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第5回～第6回 意見交換会 発表の概要
テーマ１：まちのコンセプト（目指すまちの姿 など）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑤-1：薬真寺氏 ストーリー性を持った街並みの整備

⑥-11：村井氏 アーケード内にも緑を増やして憩える空間を

⑥-2：橋田氏
⑤-2：内田氏

まちなかまで混雑せずに来られる道路、モータリ
ゼーション重視

⑤-9：佐藤氏 公共交通重視のまちづくり 公共交通の利用促進、通過交通の排除

⑥ 16：竹内氏
まちなかの移動は自転車、ミニカー

中
心
市
街
地
全
体

車以外での
来街者に優しい
まちのあり方

歩道空間・
景観の充実

まち全体の
交通施策の
あり方

交通ネットワーク
やシステム整備

・周辺道路の再整備や各種システムの導入

・様々な整備手法による賑わい創出

⑥-16：竹内氏
（人が中心となる基盤整備）

⑥-3：尾野氏 オリジナルストーリーによる全体プロデュース

⑥-18：伊藤氏 まち全体を組織として運営する

北
口

駅
前
広
場

広場の歩行者
空間のあり方

広場空間の
整備方法

⑥-1：中本氏 「庭」：イングリッシュガーデン ・コンセプトに基づく整備

⑥-1：中本氏 「庭」：イングリッシュガーデン（空き地） 市民管理

⑥-6：木村氏 室内、屋外農場の整備

・農園による世代間交流、地域コミュニ
ティ、「絆」の復興
・食育、農業従事者の創出
・農体験、販売による観光、イベント
・農による雇用創出（一次～三次）

⑥-16：竹内氏 南蛮をテーマにした店舗展開

南蛮文化を持つアジア各国や欧州をつなぐ店舗

そ
の
他

既
存
施
設
等

体 あり方

まちの運営方法 ・新たな取り組みによる賑わい創出

既存店舗のソフト的活用

民有空間の付加価値向上

空き地・空き床・未利用地の活用方法

・様々な交流を生むための既存ストックの活
用

⑥-16：竹内氏
南蛮文化を持つアジア各国や欧州をつなぐ店舗
活用

テーマ２：まちの彩り （イベントなどの多様な賑わい、アート、彫刻 など）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑥-1：中本氏 舗装（ペイント）

⑥-3：尾野氏 至る所にレトロなオブジェ（発見する楽しみ）

⑥-3：尾野氏 美術館のワークショップ作品のまちなか展示

⑥-15：相良氏 歩道舗装色彩の統一により人をまちなかに誘導

⑥-17：松本氏 シャッターアート

⑥-21：久保氏 まちなか全ての建物を白一色に統一

⑥-21：久保氏 建物の壁の空いた部分に壁画を描く

⑥-21：久保氏 うみたまご、サルの彫刻などで周辺観光地を紹介

車以外での
来街者に優しい
まちのあり方

歩道空間・
景観の充実

・様々な整備手法による賑わい創出

既存店舗のソフト的活用

中

⑥-8：薬真寺氏
中心市街地全体で２週間毎の共通テーマのイベ
ント開催

・新たな取り組みによる賑わい創出

⑥-12：小林氏
イベントコミュニティ連携組織「マッチクリエイト」
（事務局：まちなか倶楽部）の設置によるまちなか
イベントの展開

⑥-12：小林氏 クリエーターズドームCREDOとの連携、イベント

⑥-12：小林氏 大分大、芸短大、学生グループとのアートイベント

⑥-12：小林氏 商店街ストリート　トリックアート展の開催

⑥-17：松本氏
着物イベント（着物de街コン、着物deジャック、着
物体験）

⑥-17：松本氏 AOJ1000（着物でお出迎え）

⑥-20：内田氏 回遊ソフトイベント等の充実と運営組織化

⑥-1：中本氏 大道芸のメッカ

⑥-21：久保氏 B級グルメの展開

イベントによるまちづくり

新しい日常コンテンツの創出

中
心
市
街
地
全
体
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第5回～第6回 意見交換会 発表の概要
テーマ２：まちの彩り （イベントなどの多様な賑わい、アート、彫刻 など）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑥-15：相良氏 府内戦紙の開催・強化

⑥-15：相良氏 南蛮ライティングの開催・強化

⑥-19：光浦氏
トランジットモールマーケット（朝市・クリエーター
ズ）

⑥-19：光浦氏 夜の屋台街

⑥-19：光浦氏 ストリートカルチャーの展開（一芸発表舞台）

⑥-13：井戸川氏
・軽トラ市の実施
・軽トラ出店料に対し商品券を渡すことで商店街も

具体的取り組みの提案
中
央
通
り

・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創出

⑥ 13：井戸川氏 軽トラ出店料に対し商品券を渡すことで商店街も
活性化）

⑥-15：相良氏 歩道上にオープンカフェを展開

⑥-3：尾野氏（A） ランドマーク（大樹型のオブジェ）

⑥-3：尾野氏（A） 大時計（レトロな・機械仕掛け・鐘の音）

⑥-5：三宅氏（B）
彫刻による南蛮文化の表現
（ザビエル像と宗麟像を世界地図でつなぐ）
（西洋劇発祥、西洋音楽発祥）

「むしかガーデン」（→駅ビル側の広場名）

⑥-7：猪原氏（B） 宗麟像をロータリー中央部に配置

⑥-7：猪原氏（B） ロータリー入口部に「青年像」と「健康美」を配置

整備のあり方 樹木の提案 ⑥-7：猪原氏 ３つの広場に友好都市を表す花木
３つの広場の友好都市で命名
（アベイロ広場、武漢広場、オースチン広

・樹木による賑わいづくり

⑥-7：猪原氏
鶴崎踊りの会場、友好都市の踊りなどによるイベ
ント ・イベントによる賑わい創出

⑥ 竹 パ 「 学 ド を
まちなかの店舗にサテライトとなる科学体

北
口

駅
前
広
場

広場の歩行者
空間のあり方

広場の
テーマ設定

イベント

A：現代アートによるテーマづくり
B：南蛮文化を中心としたテーマづくり

ンパルホ ルの活用提案

シ
ン
ボ
ル

ロ
ー

ド

⑥-16：竹内氏 コンパルホールに「科学ワールド」を設置 験館を展開
（地震、宇宙、動物、植物、ものつくり）

⑥-3：尾野氏 シンボル的な作品の屋外設置

⑥-17：松本氏 堀めぐり遊覧船

⑥-17：松本氏 熊本「水あかり」のイメージ

⑥-12：小林氏 アートカフェ事業（カフェ内で作品展、マップ作成）

⑤-7：北川氏 若草公園やアクアパークの活用

テーマ３： まちの活性化 （商業機能の充実、都心居住の促進 など）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑥-12：小林氏
マネジメント組織、商店街事業戦略室の設置（県
立美術館との連携）

⑥-8：薬真寺氏 府内町全体を税制優遇特区として開発促進

そ
の
他
既
存
施
設
等

府内城の活用提案

既存店舗のソフト的活用
その他施設等

コンパルホールの活用提案

県立美術館の活用提案
・様々な交流を生むための既存ストックの活
用

まちの運営方法

新たな 組 る わ 創

中
心
市

⑥-12：小林氏 まちづくり協賛型自動販売機の設置

⑥-15：相良氏 商店街アプリの開発

中
央
通
り

⑥-11：村井氏 おしゃれな店を中央通りに面して
・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創出

⑥-9：阿南氏 未利用地に賃貸住宅を整備 都心居住に市が資金的サポート

⑥-12：小林氏
⑤-3：小林氏

余った床を住居系へと転換する リノベーション研究会の創設

⑥-14：中西氏 パルコ跡地の活用（世代間交流施設）
パルコ跡地に大学キャンパス、中高生向
け塾、リハビリ等病院施設、フリースペー
スを設置

⑥-16：竹内氏
パルコビルの再活用（ファンド型事業：ホテル・エス
テ・ジム・カルチャースクール・歴史博物館・自然

そ
の
他
既
存
施

基盤整備を補完する
取り組み・制度の充実

具体的取り組みの提案

空き地・空き床・未利用地の
活用方法

パルコ跡地の活用提案

・新たな取り組みによる賑わい創出

・様々な交流を生むための既存ストックの活
用

街
地
全
体

⑥-16：竹内氏 テ・ジム・カルチャースクール・歴史博物館・自然
食レストランなど）

⑥-17：松本氏 マチナカカレッジ

⑥-20：内田氏 商業コンテンツの充実

設
等

既存店舗のソフト的活用
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第5回～第6回 意見交換会 発表の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑥-1：中本氏（B）
⑤-1：薬真寺氏

