビジョを醸成

などの若い世代