交通体系の見直し：一方通行・駐車場集約

⑥-8：薬真寺氏（A）
⑤-1：薬真寺氏（A）

一方通行の見直し（相互通行化）

⑥-19：光浦氏（B）
不便な一方通行体系の解消（歩車共存、裏の南
北軸）

⑥-20：内田氏（B） 一方通行の見直し

⑥-2：橋田氏 出入りがしやすい駐車場

A：車両利便性確保ための相互交通化
B：歩行者の安心・安全を図るための一方通
行の再構築

車による
来街者に優しい
まちのあり方

周辺道路の
一方通行の再編

⑥-3：尾野氏 駐車場の再配置

⑥-19：光浦氏
⑤-5：丸田氏

集約駐車場の整備（地下活用含む） 無料か低料金

⑥-20：内田氏 国道沿いなど外周部への駐車場の集約

⑥-20：内田氏 満空表示や駐車場誘導設備の設置

⑥-７：猪原氏 遊歩公園、竹町入口を一部駐輪場に 駐輪場整備員を常駐させて綺麗にする

⑥-11：村井氏 店舗のそばに駐輪場を設置

⑥-12：小林氏 店舗前駐輪の取り締まりの緩和

⑥-19：光浦氏
⑤-4：児玉氏

駐輪場の分散設置

⑥-1：中本氏
⑥-11：村井氏

広々とした歩道、歩行者空間

・店舗前駐輪の是非
・駐輪場配置の再構築

・駐車場の集約、再配置による再編

駐輪場の再編

まちのあり方

周辺駐車場
の再編

車以外での ⑥-8：薬真寺氏 サイン、点字ブロックによるバリアフリー

⑥-8：薬真寺氏
⑥-11：村井氏

歩道等の段差、溝をなくしバリアフリーに

⑥-10：式田氏
⑥-11：村井氏

通行禁止の道路に傘付きテーブルやベンチを設
置

⑥-11：村井氏 危険のない植樹（枝など）

⑥-15：相良氏 南北軸全体でランニングコースの設置

⑥-20：内田氏 幹線とまちの結節点の整備

⑥-20：内田氏 電線類地中化

⑥-3：尾野氏
中心市街地周辺のバイパス機能の整備（循環型
のまち整備）

⑥-10：式田氏
⑤-7：北川氏

県庁前古国府線の再整備（6車線化、遊歩公園の
移動縮小含む）

中央通りの通過交通を210（197）号と県庁
前古国府線に振り分ける

⑥ 中本氏 ミ バ ミ 馬車 中型 カ

・様々な整備手法による賑わい創出

・周辺道路の再整備

歩道空間・
景観の充実

周辺を含む
交通ネットワーク
基盤整備

中
心
市
街
地
全
体

車以外での
来街者に優しい
まちのあり方

まち全体の ⑥-1：中本氏 コミュニティバス・コミュニティ馬車・中型エコカー

⑤-9：佐藤氏 ベロタクシー

⑥-3：尾野氏 パークアンドライド、駐車場の無料化

⑥-3：尾野氏
⑤-6：吉田氏

ワンコインバスの導入

⑥-3：尾野氏 レンタサイクルの導入

⑥-8：薬真寺氏
⑤-1：薬真寺氏

バスの逆進性料金制度の導入

⑥-8：薬真寺氏
⑤-1：薬真寺氏

バス便数の増加

⑥-11：村井氏 レンタルベビーカー

⑥-12：小林氏
大分パーキングネットの活用（ICカード決済、満空
表示装置、利用料金の低減）

⑥-12：小林氏 アーケード商店街へのデジタルサイネージの導入

基盤整備を補完する
取り組み・制度の充実

・新たな取り組みによる賑わい創出

・各種システムの導入
交通システム
の導入

まち全体の
交通施策の
あり方

⑥-12：小林氏 アーケード商店街へのデジタルサイネージの導入
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第5回～第6回 意見交換会 発表の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑥-2：橋田氏（A） 防災・避難を考えた車線拡幅 社会実験の実施（車線を減らすならば）

⑥-3：尾野氏（C）
公共交通優先・最終的にトランジットモール化（３
車線：うち１車線LRT）

⑥-7：猪原氏（A） 片側３車線（両側６車線）必要

⑥-8：薬真寺氏（A） ６車線以上の車線必要

⑥-10：式田氏（B） ４車線化 一般車両の流入制限、迂回サインの設置

⑥-12：小林氏（E) 段差を作らない車線数可変型道路の整備

⑥ 18 伊藤氏（ ）
車線数に可変性のある道路による段階的なトラン

車線数の考え方

A：６車線（現状維持もしくはそれ以上）
B：４車線化
C：３車線化
D：２車線化（トランジットモール）
E:車線数可変型道路

⑥-18：伊藤氏（E）
車線数に可変性のある道路による段階的なトラン
ジットモール化

⑥-19：光浦氏（D) トランジットモール（２車線） 社会実験の実施

⑥-9：阿南氏 スクランブル交差点の設置

⑥-10：式田氏
⑥-19：光浦氏
⑥-20：内田氏
⑤-2：内田氏

横断歩道の増設、行き来する道に

⑥-18：伊藤氏
バスレーンを中央の２車線部に設置し、トキハ前
にバスターミナルを整備

⑥-19：光浦氏 タクシー待機スペースの確保 運営ルールの統一

⑥-20：内田氏 バス路線・便数の拡充

⑥-20：内田氏 バス停の中央部分への集約（回遊起点となる）

⑥-11：村井氏 広々とした歩道

⑥-11：村井氏 段差のない歩道

公共交通
との関係

・バス、タクシーの拡充
・歩行動線、回遊性とリンクしたバス、タク
シーの配置計画

歩道空間の構造
・段差のないフラットな歩行空間の形成

横断歩道の設置
・横断歩道の増設
・バリアフリー

道路（車道）
空間のあり方

⑥-15：相良氏 フラットな道路空間（歩行者天国への対応）

⑥-18：伊藤氏
歩車道に段差のないフラットな道路構成・同一の
舗装材

⑥-4：安東氏 デッキの整備（屋根付き）

⑥-7：猪原氏 歩道部に駐輪場を設置

⑥-8：薬真寺氏
⑤-2：内田氏

雨よけシェルターの設置

⑥-11：村井氏 危険のない植樹（枝など）

⑥-11：村井氏 傘付きのテーブル、ベンチの設置

⑥-12：小林氏
⑤-3：小林氏
⑤-8：森氏

憩える場をつくる、パブリックスペース

⑥-11：村井氏 店舗のそばに駐輪場を設置

⑤-10：伊藤氏 自転車の走行空間を設置する

⑥ 15 相良氏 移設可能なファニチャ （歩行者天国への対応）

歩道空間の構造

各種施設の
設置

・安心、安全な広幅員の歩行空間の形成

・確保できる歩道空間に応じた整備による賑
わいの創出

中
央
通
り

歩道空間の
あり方

⑥-15：相良氏 移設可能なファニチャー（歩行者天国への対応）

⑥-15：相良氏 足湯の展開

⑥-18：伊藤氏 可変植栽・可変店舗・可変電気設備・可変駐輪場

⑥-20：内田氏 連続シェルターの設置

⑤-2：内田氏 赤レンガ館前地下道の廃止

⑥-19：光浦氏

トランジットモールインフォメーションセンター
へのリノベーション（街の全てが分かる：パパママ
応援センター、休憩所、駐輪場、ベビーカー貸出、
託児所、子供遊び場など）

・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創出

⑥-18：伊藤氏
可変する車線の数は、地域で一定期間ごとに決
定する仕組み

・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創出

⑥-8：薬真寺氏
⑥-20：内田氏
⑤-5：丸田氏

社会実験に基づく歩車分離、車線数の決定、整備 試験的なイベント開催 ・社会実験の実施

具体的取り組みの提案

事業実施に向けての進め方
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第5回～第6回 意見交換会 発表の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 提案者 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

⑥-3：尾野氏（A） １０号横断の平面化

⑥-8：薬真寺氏（B）
１０号に大型歩道橋の設置
（屋根付き、エレベーター・エスカレーター付き）

⑥-20：内田氏（A） １０号を平面交差化

⑥-1：中本氏 歩行者空間

⑥-2：橋田氏 動く歩道

国道１０号の
横断方法

A：平面交差化
B：大型歩道橋の設置

北
口 広場の

⑥-2：橋田氏
ロータリー（バス停、乗降バースなど）と駅ビルの
距離を近く

⑥-2：橋田氏（A）
⑤-2：内田氏（A）

雨に濡れないシェルター

⑥-4：安東氏（B） 駅ビル２階レベルの歩行者広場（デッキ）

⑥-9：阿南氏（A） 駅ビルにつながる回廊（シェルター）の設置

⑥-2：橋田氏 点字ブロックの設置 障がい者へのヒアリング

広場の
テーマ設定

⑥-9：阿南氏 イベントが行えるステージの設置
A：現代アートによるテーマづくり
B：南蛮文化を中心としたテーマづくり

⑥-7：猪原氏
四季を感じるハナミズキ（赤系・東側道路）、
サルスベリ（西側道路）を植える

⑥-7：猪原氏
香りを楽しむジンチョウゲ、ミカン、キンモクセイ、
カンツバキを植える

・樹木による賑わいづくり

広場空間の
整備方法

A：シェルターの設置
B：駅ビル２階レベルの歩行者デッキの設置

口
駅
前
広
場

シ
ン
ボ
ル

ロ
ー

ド

広場の
歩行者空間の
あり方

整備のあり方 樹木の提案

⑥-21：久保氏 ビルの屋上に太陽光パネル、屋上庭園・薬園を

⑥-10：式田氏
コンパルホールを温泉、温浴施設に振り分ける
（温泉の）水を遊歩公園に流す

⑥-3：尾野氏 JR線路跡地の自転車道化

⑥-8：薬真寺氏 観光客案内所の設置

⑥-17：松本氏 府内城（天守）の復元

⑤-1：薬真寺氏 駐車場を含めた城址公園の再整備

・様々な交流を生むための既存ストックの活
用

民有空間の付加価値向上

コンパルホールの活用提案

JR線路跡地の活用提案

府内城の活用提案

そ
の
他
既
存
施
設
等
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第５回 意見交換会 発表概要 

発言 

順番 
発言者 意見概要 

１ 薬真寺 章三 ・ 駅を中心とした投資のバランスと北側の投資のバランスに対して意見を述べて

きた。 

・ 駅ビル単体、中心市街地単体ではやっていけない。 

・ 27 年の春までを 1 クールとして中期計画で 3 年、その後の 2 年を踏まえ、5

年の長期計画で考えていきたい。直近の 3 年は最小の投資で社会実験を繰り返

しながら 2 サイクルぐらいで実行段階を決定していく。中心部の大動脈に当た

る部分に関しては、駅が出来て動向を見ながら考えることがベスト。そういっ

た中で活性化の案として 3 案考えている。 

・ １つ目は、私たちの街は「エブリデイ・エンターテイメント」。単発のイベント

ではなくて、１年間貫くようなストーリーが必要ではないか。ある団体を中心

に責任の所在を明確にしながらテーマ設定を行っていく。まちなか倶楽部の延

長線上で組織の人員を増やし、より強固なものにしながら運用していく。 

・ ２点目は、大分の特徴を活かした中心市街地の誘客。荷揚城を中心にした誘客

で、荷揚城を起点に大分県立美術館～大分駅～大友館まで半径 500ｍで繋げら

れるので、ボランティアを中心にお客様のご案内が出来る。都心南北軸のおか

げで今回初めて中央町と府内町が連携を組むことができ、これを皮切りに人材

づくりも徐々に進んできた。これがまちづくりの原点。観光と歴史のストーリ

ーを作っていきたい。出来れば早目に大型の誘客の起点となる城址公園を、駐

車場を含めきちっとした形で整備して欲しい。 

・ ３点目は、中心市街地の固定資産税の見直し。特区扱いとまでは行かないまで

も、それぐらいの気迫で中心市街地の活性化に取り組んでいただきたい。 

・ また、公共交通機関の逆進性料金の導入。中心部に行った段階でバス料金が６

０％オフになるようなバス停を決めていただき、これを社会実験し、検証して

いく。パーキングネットの補助の見直しにより原資は算出できるのではないか。

・ 特に大事なポイントは中心市街地の道路のあり方。全ての道路が歩道に変わっ

ている。これをもう一回見直す時期に来ているのではないか。高度化以来、中

心市街地は全て景観を中心にしたまちづくりを行なってきたが、これは今の日

本の高齢化に本当に向いているのか。もう一回社会実験を繰り返してやっても

らったらいい。一方通行も含め、導入計画や動線計画全ての見直しを行なって

いきたい。 

・ 全てのことについてこれから見直しをやっていかなければならないということ

であり、市や商工会議所の部署は（人員の）異動のないようにしてもらいたい。

 

２ 内田 泰史 ・ 今後アミュが出てきたときには脅威を感じている。その駅ビルから中央通りに

如何に呼び込むのかということについては、当然駅から歩きやすい環境を造っ

ていく事は必要。車社会の大分では、今以上に車で街に来やすいということを

刷り込んでいく事が必要ある。こういった前提条件から次の２点を考えている。

 

発言

順番
発言者 意見概要 

２ 内田 泰史 ・ １つ目は中央通りだけでなく、中央町・府内町などの中心市街地エリアを一体

として整備対象として考えていくこと。２点目は大分駅ビルがオープンしてか

ら最終案を決定する、という視点も考慮することが必要。この２点について見

解を述べたい。 

・ まず１点目であるが、そのうちの１つ目として、回遊しやすく歩きやすい、フ

ラットでオープンな府内町、中央通りに環境整備を行っていく。中央通りに関

しては、現状の中で改良できるところをまずやるべき。その中で、大分駅ビル

から中央通りにかけて雨に濡れないという事が回遊をもたらすと考えており、

回遊できるシェードを設置することを提案する。２つ目としては、中央町商店

街・竹町商店街と府内町との連携を大いに深める意味で、中央通りを横断しや

すくするために横断歩道を増やしていくことも大きな要素になる。３つ目とし

ては、現状の歩道は本当に狭いのか？歩きやすいのか？ということ。視覚的に

広く見えるようにつくればいいのではないか。歩道上にある構築物をなくした

りすればよい。中央通りはあっさりと都会的な歩道にし、木をばっさり切って

しまうといった大胆な発想で歩道の確保を推進していく。駅裏の方には緑が沢

山、北口を出ると都会的な街といった対照的なイメージも描けるのではないか。

また、大分銀行から赤レンガにかけての地下道も排除することにより十分な歩

道スペースの確保が出来る。 

・ 大きな２点目だが、車の流れをスムーズにするため、一方通行の見直しや双方

向の通行が可能な状態をつくること。一番重要なのは人なので、歩きやすいよ

うな環境を整備するということで、電柱の地下埋設やかまぼこ型道路をフラッ

トにして歩きやすい道路としつつ、車道の確保が必要。 

・ 中心市街地の活性化は、人が来やすく帰りやすいまちづくりということが一番

の根本的な要因。 

 

３ 小林 裕二 ・ 駅ビルが３年後に出来るが、豊後にわさき市場が出来て、売り上げは別として

実質的に人通りは１～２割程度増加している。街へ来る動機付けが一つ出来た。

・ 雨に濡れないで歩いて行けるアーケードの先に、県立美術館が建設される。そ

の中で、我々商店街も含めて市民の皆さんがここを活動の場にして欲しい。 

・ 中央通りや駅前広場は出来れば休憩及び憩いの場という形で進めて欲しい。 

・ 商店街で空き店舗対策など色々な活動をする中で思っているが、「住」への転換。

商店街としても住民と一緒になって活動できる環境が出来ればと思う。今商店

街はどうしても商業の場になっており、この街をどうしたいんだ、といった思

いを持っている人達に多く住んでもらうことが非常に大切ではないか。 

・ 市民活動をどう展開するかについては、今後まちなか倶楽部などと一緒に協議

しながらやっていければいいかと考える。 
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発言 

順番 
発言者 意見概要 

４ 児玉 憲明 ・ 街になぜ魅力が無くなってしまったのか、ということが一番大事なポイント。

まちなかに魅力的な店が無いかといえば必ずしもそういうことではない。どう

して街に来ないのかというと、「とにかく行きにくい」「車で入ったら出れない」

「近くまで寄りにくい」「行く意欲がなくなる」といった意見が８割以上となっ

ている。そういったまちの今の弱点を、今度出来る大分駅ビルと絡めて、どの

様に、発展的にストレスを解消するのかという事がとても大事になってくる。

・ 行きやすくなる街というものを一番に考えていかなければならない。 

・ 自転車については、とにかく駐輪場が無い。府内町では小規模の駐輪場を通り

ごとに配置する方針で進めているが、極力前向きに、スピードを上げて取り組

んでいただきたい。中央通りは今の歩道でも十分に広いと思うが、例えばそこ

に有料駐輪場という考え方もあって良いのではないか。 

・ 大分駅ビルに 1,800 台～1,900 台の駐車場が出来るようになる。しかし、平

日はともかく、土日は圧倒的に駐車場が足りない状況になり、これまで郊外に

流れていたお客がある程度街に帰ってくるということは間違いないことであ

り、そのチャンスをどう生かすのか、ＪＲの駐車場からあふれる車をみすみす

見逃していいのかということも考えていかなければならない。 

・ 街にまず来てもらって、それから駅に流れるといった逆方向の視点も必要では

ないか。そのためにはどういうフレームが街に必要なのかという事。府内町の

場合は街の中にも入りにくいということで、一方通行の見直しとか痛みは伴う

が、これは避けては通れない。遊歩公園の通りについて、今までの歴史を尊重

しながら車線数が増やせるのか、といった発展的な遊歩公園通りの見直しなど、

この 100 年に一回の大激変期において、行政の方と私たちが痛みを分かち合

いながら進めて行かざるを得ない。 

・ モータリゼーション社会は、これだけ電気自動車が現実のものとなってきた以

上、まだまだこれからも何十年か延命することになったと思う。避けては通れ

ないものとしてこれを前提として考えていくべきではないかと思う。 

・ 府内町としても、色んなイベントや取り組みについてこれから断続的に畳み掛

けていく必要がある。 
 

５ 丸田 珠璃 ・ 私が幼少の頃はまちに出るといったら本当にワクワクしていたし、活気が溢れ、

賑わっていることで本当にテンションが上がっていた。今はどうか。中心市街

地にも関わらずシャッターが閉まっていることが多く、とにかく人通りが少な

い。なぜこうなったのか。中心市街地に魅力を感じなくなり、我々の心の中で

まちを愛する気持ちが薄れていっているのではと感じる。 

・ 中央通りは大分のメインストリートであり、本当に歴史のある通りだと思って

いる。府内戦紙の会場として賑わっているし、冬には大分ファンタジーのメイ

ン会場として華やかな通りとなっている。その中央通りの車線を減少し、人優

先空間として歩道を広くして市民活動をする。また、常にイベントが出来る賑

わいの空間をイメージしているようだが、それはどうなのか。 

発言

順番
発言者 意見概要 

５ 丸田 珠璃 ・ まず、現在の状態で試験的にイベントを行い、その結果を市民にお知らせし、

理解を得る必要性があるのでは。 

・ 遊歩公園通り側の駐車場も考えていただき、整備してから中央通りの車線減少

の問題をみんなで考えていけばと思う。 

・ 公共交通については利用面や料金面から見てまだ充実していない。やはり車の

方がまだ便利がいい。まず公共交通の整備をしてからだと思う。 

・ バイパス道路が未整備の中で 6 車線から 4 車線にし、十分に広い歩道を更に広

げ街路樹を増やすことを推進する場合、街自体が衰退していくのではないかと

思う。歴史ある商店街をなくす気かと本当に言いたい。 

・ 中央通りはそのままでも、周辺の若草公園やアクアパークなどの公園が使える

のではないかと思う。実際イベントが出来る所は他にもある。365 日とはいか

ないまでも週末・日曜祝日に中心部で何かイベントをやっていれば、中心街に

出てくる楽しみが出てくる。そういう街になればと思う。 

・ 中央通りの車線減少の前に、周辺道路の整備、バラバラになっている駐車場を

一定の地域に集約させること、充実した公共交通の整備、駅ビルを中心に南北

公共交通が通れるようにする、歩行者も駅ビルから北方面に行きやすい道の整

備が先。 

・ パルコ跡地は本当に寂しい状況であり、市がリーダーシップを発揮して責任者

を明確にし、どうすべきか行動を起こしてもらいたい。 

・ 大分っぽさを無くさないために、古き良きものは残しつつ、新しいものを取り

入れていけばと思う。 

６ 吉田 靖 ・ 庄の原佐野線渡河によって、南側から人が入ってくるようになる。北側の商店

街の方にどう賑わいを創っていくのか、といったことが要点。加えて、大分駅

は九州の中で博多、小倉、鹿児島中央に次いで 4 番目の 16,000 人を超える乗

客数がある。そういったＪＲを使うお客に加えて、車で来られる方への対応が

肝要。 

・ まちづくりのコンセプトとしては、高齢化に伴うものと、お金を稼いで使って

くれるが減少傾向の生産年齢層に対する対応を考えるべき。 

・ パルコのビルをいくつかに分割することが出来るのであれば、大学や専門学校

などの学生がここに通うような仕組みがあっても良いのではないか。そうすれ

ば必然的に人が集まって商店街で買い物をする。 

・ 集まってきた人を今度はどう獲得していくのかといったところは、商店街の

方々がいい意味でしのぎを削っていただき、より良いサービスを提供していた

だければと思う。 

更に大分市のマスタープランでは、この中心部から海側の湾岸拠点まで繋がってい

る。駅からワンコインバス等で西側ウォーターフロントまで結ぶ。更にその先には大

分市の観光資源である高崎山があり、うみたまごがあり、その手前には田ノ浦ビーチも

ある。そういった意味で、中心市街地から湾岸のウォーターフロントの方まで続くような

都市計画整備というものも進めてほしい。 
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発言 

順番 
発言者 意見概要 

７ 北川 英志 ・ 大分市に中心市街地は必要であり、大分駅ビルの整備を基本的には歓迎する。

・ 中心市街地への重点公共投資が市民から認められているのは、社会的好機であ

るからである。 

・ 都心部の在り方を決めるステークホルダーは都心部の住民・商業者だけではな

く、そこで買物や食事をする人、働く人でもある。 

・ 駅ビルの整備は都心部が集客力や競争力を回復するチャンスである。駅ビルか

らの回遊性の向上策として、中央通りの公共交通・歩行者優先の考えと車優先

の考えがあるが、議論の目的は“どうすればまちなかに賑わいが戻るか”であ

り、“中央通りをどうするか”はその手段に過ぎないと考える。 

・ 無為無策のまま駅ビルの開業の３年後を迎えることは、国道１０号以北の中心

市街地には致命的である、という危機感を共有しなければならない。一方で、

時間が限られているからといって現時点でこれしかできないという消去法の発

想で取り組むのではなく、何がベストプランかを常に考え、その実現のため、

今ここで成すべきことを実行していくが大切である。おそらく中長期な視野を

持たない対策は残念ながら即座に陳腐化する。 

・ ハード、ソフト片方に偏ることない議論が必要不可欠である。如何にしてまち

なかに賑わいを生み出すかというソフトと、その舞台づくりの為に求められる

交通体系のハードの両面からの議論が必要である。 

・ その解決策として、ソフトについては「アートによるまちづくり」、ハードにつ

いては「交通まちづくり」を提言している。 

・ 駅ビルの集客力を全体に波及させる為には、中心市街地自体に人々が駅から足

を運ばせたいと思うような新たな魅力が不可欠である。郊外や駅ビルと差別化

できる独自の魅力が駅北の中心街に求められる。創造都市というアートや文化

の力による都市再生策に着目した。 

・ 新しい県立美術館を大分のまちなかに整備することを決め、これによって都心

部の動線が大分駅、商店街、美術館と繋がる。駅と中心市街地の大型店という

２核に加え美術館が集客、交流の第３の核になり、まちなかに賑わいが生み出

すことが期待される。 

・ 新美術館を単独で完結した施設とするのではなく、まちなかに開いた美術館と

することが重要であり、周辺商店街や地域住民と連携し交流イベントや芸術祭

などを積極的に行うべき。また、その為には大勢の市民を巻き込み、様々なプ

ログラムをまちなかで継続的に繰り広げる必要がある。まちなかがコミュニテ

ィ活動の場となり、彼らのファンとなった人々もその場に集うことになれば、

彼らは中心市街地で飲食や買物等を行うといった派生的な需要が生じる。 

・ ソフトの仕掛けとともに、県都大分の新たな顔となるシンボルが必要と考える。

市は南蛮文化の記念碑を駅前広場に移設する方針を表明しているが、それだけ

ではインパクトに欠ける。大分の顔となる大きな作品を駅前広場に加え商店街、

美術館などに配置することによって、駅前から美術館に向かう一つのストーリ

ーを創ることを提言する。 

発言

順番
発言者 意見概要 

７ 北川 英志 ・ 次代を担う子供達がアートの魅力に気づくきっかけになると同時に、大分を訪

れるお客さまがまちなかを歩いてみたいと思わせる仕掛けになると思う。 

・ 中央通りの在り方については、遊歩公園のバイパス機能を如何に充実させるか

など、周辺交通も含めた検討が不可欠である。また、中央通りの車線減の目的

として、歩行者優先のみが強調されがちだが、公共交通重視も等しく目的とし

て重要である。さらに中心市街地の歩行者優先と経済活性化は二者択一のよう

に語られがちであるが、二つは両立し得ると考えられる。 

・ 自家用車がほぼ 100％の郊外型ショッピングセンターと比べ、公共交通や歩行

者をお客さまとして取り込めるのが都心部の大きな強みである。郊外で先行す

る高齢化に伴い公共交通に依存するお客様は今後拡大が予想され、公共交通に

便利なまちづくりを行うことによって、郊外の買物難民を都心へ引き付けるこ

とが重要であると考える。 

・ 駅南を中心とする都心居住者の増加も中心市街地にはプラスである。この為、

都心南北軸整備に際して、公共交通、歩行者、車の適切なバランスを考えるこ

と、特に、今後の高齢化社会を踏まえれば、公共交通の利便性を高めることで、

多くの市民をまちなかに呼び込むことが重要になってくる。 

・ 公共交通、歩行者重視のまちづくりは、福祉の側面ばかりではなく、マーケッ

トの変化に対応することで、中心市街地の資産価値の維持向上に寄与するもの

と考える。 

・ 駅ビルの整備で、郊外に流出している車利用の家族層が、東西南北からまちな

かに戻ってくると思われ、中央通りを幹線ルートとする公共交通機関の定時制、

利便性が更に低下する恐れがある。回遊性の確保には、国道１０号線における

歩行者バリアーを排除していくことが必要である。平面交差であれば、駅前の

通過交通を減らす必要がある。これらの課題に対して対策が講じられないと、

商店街は中心市街地に訪れる人の４割を占める公共交通利用者を顧客として失

ってしまうことになる。 

・ 車からのアクセスを駅の東西、南からを中心とし、中央通りは歩行者や公共交

通、自転車に空けておくことが望ましいと考える。ここで生まれる中心市街地

の公共空間を、賑わいを呼び込むための市民活動や商業活動の場として活用す

ることが望ましいと考える。 

・ 駅ビルと既存大型店の２核で結ばれた都市部を回遊できる２核１モールを掲げ

るとともに、その都心部に公共交通で簡単にアクセスできることが重要。その

うえで、最終的には、中央通りを公共交通や歩行者専用の空間であるトランジ

ットモールにする。 

・ 大分を襲う少子高齢化、人口減少という構造変化、商業環境の劇的変化、さら

には、震災後の深刻さを増すエネルギーの制約のなか、大分の中心地が現状維

持やマイナーチェンジで生き残れるとは到底思わない。 

・ 課題に対して中長期ビジョンを持ったうえ、これからの３年の間に何をなすべ

きかを早急に意志決定していく段階に来ている。 
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発言 

順番 
発言者 意見概要 

８ 森 正行 ・ 府内戦紙で毎年中央通りを利用させてもらっているが、以前は中央通りを歩行

者天国にしてイベントを行っていた。ガレリア竹町のドーム広場や府内５番街

でもイベント等を行っている。今年の１月には府内南蛮ライティングを企画し

て、城址公園の中を１万個の灯篭で灯して、公園内とお濠の周りの飾り付けを

行った。府内南蛮ライディングの光を、城址公園からまちなかに伸ばしてまち

なかを盛り上げようと考えている。 

・ 歩道に簡単に使えるパブリックスペースがあると、光を歩道に置けたりするし、

その他色んな活動ができると思う。 

・ 北口駅前広場に市民広場が出来るとのことだが、駅前広場の中で終わるのでは

なくて、中央通りの歩道にパブリックスペースがあれば色んな活用ができるの

ではないかと考える。普段はベンチとして利用されイベント時には収納できる

ような施設が歩道上にあるとか、イベント時にベンチやテーブルをしまうこと

ができる収納庫が歩道の下にあったらいいと思う。 

・ 中心市街地活性化基本計画の基本コンセプトに“ライフスタイルを彩るまち、

個の贅が見つかるまち”となっており、個の贅に出会える店を支援する事業を

希望する。 
９ 佐藤 哲也 ・ 市の南北軸整備に関する情報は発信が遅い。 

・ これまでの意見交換会で、“整備に関する話をいつまでに詰めなければならない

のか”といった実際のスケジュールに関する話が聞けていない状況である。ス

ケジュールが分かると、市民サイド、商業者サイドがタイムリミットの迫って

いることが分かる。 

・ これまでの意見交換会では、“中央通りの車線数をどうするのか”といったこと

に終始した感があり、その事は個別の話過ぎて、そこだけに手を加えてもまち

はどうにもならないと考えている。全体を見て計画を立てていく必要がある。

・ トキハが昭和４０年代に増築をして売り場面積を増やそうとしたところ、商店

街は大反対したがデパートとの共存共栄でレベルアップを図る考えの下、協力

したという話がある。今回の駅ビルの話も同じことと考える 

・ 商店街が市民に対して“このように考えているから、応援してください”とい

った話を聞かせてほしい。 

・ “なぜまちに行きたくないのか”ということは、消費者自身、商業者自身が考

え、変えていく必要がある。中心部に賑わいを取り戻す案としては、“市民主導

のとりあえず目的もなく時間があるから行ってみようか、という風に行ける場

所”として中心部を捉える。現在、駐車場がタダであり、行けば何かあるとい

う理由から、この役目は郊外のショッピングモールが担っている。ただ、郊外

のショッピングモールは市民主導ではなく、セルフサービスの店が中心であり、

中心市街地は対面サービスが中心で明確に役割が違うと言われている。 

・ 中心市街地は対面サービスにこだわったお店、こだわりのあるお店が集まって

いるので、そう言った点で郊外のショッピングモールや駅ビルの中のお店に比

べ、市民主導で何かが出来るという場所と思う。ここを差別化ポイントとして

高めていく。 

発言

順番
発言者 意見概要 

９ 佐藤 哲也 ・ 大分は車社会と言われているが“車がないと本当に不便なのか”。それを逆手に

とって公共交通機関を使うまちとして考えてみてはどうか。高齢化社会が進行

する布石として、“車から公共交通機関へシフトする”ことを中心市街地が後押

しをする。 

・ 人間優先空間のセーフティゾーンとして整備する。 

・ 中心市街地に車を走らせる代わりにベロタクシーを走らせる。“中心市街地が公

共交通機関を中心にしたり、人が歩きやすい空間にする”といったことをまち

全体で新しいライフスタイルの提案をするといった形で全面に押し出していく

べき。 

10 伊藤 憲吾 ・ これからの大分のまちを託す人のことを知りたいという意味で、公募型プロポ

ーザルで選定された、西村氏を招いて勉強会をした際のアンケートでは、「まち

づくりは人づくり」、「大分のこれからが楽しみ」といった意見が寄せられた。

・ 山崎亮さんを招いてまちづくり講演会をおこなった際のアンケートでは、「市民

活動の力を知ることができた」、「大きなヒントをいただいた」、車椅子や盲導犬

利用者の意見も聞いて欲しい」といった意見が寄せられた。 

・ 今後も南北軸をはじめ、変わることへの不安を取り除くため、リノベーション

の講演会を行う予定。 

・ 建築士会大分支部青年部の南北軸整備に関する意見としては次のとおりであ

る。 

・ シンボルロードにより緑豊かな都市となり、周辺環境にとっても好ましいが、

維持管理はどうなっているのか。また、これからの使い方はどうしていくか。

・ 中央通りは、自由な空間の構築や緑はいい。 

・ 中央通りには、危機回避のためにも自転車の走行空間は必要である。 

・ 中央通りの車両限定は可能ではないか。 

・ ５０年、１００年後のまちづくりを考えるなら、車社会で考えなくてもよいの

ではないか。 

・ 中央通りの議論は人が来るようになってから考えてもいいのではないか。 
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第 6 回公開プレゼン発表概要 

意見概要 発言 

順番 

発言者 

テーマ 概要 

１ 中本 卓志 コ ン セ プ ト

「駅の駅」 

・ 中心市街地全体を駅に見立てる。 

・ 駅の駅では基本的に「歩行者空間」であるべき。 

・ 駅の北側は「イングリッシュガーデン」にし、市民が自ら管理す

る「市民の庭」にしていく。 

・ コミュニティ馬車を提案 

・ 100 年先を見据えたまちづくりが必要 

２ 橋田 龍彦 （無題） ・ 公共交通機関の利便性を図ること。 

・ 緑の維持管理は出来るか 

・ 動く歩道を造り、雨に濡れないようにすべき。  

・ せっかくの３車線を減らしていいのか？むしろ３.５車線にして

バスや車の利便を考えるべき。 

・ 車線減なら１~２ヶ月社会実験をすべき。 

３ 尾野 文俊 アートと交通

のまちづくり 

○活性化に向けたターゲット 

 ①増加する高齢者→交通まちづくりが必要 

 ②駅ビルに集まる家族連れ、若者→顔づくり、魅力づくりでまちへ

呼び込む 

③これまで来なかった人→文化活動・コミュニティ活動によるシャ

ワー効果を期待 

○「未来」コンセプトによる大分の顔づくり 

・子供たちが楽しくやってくる街→駅前広場から美術館までストー

リーを持ったアートの配置 

・ぶんぶん号をまちなかで走らせる 

・広場：モニュメント、ガレリア：屋台、オアシス広場：メリーゴ

ーランド 

○交通まちづくり 

・ＬＲＴやＢＲＴの導入 

・中央通りは歩行者と公共交通の空間に、最終形はトランジットモ

ール 

・周辺部バイパス機能や駐車場再配置など段階的に考える 

４ 安東 文治 （無題） ・ これからは大分駅が中心になってくるのでは 

・ 駅ビルから２階レベルで動く歩道の設置を提案。駅から中央通り

までの人の流れも出来る 

・ 太陽光パネルなど自然環境に配慮したまちづくりが必要 

 

 

 

 

 

 

意見概要 発言

順番

発言者 

テーマ 概要 

５ 三宅 英明 大分駅府内中

央口前広場等

について提案

・ 大分には外に向けて誇れる顔がない。 

→大友宗麟公と南蛮文化による顔づくり 

・ 豊後府内を発祥とする大分の財産をテーマごとにアピールする

駅前広場づくり 

→遊歩公園の銅像・彫刻を移設し活用する。 

①「むしかガーデン」 

・西洋音楽発祥記念碑＆西洋劇発祥記念碑 

・大きなイベント広場 

②「出会いのガーデン」 

・大友宗麟公像とザビエル像を配置 

 ※大友宗麟公像は台座を下げて親しみ易くする 

・日常的な出会いを演出 

 ③広場西側はサクラ、東側はイチョウを植樹 

・ ホルトホール大分付近には「福祉のガーデン｣として｢西洋医術発

祥記念碑｣｢育児院と牛乳記念碑｣を配置 

６ 木村 祐樹 農の街 おお

いた 

・ 市民参加型の都市型農業として、中心市街地に「農園プラットホ

ーム」を作り、人を呼び込む 

・ メリット①：コミュニティの形成 

（高齢者の交流・集まりの場・絆の復興） 

・ メリット②：農育・食育 

（子どもが農業と触れ合う機会の提供、農業従事者の創出、「つ

くる」プロセスに触れることが重要） 

・ メリット③：イベント・催し物 

（人を呼び、イベント開催、観光資源の創出） 

・ メリット④：雇用創出 

（働く場の提供、飲食店・販売店の派生、定年後の働き先、障が

い者の就業訓練など） 

７ 猪原 孝人 シンボルロー

ド・北口駅前

広場・中央通

りについて 

・ シンボルロードにはイベント広場として①アベイロ広場、②武漢

広場、③オースチン広場を配置 

（姉妹都市モニュメント、市花、市木などを設置） 

・ シンボルの東側街路にハナミズキ、西側街路にサルスベリ、成木

はジンチョウゲやキンモクセイなど、四季が感じられるものを植

樹 

・ 北口駅前広場ロータリー中央に宗麟公像、ロータリー入口には青

年像と健康美を配置 

・ イベント広場を帯広広場とする 

・ 中央通り線は現状でよい。活性化のためには車や人が寄り付きや

すい事が重要 

・ 大手公園を駐輪場、城址公園を駐車場にすれば府内町に人が流れ

る。 
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意見概要 発言 

順番 

発言者 

テーマ 概要 

８ 薬真寺 章三 中心市街地活

性化策 

・ 前提として、中心市街地活性化とは第一義的に商店街の活性化・

賑わいづくりである。 

・ ６つのアクションを同時に集中して実施する。責任者やチームは

専任とする 

・ スローガンは「社会実験の完全実施」。３ヶ月～１年超の社会実

験を必ず実施して PCDA で考えていく。 

①特別区の取り組み 

→（固定資産税や公共料金の減免） 

②バス逆進性料金制度 

→中心部で降りた場合に割引をするシステム＋バスの増発 

③まちなか共通テーマによる共同イベント 

→2 週間毎にテーマを決めて実施。（BGM、カラー、ユニホーム

も統一。運営はまちなか倶楽部。 

④バリアフリー 

  →歩道の段差を完全に解消 

⑤府内町一方通行の見直し（相互通行路線の検討） 

⑥観光誘客 

→人を資源として活用。観光の拠点は府内城 

・ 現状の中央通りは歩道が広い、こんなにいらない 

・ 現状は維持しながら遮蔽物を全て撤去し、フラットにして、車道

～歩道に変化できればいい。 

９ 阿南 信介 中心市街地の

人口増加 

・ 中心市街地周辺は空き地が多く、竹町周辺はシャッターを下ろし

た店舗も見かける。 

・ 周辺の未利用地を活用し、人口の増加を図る。 

・ 20～40 代の家族向け高規格マンションの建設を働きかけ、家賃

を市が補助する。（入居者へのインセンティブ） 

・ 居住が増えれば中心市街地にも人が戻ってくるし、商業者は彼ら

に供給する商品を揃える。 

・ 「場所」があって「知恵」があり、人がいなければ賑わいは生ま

れない 
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中央町・府内

町 仮称“パー

クタウン”の
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・ わさだタウン前道路のような通過交通の少ないイメージを創り

出す。 

・ 中央通りへの通過車両を減少させるため、国道２１０号・197

号・遊歩公園通に迂回を誘導する。 

・ 遊歩公園通りから利用できる大きな駐車場があればなお良い。 

・ 中央通りなどにはたくさんのベンチを設置。屋根付きならなお良

い。 

・ 空き店舗を活用して、カフェ付きミニライブ場、トレーニングセ

ンター、ダンスレッスン場、お休み処などに活用。 

発言概要 発言

順番

発言者 

テーマ 概要 

10 式田 昭二 中央町・府内

町 仮称“パー

クタウン”の

姿  

・ 例えばアクアパーク周辺の一区画で、府内町の中心的な場所とし

て色んな人が活用できる空間を創る。 

・ 中央町側は現状のままでかなり良くなっている。 

11 村井 あや 子育て中のマ

マたちの「ま

ちづくり」に

対する気持ち

・ 子育て世代のママ達はなかなかまちづくりに関われないのと情

報が少ない。もう少し周知など積極的に。 

・ まちなかは馴染みが無い、移動する通過点、変化を見ていないな

ど印象は薄い。 

・ 駐車場の場所などが分からず、料金もかかる。また、歩きづらく、

休憩も出来ない環境。 

・ まちなかと比べ郊外のお店は「安心・安全」 

・ 中央通りがこんな「公共空間」ならいい。 

・とがった枝のない危険のない植樹 

  ・傘つきの広々ベンチで気軽に休憩や食事が出来る環境 

  ・お店のそばに駐輪場があれば気軽に買い物が出来る 

  ・ベビーカーなどの支障にならない段差のない広々歩道 

  ・レンタルベビーカーの配置（天神地区のような） 

・ 色んなコミュニティツールを活用しながら意見交換や集約は有

意義。今後も積極的に意見発表出来る活動したい。 

12 小林 裕二 大分駅ビル・

新県立美術館

との連携によ

る賑わいづく

りと明確な変

化 

・ 大きな駅ビルや人口減などで商業床が余ってくる事についてど

う考えるか。アーケードを資産と捉え、アーケード商店街の活性

化について実現可能な提案したい。 

①「商店街事業戦略室」の設置 

→駅ビル～県立美術館までの動線の強化 

②竹町ドーム広場 

→イベントコミュニティの中心的な場所として捉える 

③アーケード内のメディア戦略 

→大型ビジョン、イベント機材、ＰＡ等の常設と提供 

④「マッチクリエイト」の活動 

→学生団体、市民団体、NPO 等に活動の場を提供及びイベント

のマネジメント 

 ⑤アートのまちづくり 

→県立美術館との連携（アートインキュベーション事業の展開）

やアーケード空間にアートを導入する試みを検討中 

・ 駐車・駐輪対策 

→放置駐輪規制の緩和とパーキングネットのＩＣカード導入（行

政と一緒に考えていきたい） 

・ 中央通りは買い物客がほっとできる空間づくりが必要 

・ 街が活性化しない限りは中央通りの活性化は無い。商店街の中で

空き店舗をまずは潰し、負の解消に努める。 

14



発言概要 発言 

順番 

発言者 

テーマ 順番 

13 井戸川 幸弘 中央通り軽ト

ラ市大作戦 

・ 月一回程度中央通りの中 4 車線分を歩行者天国にし、軽トラ市を

開催する。 

・ 軽トラ市はイベント性の高さと実施の容易さから、全国各地で実

践されている。 

→生産者との交流推進、販路拡大、設置撤去が容易などのメリッ

トがある。社会実験の一環で実践できる。 

・ 開催のための道路許可や実施組織の設立、簡単に実施が出来る条

例整備、買い物客の駐車場などが課題 

 

14 中西 理 "まち"はみん

なのもの 

・ ここでは、「まちはみんなのものである」ということを訴えたい

・ 若い人向けにパルコ跡地を解放してもらえないか。幅広い世代が

交流し、新たなコミュニティが生まれる場所にして欲しい 

・ 例えば、全世代交流の施設とするため階層で用途を区切り、 

①大学のサテライトキャンパス、 

②中高校生向けの塾（大学生が先生） 

③リハビリ施設などの病院施設 

④フリースペースで世代間が交流 

・ パルコ跡の活用についてどうやれば実現できるか若者に教えて

欲しい。 

・ みんなが一体となって考え、発言に責任を持って欲しい。これか

らの子供達にまちをプレゼントできるようなまちづくりをして

いけたらいい。 

15 

 

 

相良 潤之助 快適な空間づ

くりを目指し

て 

「にぎわい創

出プラン」 

・ 「にぎわい創出プラン」として 7 つ提案したい 

①府内紙戦 

 →これまでの功績と情熱を継承しながら、更なる地域貢献の場

とすべく運用する 

②府内南蛮ライティング 

→城址公園～中央通り～大分駅を繋ぐ並木にイルミネーショ

ンを設置し、光が灯す幻想的な空間を演出 

③移動可能なイスやテーブルの設置 

 →中央通りには各所にベンチなどの休憩スペースを多く配置

するとともに、イベント時には撤去可能なものとし、安全快

適な空間をつくる 

④オープンカフェの設置 

 →広くなった中央通りの歩道空間におしゃれなオープンカフ

ェや大分らしさを演出した「足湯」を設置し、なちなかを楽

しんでもらう。 

 

 

 

発言概要 発言

順番

発言者 

テーマ 概要 

15 

 

 

相良 潤之助 快適な空間づ

くりを目指し

て 

「にぎわい創

出プラン」 

⑤中央町～府内町の歩道の色統一 

→中央通りだけでなく中央町、府内町にかけて歩道の色を統一

し、視覚的な一体感による誘導を行い、まちなか回遊性を高

める 

⑥マラソンコースの設置 

→近年のブームを背景に南北軸～中心市街地を囲むようにマ

ラソンコースやシャワールームを設置し、市民ランナーによ

る南北交流を促進する。 

⑦共通アプリの開発 

→駅ビル、商店街共通のイベント情報やクーポン券などのお得

情報を取得できる共通アプリを開発し、大都のダウンロード

を推進することにより集客を図る。 

16 

 

竹内 小代美 過去と未来を

つなぐ町 大

分市 

・ 大分市は美しい自然に恵まれ、外国文化を取り込んだ中核都市と

して、新産都で栄え、関西からの海の入口である。市長が言う「市

民総参加のまちづくり」が自治基本条例の基本である。 

・ 能動的に市民が関わってつくるまちづくりにしたいというのが

提案。 

・ 駅ビルやホルトホール大分、県立美術館の整備などが進む中で子

供達に大切な科学の目を養う施設と商店街のお店の活力が欠け

てきている。この 2 点を何とか取り戻したい 

・ 点をつくり、線をつくり、面をつくり、それらをまとめていきた

い。 

・ まちづくりのための探し物を一人一人が実践しよう 

・ 「残すもの」 

→遺跡、旧町名、建築物（赤レンガ館など）、銅像、音楽、陶芸

など 

・ 「掘り起こすもの」 

→ポルトガル語由来物や植物、菓子・料理、科学体験館など 

・ 「創る物」 

→コンパルホールや空き店舗を活用した科学館など 

・ 「つなぐ物」 

→大分と外国、大分と地域や都市などを繋ぐ手段は沢山ある。 

・ 点が集まれば面が出来る。南北軸を滞在の手段と考えれば道路も

歩道も決まってくる。 

・ パルコ跡地活用についてはファンド型がいいのでは 

 

 

 

 

15



発言概要 発言 

順番 

発言者 

テーマ 順番 

17 

 

 

松本 功 着物 de ルネ

サンス 

・ 着物を中心としたイベント開催を提案 

・ 着物の良さは 2 代 3 代と着られること。着物を通して四季を感

じ、花見やホタル鑑賞など日本文化を見直していける。 

・ 外国人の異文化交流では日本人以上にきちんと着付けし、勉強し

ていることにショックを受ける 

・ 最近のイベントとしては、空港での「着物 de ジャック」など。

既存イベントに参加するのではなく、自分たちがイベントをつく

る動きもある。 

・ 「ＡＫＢ」ではなく、「Ａ（味な）Ｏ（大分）Ｊ（熟女）」1000

として、着物を着た素敵な女性でイベントのお出迎えをやってい

きたい 

18 

 

伊藤 憲吾 みちとまちと

ひと 

・ 南北軸整備に関してはプロポーザルにより選定された西村さん

の設計方針を尊重したい 

・ まちの不安は、まちにいる人の不安、まちに来る人の不安があり、

今の不安、これからの不安の解消を考えるのが南北軸 

・ これからの道は「時代の変化に対応できる」道。移動の道から稼

動のみちとしたい。「稼動」とは、文字通り「かせぐみち」 

・ 稼動と運用をし易くするため、広場のように段差を無くし、仕上

げ材を統一する。バスレーンを中央に寄せ、トキハ前はバスター

ミナルにする。 

・ 可変性のある道として中央をバスレーンとし、段階的に社会実験

を繰り返しながらトランジットモールにする。将来的なことは将

来の人に託すことも出来る 

・ 使うための道具として「動くツリー」「コンテナハウス」など。

動くインフラとして自転車置き場もあったほうが良い。 

・ 駅ビルと共存しなければならない。まちの人が経営感覚を持って

乗り出すべき。そのためにもひとづくりが必要。 

・ まちのことを運用する仕組みを考えることが「まちを考える」と

いうこと。こういうことを考えることによりまちを想う意識の高

い人が育つ。 

・ 従来の交通の道でなく、稼動するみちへリノベーションする。み

ちをまちの活力として有効に使う。まちからひとを育て、それに

よりまちの価値を高めていきたい。 

 

 

19 

 

 

光浦 高史 

 

トランジット

モールからは

じまるにぎわ

いまちなかプ

ランの提案 

・ トランジットモールが実現したら何が出来るかまとめた 

①トランジットモールマーケット（夜になったら屋台街） 

→大分駅から見える所に海の幸、山の幸を集め、ここにきたら

みんなに会えるようにする。 

 

発言概要 発言

順番

発言者 

テーマ 順番 

19 

 

 

光浦 高史 

 

トランジット

モールからは

じまるにぎわ

いまちなかプ

ランの提案 

②ストリートカルチャー 

→最初は駅南で練習して上手くなったら例えばパルコ前の広

場で披露する。駅ビルから見えるところでしてもらいたい 

③トランジットモールインフォメーション 

→まちの紹介をここで行い、待ち合わせの場所ともなる。既存

建物のリノベーションで実現出来る 

④裏の南北軸 

→府内町側の南北道路の整備により格段に使いやすくなる。一

方通行のままでよい。裏原宿のような雰囲気。 

⑤集約駐車場 

→低炭素化促進法に基づき考えていく必要がある。 

20 

 

 

内田 泰史 何度もいきた

い街 そして

住みたくなる

街 

・ 商業の立場から提案させていただく。 

・ 我々が考える賑わいは、中心市街地（府内町・中央町・竹町）が

買い物客で賑わっている状況。対象地で来街者がどんどん増え、

回遊性や買い回りを促す状況を作り上げることが目標 

・ ターゲットとなる商圏人口は向こう 10 年間に大きな変化はな

い。 

・ 高齢化が進んでも高齢ドライバーは増えており、車自体は減らな

いが、人に優しいまちを目指すのならば、色んな来外手段に対し

てのバリアフリーを考えなければならない。 

・ 基本コンセプトは、誰もが訪れやすく滞在しやすい街づくり、目

指すのは「何度も行きたくなる街、そして住みたくなる街」を創

っていきたい。 

・ 取り組み方としては変化が連続していくということ。来街者のラ

イフステージの変化にあわせ、3 つのステージを考える 

①来街障壁の解決と回遊環境の整備 

→幹線とまちなか結節点の整備、アクセスしやすい駐車場〈釉

薬〉、バス停集約とバス路線と便数の充実、回遊性を高める

シェルターの設置、国道 10 号の平面横断化（最終的にはス

クランブル交差点）、中央通りの横断歩道増設、中心部電線

地中化及び一方通行の見直しによるバリアフリー化など 

②商業コンテンツと回遊ソフトの充実 

→ＪＲ駅ビル開店、既存店舗の充実、パルコ跡地の解決、商店

街空き店舗への出店、ＪＲを中心とした駅南側の回遊や県立

美術館から中央通りに向けた回遊と市民参加のコミュニテ

ィ構築など 
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発言概要 発言 

順番 

発言者 

テーマ 順番 

20 

 

 

内田 泰史 何度もいきた

い街 そして 

住みたくなる

街 

③回遊ハードの解決 

→中央通りについては社会実験に基づく方向性の決定が重要 

・ 大切にしたいのは全てのひとを暖かく迎え入れる街であり、人々

のライフステージに合わせたまちづくりを行なうことである。ま

た、来外手段を強制しないまち、暮らす・過ごす・商うことを軸

としたまちづくりを行なうことである。 

 

 

21 

 

 

久保 喜久真 日本一明るい

芸術文化の高

い街 

・ 大分がオンリーワンのまちになること。短期間で街が一変する提

案をしたい 

・ まず建物を白一色にする。（試算では 5 億円（市が負担）、２～3

年で出来る。） 

・ ビル側面の空いた所に壁画を取り付ける。（市民の寄付、芸術性

の高いもの） 

・ 町が明るくなると人が来る。 

・ 大分の日本一の食材と街中のお店を利用したＢ級グルメ。 

・ 貴重な観光スポットである高崎山とうみたまごへと観光バスを

走らせるまた、街を拠点に周辺観光地へ日帰り観光ツアーでも良

い 

・ 街中に猿の彫刻を配置し、面白い仕掛けを考える 

・ 西村さん提案の小さな森を抜け、白い街並みが広がっていれば人

はそれに引かれて街の方にやってくる。 

・ 国道 10 号は平面横断で、パルコ前と駅前広場の小さな森を繋げ

る。ポルトソール通りも同じく小さな森と白い街並みで片側通行

にすれば歩きやすく人に優しい通りとなる。 

・ 中央通りの４車線化により中央町府内町はぐっと近くなり横断

歩道も追加できる。最初は混むかもしれないが庄の原佐野線の完

成により緩和されると考える。 

・ 一連の南北軸活性化により駅南～駅北東西商業地～各公園など

が始めて一体化し、市街地全体が活性化される。 

・ 遊歩公園や城址公園は今後みんなで話し合いながらゆっくりと

考えるべき。 

・ 大分市がどこよりも明るく楽しい街になるには、どれだけ心から

のおもてなしが出来るかどうか。日頃からの思いやり、感謝、こ

れが実践できれば日本一の明るい文化の高い街が出来る。 

 

 

 

 

 

17



18



【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ１：まちのコンセプト（目指すまちの姿 など）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

ストーリー性を持った街並みの整備

アーケード内にも緑を増やして憩える空間を

まちなかまで混雑せずに来られる道路、モータリゼーション重視

公共交通重視のまちづくり 公共交通の利用促進、通過交通の排除

まちなかの移動は自転車 ミニカー

・周辺道路の再整備や各種システムの導
入

車以外での
来街者に優しい
まちのあり方

まち全体の
交通施策の
あり方

交通ネットワーク
やシステム整備

・様々な整備手法による賑わい創出
歩道空間・
景観の充実

まちなかの移動は自転車、ミニカ
（人が中心となる基盤整備）

都心居住の推進 高齢者の居住 高齢者にやさしい歩道、まちづくり ・高齢化への対応

地域の主体的な変化が必要

オリジナルストーリーによる全体プロデュース

まち全体を組織として運営する

女性参加のまちづくり

駅ビル、竹町、中央町、府内町が一体となって活性化へ取り組む

大分らしさをイメージしたまちづくり 人づくり

・新たな取り組みによる賑わい創出

あり方

新しい日常コンテンツの創出

まちの運営方法

中
心
市
街
地
全
体

まち全体のグランドデザインの提示

県都の新たな顔となるシンボルの創出 駅から美術館までのストーリー性を持たせる

中
央

通
り

通行量からの決定ではなく、まちづくりの観点から決定 ・社会実験の実施

広場空間の
整備方法

「庭」：イングリッシュガーデン ・コンセプトに基づく整備

広場の
テーマ設定

三世代健康づくり
A：現代アートによるテーマづくり
B：南蛮文化を中心としたテーマづくり

歩行者の安全対策

歩車道を完全に分離し歩行者の安全確保

災害時の避難経路として活用 ・利用者の安全確保

まちのコンセプト

事業実施に向けての進め方

北
口

駅
前
広
場

広場の歩行者
空間のあり方

整備のあり方 安全対策シ 災害時の避難経路として活用

駅南側を子供や高齢者が集える場にする

駅南側をスピードが出にくい仕組みにする（例：ハンプや駐車場を庄の原佐野線側に
設け、駅南側への車の進入を減らす等）
商業施設を誘致するために、経済的メリットのある政策（例：税制上または開業経費
の支援等）

パチンコ屋や、ゲームセンター等を開業させない

「庭」：イングリッシュガーデン（空き地） 市民管理

室内、屋外農場の整備

・農園による世代間交流、地域コミュニティ、「絆」の復
興
・食育、農業従事者の創出
・農体験、販売による観光、イベント

新しく建築する建物は緑で包む

そ
の
他

既
存
施
設
等

・様々な交流を生むための既存ストックの
活用

民有空間の付加価値向上

利用者の安全確保

空き地・空き床・未利用地の活用方法

整備のあり方 安全対策

具体的施策

シ
ン
ボ
ル

ロ
ー

ド

･商業の振興施策など

南蛮をテーマにした店舗展開

南蛮文化を持つアジア各国や欧州をつなぐ店舗活用
既存店舗のソフト的活用
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【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ２：まちの彩り （イベントなどの多様な賑わい、アート、彫刻 など）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

舗装（ペイント）

至る所にレトロなオブジェ（発見する楽しみ）

美術館のワークショップ作品のまちなか展示

歩道舗装色彩の統一により人をまちなかに誘導

シャッターアート

まちなか全ての建物を白一色に統一

建物の壁の空いた部分に壁画を描く

車以外での
来街者に優しい
まちのあり方

歩道空間・
景観の充実

・様々な整備手法による賑わい創出

建物の壁の空いた部分に壁画を描く

うみたまご、サルの彫刻などで周辺観光地を紹介

中心市街地全体で２週間毎の共通テーマのイベント開催

イベントコミュニティ連携組織「マッチクリエイト」（事務局：まちなか倶楽部）の設置によ
るまちなかイベントの展開

クリエーターズドームCREDOとの連携、イベント

大分大、芸短大、学生グループとのアートイベント

商店街ストリート　トリックアート展の開催

着物イベント（着物de街コン、着物deジャック、着物体験）

AOJ1000（着物でお出迎え）

回遊ソフトイベント等の充実と運営組織化

「未来のおおいた」絵画コンクール（小学生）

イベントによるまちづくり

中
心
市
街
地
全
体

・新たな取り組みによる賑わい創出

大道芸のメッカ

B級グルメの展開

自助による中心市街地のコンテンツの見直し、開発

まち側のソフト事業が必要

遊歩公園の彫刻は南蛮文化の香りを伝える遊歩公園のモミュメントであり、府内城
周辺にあるべき

彫刻に触れて楽しめるような再配置

「銅像のある街」を大分の顔にする

歩行者天国の実施（音楽、ダンス、美術系の発表の場として）

府内戦紙の開催・強化

南蛮ライティングの開催・強化

トランジットモールマーケット（朝市・クリエーターズ）
中
央 具体的取り組みの提案

新しい日常コンテンツの創出

・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創

夜の屋台街

ストリートカルチャーの展開（一芸発表舞台）

・軽トラ市の実施
・軽トラ出店料に対し商品券を渡すことで商店街も活性化）
歩道上にオープンカフェを展開

若草公園のＳＬを移設する 小型、中型の区別

広場①②には彫刻を配置しない方がよい

彫刻は駅前商店街を向いている方がよい

ランドマーク（大樹型のオブジェ）

大時計（レトロな・機械仕掛け・鐘の音）

彫刻による南蛮文化の表現
（ザビエル像と宗麟像を世界地図でつなぐ）
（西洋劇発祥、西洋音楽発祥）

「むしかガーデン」（→駅ビル側の広場名）

宗麟像をロータリー中央部に配置

通
り

具体的取り組みの提案

広場の歩行者
空間のあり方

広場の
テーマ設定

北
口

駅
前
広
場

・既存の取り組みの強化による賑わい創
出

A：現代アートによるテーマづくり
B：南蛮文化を中心としたテーマづくり

ロータリー入口部に「青年像」と「健康美」を配置

整備のあり方 樹木の提案 ３つの広場に友好都市を表す花木
３つの広場の友好都市で命名
（アベイロ広場、武漢広場、オースチン広場）

・樹木による賑わいづくり

鶴崎踊りの会場、友好都市の踊りなどによるイベント ・イベントによる賑わい創出

シ
ン
ボ

ル
ロ
ー

ド イベント
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【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ２：まちの彩り （イベントなどの多様な賑わい、アート、彫刻 など）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

コンパルホールに「科学ワールド」を設置
まちなかの店舗にサテライトとなる科学体験館を展開
（地震、宇宙、動物、植物、ものつくり）

シンボル的な作品の屋外設置

堀めぐり遊覧船

熊本「水あかり」のイメージ

賑わいの創出拠点 ・様々な交流を生むための既存ストックの
活用

コンパルホールの活用提案

県立美術館の活用提案

そ
の
他
既
存

府内城の活用提案

アートカフェ事業（カフェ内で作品展、マップ作成）

空きビル、空き店舗のアート発表の場等としての活用

遊歩公園は車道を広げず、彫刻はそのままで

若草公園やアクアパークの活用

彫刻は、遊歩、城址公園等に回遊させるように配置する

テーマ３： まちの活性化 （商業機能の充実、都心居住の促進 など）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

マネジメント組織 商店街事業戦略室の設置（県立美術館との連携）

活用

遊歩公園の活用

まちの運営方法

存
施
設
等

その他施設等

既存店舗のソフト的活用

マネジメント組織、商店街事業戦略室の設置（県立美術館との連携）

府内町全体を税制優遇特区として開発促進

まちづくり協賛型自動販売機の設置

商店街アプリの開発

JR駅ビルとの連携

大分駅南北の交流促進

買い物に行きたくなる街づくり（福岡のまねを）

おしゃれな店を中央通りに面して

駅ビルへの魅力創出

まちの運営方法

基盤整備を補完する
取り組み・制度の充実

中
心
市
街
地
全
体

具体的取り組みの提案
中
央
通

・新たな取り組みによる賑わい創出

・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創

商店街の方々に商売を考えてもらいたい

自転車走行の」禁止 土日だけ

未利用地に賃貸住宅を整備 都心居住に市が資金的サポート

余った床を住居系へと転換する リノベーション研究会の創設

パルコ跡地の活用（世代間交流施設）
パルコ跡地に大学キャンパス、中高生向け塾、リハビ
リ等病院施設、フリースペースを設置

パルコビルの再活用（ファンド型事業：ホテル・エステ・ジム・カルチャースクール・歴史
博物館・自然食レストランなど）

マチナカカレッジ

商業コンテンツの充実

シンボルロード沿線に行政施設の集約

空き地・空き床・未利用地の
活用方法

パルコ跡地の活用提案

既存店舗のソフト的活用

具体的取り組みの提案通
り

その他施設等

そ
の
他
既
存
施
設
等

既存の取り組みの強化による賑わい創
出

・様々な交流を生むための既存ストックの
活用
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【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

交通体系の見直し：一方通行・駐車場集約

一方通行の見直し（相互通行化）

不便な一方通行体系の解消（歩車共存、裏の南北軸）

一方通行の見直し

出入りがしやすい駐車場

駐車場の再配置

集約駐車場の整備（地下活用含む） 無料か低料金 ・駐車場の集約 再配置による再編

A：車両利便性確保ための相互交通化
B：歩行者の安心・安全を図るための一方
通行の再構築

車による
来街者に優しい
まちのあり方

周辺道路の
一方通行の再編

周辺駐車場
編

集約駐車場の整備（地下活用含む） 無料か低料金

国道沿いなど外周部への駐車場の集約

満空表示や駐車場誘導設備の設置

遊歩公園、竹町入口を一部駐輪場に 駐輪場整備員を常駐させて綺麗にする

店舗のそばに駐輪場を設置

店舗前駐輪の取り締まりの緩和

駐輪場の分散設置

地下歩道を駐輪場化する

駅に駐輪場の設置

広い駐輪場

広々とした歩道、歩行者空間

サイン、点字ブロックによるバリアフリー

駐車場の集約、再配置による再編

駐輪場の再編

の再編

・店舗前駐輪の是非
・駐輪場配置の再構築

歩道等の段差、溝をなくしバリアフリーに

通行禁止の道路に傘付きテーブルやベンチを設置

危険のない植樹（枝など）

南北軸全体でランニングコースの設置

幹線とまちの結節点の整備

電線類地中化

昭和通り交差点までの各ビル間、更に遊歩公園や美術館までペデストリアンデッキ
の設置

駅、府内町、中央町への回遊性

街中へ誘導するための回遊性の確保

子供が遊べる公園やポケットパークの整備、子連れに優しいスペース

歩道にＬＥＤ照明の設置

中
心
市
街
地
全
体 ・様々な整備手法による賑わい創出

歩道空間・
景観の充実

車以外での
来街者に優しい
まちのあり方

「１１０番通報装置」「街頭カメラ」の設置

水辺をつくり涼しくする、又は土壌部分の露出を増やす

中心市街地周辺のバイパス機能の整備（循環型のまち整備）

県庁前古国府線の再整備（6車線化、遊歩公園の移動縮小含む）
中央通りの通過交通を210（197）号と県庁前古国府線
に振り分ける

交通インフラの整備

自転車レーンのネットワーク構築

バスターミナルの建設

分かりやすいバス乗り場の設置

コミュニティバス・コミュニティ馬車・中型エコカー

ベロタクシー

パークアンドライド、駐車場の無料化

・周辺道路の再整備

・各種システムの導入

周辺を含む
交通ネットワーク
基盤整備

交通システム
の導入

まち全体の
交通施策の
あり方

ワンコインバスの導入

レンタサイクルの導入

駅南口も路線バスの導入

各種システムの導入
の導入
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【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

高齢者用住宅の整備（市営等）

まちなかに公営住宅をつくる

バスの逆進性料金制度の導入

バス便数の増加

レンタルベビーカー

大分パーキングネットの活用（ICカード決済、満空表示装置、利用料金の低減）

アーケード商店街へのデジタルサイネージの導入

・新たな取り組みによる賑わい創出

都心居住の推進 高齢者の居住

基盤整備を補完する
取り組み・制度の充実

・高齢化への対応

中
心
市
街
地
全
体

各方面からのバスの発着を大分駅にする

まちなかに高齢者用カートを設置（歩行器代わり）

防災・避難を考えた車線拡幅 社会実験の実施（車線を減らすならば）

公共交通優先・最終的にトランジットモール化（３車線：うち１車線LRT）

片側３車線（両側６車線）必要

６車線以上の車線必要

４車線化 一般車両の流入制限、迂回サインの設置

段差を作らない車線数可変型道路の整備

車線数に可変性のある道路による段階的なトランジットモール化

トランジットモール（２車線） 社会実験の実施

スクランブル交差点の設置

昭和通り交差点のスクランブル交差点化

道路（車道）
空間のあり方

車線数の考え方

横断歩道の設置

A：６車線（現状維持もしくはそれ以上）
B：４車線化
C：３車線化
D：２車線化（トランジットモール）
E:車線数可変型道路

・横断歩道の増設

横断歩道橋に昇降機設置

横断歩道の増設、行き来する道に

バスレーンを中央の２車線部に設置し、トキハ前にバスターミナルを整備

タクシー待機スペースの確保 運営ルールの統一

駅北口とのバス停一体整備

バス路線・便数の拡充

バス停の中央部分への集約（回遊起点となる）

広々とした歩道

段差のない歩道

滑りにくい舗装材

フラットな道路空間（歩行者天国への対応）

歩車道に段差のないフラットな道路構成・同一の舗装材

公共交通
との関係

・バス、タクシーの拡充
・歩行動線、回遊性とリンクしたバス、タク
シーの配置計画

歩道空間の構造
・段差のないフラットな歩行空間の形成
・安心、安全な広幅員の歩行空間の形成

横断歩道の設置
横断歩道の増設
・バリアフリー

中
央
通
り

デッキの整備（屋根付き）

歩道部に駐輪場を設置

雨よけシェルターの設置

危険のない植樹（枝など）

傘付きのテーブル、ベンチの設置

憩える場をつくる、パブリックスペース

店舗のそばに駐輪場を設置

自転車の走行空間を設置する

緑が必要

移設可能なファニチャー（歩行者天国への対応）

足湯の展開

指定喫煙所の設置場所見直し

可変植栽・可変店舗・可変電気設備・可変駐輪場

歩道空間の
あり方

各種施設の
設置

・確保できる歩道空間に応じた整備による
賑わいの創出

可変植栽 可変店舗 可変電気設備 可変駐輪場

連続シェルターの設置

赤レンガ館前地下道の廃止

23



【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

トランジットモールインフォメーションセンター
へのリノベーション（街の全てが分かる：パパママ応援センター、休憩所、駐輪場、ベ
ビーカー貸出、託児所、子供遊び場など）

可変する車線の数は、地域で一定期間ごとに決定する仕組み

社会実験に基づく歩車分離、車線数の決定、整備 試験的なイベント開催

駅ビル開業後の交通量調査で車線数を決定

県庁前古国府線の拡幅後に車線数を決定

遊歩公園のエリアも含めて中央通の車線数を検討

具体的取り組みの提案

事業実施に向けての進め方

中
央
通
り

・新たな取り組みによる賑わい創出
・既存の取り組みの強化による賑わい創
出

・社会実験の実施

遊歩公園のエリアも含めて中央通の車線数を検討

１０号横断の平面化

１０号に大型歩道橋の設置
（屋根付き エレベーター・エスカレーター付き）
地下道に動く歩道設置

平面横断＋地下道(エスカレータ）

エスカレータ、エレベータ

エスカレータ、地下街形成

動く歩道設置

１０号を平面交差化

歩行者空間

動く歩道

国道１０号の
横断方法

A：平面交差化
B：大型歩道橋の設置

ロータリー（バス停、乗降バースなど）と駅ビルの距離を近く

雨に濡れないシェルター

駅ビル２階レベルの歩行者広場（デッキ）

駅ビルにつながる回廊（シェルター）の設置

点字ブロックの設置 障がい者へのヒアリング

気軽に休めて、憩える場所

車を入れず、人が憩うスペース

区切るよりも大きな広場（西村氏提案の大きな原っぱ）に 社会実験により若者に提供する

イベントが行えるステージの設置

ロータリー内の島へのエレベーター設置

グリーンゾーンは在来のままとする

北
口
駅
前
広
場

広場の
歩行者空間の
あり方

広場空間の
整備方法

A：シェルターの設置
B：駅ビル２階レベルの歩行者デッキの設
置

広場
樹木が多すぎるので広場として使いにくい

駐車スペースを広く

駅からの景観を良くするため看板、広告、電柱の排除

区切るよりも大きな広場（西村氏提案の大きな原っぱ）に

利用し易いバスターミナルの配置

バスターミナルの集約

タクシー、一般車のスペ－ス確保、配置の工夫

駅利用者を送迎する方達の、車待機所の設置

要町東西線から駅前ロータリーへの進入路の拡幅

末広東西線の回転部の拡幅

駅前ロータリーから中央通りへの車線数の増

A：現代アートによるテーマづくり
B：南蛮文化を中心としたテーマづくり

・交通機能の利便性

広場の
テーマ設定

交通機能交通広場のあり方

駅前ロ タリ から中央通りへの車線数の増

もっと広い交通機能を希望

北側に駐車場は必要ない。進入も禁止にすべき
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【参考】  これまでの意見・提案の概要
テーマ４： まちの機能 （交通や施設に関すること）
区分 大テーマ 小テーマ 意見・提案内容 ※関連したソフト提案内容 提案内容のまとめ

四季を感じるハナミズキ（赤系・東側道路）、
サルスベリ（西側道路）を植える

香りを楽しむジンチョウゲ、ミカン、キンモクセイ、カンツバキを植える

駅前広場のフェニックスを移植

南部は森林浴ゾーン、自然散策ゾーン、芝生を多用

照明設備の設置（防犯対策）

交番の設置
シ

樹木の提案

安全対策 ・利用者の安全確保

・樹木による賑わいづくり

交番の設置

太陽光発電設備

シンボルとなる文化モニュメント

バス停の設置

複合文化交流施設前タクシーベイの確保

トイレ（デザイン）

庄の原佐野線に屋根付き＋動く歩道

庄の原佐野線に幅広い歩行橋をかける（平和市民公園と同様）

将来の渋滞を見越して車線を片側４車線にする

大型体育館兼イベント会場の建設 九州、西日本大会の誘致

シ
ン
ボ
ル
ロ
ー

ド

整備のあり方

施設の提案

空き地・空き床・未利用地の活用方法

・有効活用のための各施設提案

高架下の空きスペースに、バスケットゴールや、サッカーゴールなどを設置

ビルの屋上に太陽光パネル、屋上庭園・薬園を

コンパルホールを温泉、温浴施設に振り分ける
（温泉の）水を遊歩公園に流す

個人の作品の展示場として、また物販ができるスペースの設置

JR線路跡地の自転車道化

市が買収して再開発
１階：物産観光店、2階：子供の広場、3階：高齢者の空
間、4階：市民展示コーナー、5階：大学のサテライト
キャンパスというような再開発

建物を取り壊し、緑地帯若しくは公園化
水と緑のコラボレート化をテーマにする。シンボル像は
「滝廉太郎」とし、緑はケアが楽な常緑樹を。

東急ハンズを出店

観光客案内所の設置

府内城（ 守） 復

そ
の
他
既
存
施
設
等

空き地 空き床 未利用地の活用方法

アートプラザの活用提案

パルコ跡地の活用提案

民有空間の付加価値向上

コンパルホールの活用提案

JR線路跡地の活用提案

府内城の活用提案

・様々な交流を生むための既存ストックの
活用

府内城（天守）の復元

駐車場を含めた城址公園の再整備

遊歩公園、大手公園を駐車場化

駅前商店街西側１．５ｍ通路を３，０ｍに拡幅その他施設等

府内城の活用提案

遊歩公園の活用
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