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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 140 ha

平成 24 年度　～ 平成 28 年度 平成 24 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成23年度 平成28年度

％ 平成23年度 平成28年度

秒 平成23年度 平成28年度

％ 平成23年度 平成28年度

人 平成23年度 平成28年度2,000防災防犯活動への参加者人数 目標年度における防災防犯活動への住民参加者数
地域防災力･防犯力の強化を図るため、地域の防災、防犯活動やイベント
への参加者数が２，７００人以上となることを目指す 1,303

70

地区内排水に対する満足度
ｱﾝｹｰﾄ項目「水路（排水施設）」について、事業効果が期待
できる片島地区住民の満足度

地区の浸水対策のため、道路整備にあわせた水路整備等の実施により、
片島地区の排水についての満足度が60％となる環境を目指す 42 60

（都）片島松岡線の通過交通時間
（都）片島松岡線の辻堂交差点から下郡バイパス交差点ま
で自動車が通過するのに要する時間

円滑な道路交通体系形成のため、（都）片島松岡線整備により、辻堂交差
点から下郡ﾊﾞｲﾊﾟｽ交差点までの通過時間が平均30km/hとなる環境を目
指す

120

56

自動車交通についての満足度
ｱﾝｹｰﾄ項目「自動車交通の利便性及び安全性」について、
事業効果が期待できる片島、羽田東地区住民の満足度

円滑な道路交通体系形成のため、都市計画道路の整備等により、片島、
羽田東地区の自動車交通についての満足度が55％となる環境を目指す 43 55

地域防災力・防犯力向上について
の満足度

ｱﾝｹｰﾄ調査による避難所・避難通路についての満足度と歩
行者空間についての満足度の総合の満足度

地域防災力・防犯力の向上を図ることにより、「避難所・避難通路につい
て」と「歩行者空間について」の総合の満足度が56％となる環境を目指す 52

・地区内には、県内有数の児童・生徒数を誇る大規模小・中学校（滝尾小学校・滝尾中学校）が立地し、高齢者も多数居住している。
・平成19年度から「まちづくり交付金」を導入し、「防災、防犯のまちづくりによる、安全、安心で快適な住環境の形成」に向けて取り組んでおり、歩道整備や防犯灯設置などにより一定の成果があった。しかしながら、以下のような残された課題がある。

　○地区内の主要な歩行者動線となる道路において、歩道の未整備区間があるため、一部では歩行者の安全性が低く、引き続き歩行者空間の整備が必要
　○災害時には住民全員の迅速で的確な行動が必要であり、そのためには今後も地域住民の防災･防犯に対する意識の向上と、避難訓練等の継続的な取り組みが必要
　○地区の骨格となる都市計画道路片島松岡線は未整備状況であり、幹線道路がネットワーク化されていないことから、円滑な道路交通体系の形成のため早期整備が必要
　○地区内には、まだまだ緊急車両の進入が困難な狭隘道路、延焼の危険性が高い木造密集地がみられることから、今後も防災面の強化が必要
　○地区内には将来宅地化が進むと考えられる農地がみられ、今後もスプロール化する可能性があるため、計画的な公共施設の整備や「地区計画」等の検討が必要
　○近年、地区内では浸水被害は発生していないが、流末の排水不良については解消されておらず、水害対策が必要

■「大分市都市計画マスタープラン（H23.3策定）」
・滝尾地区を「安全・安心な市街地改善を図るため、住環境整備事業を推進する」として位置づけており、地区全体（140ha）で「既成市街地の改善による、安全で安心な都市基盤と快適な住環境の形成」を目的とした市街地整備を行う。
・都市計画道路や排水施設など都市の骨格となる都市基盤の整備と地域の防災･防犯活動を促進することにより、防災性、防犯性に優れた住環境の形成を図るとともに、生活道路や公園など既存施設の改善や周辺自然環境を積極的にまちづくりに活
用して快適性にも優れた住環境の形成を図り、人々が、「安全で安心して、住みたいと感じ、住むことを誇りと思うまちづくり」を行う。
・都市計画道路の事業スケジュールに合せて、住民の意向を反映しながら、地区中心部にある滝尾校区公民館を拠点に、南北方向の幹線道路を主とした地区中心部分の骨格的都市機能の整備を行う。
・今後も、都市計画道路の整備スケジュールに合せて、保育園・小学校・中学校が集中する地区西部の生活道路の整備や、豪雨時の浸水箇所が点在する地区東部の抜本的な雨水対策、都市計画道路とそれに連絡する地区内の生活道路の整備などを
継続して行うことにより、滝尾中部地区全体で住環境整備を図り、まちづくりの目標の達成を目指す予定である。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 大分県 大分市 滝尾中部地区

計画期間 交付期間 28

大目標：防災、防犯のまちづくりによる、安全、安心で快適な住環境の形成
　目標１　災害、犯罪に強い市街地の形成　（防災、防犯性の向上）
　目標２　円滑な交通体系の形成と交通安全性、歩行者の快適性の向上（交通体系の整備）
　目標３　良好な住環境の整備・誘導（住環境の向上）

・本地区は中心市街地の外縁部にあり、中心市街地や大分自動車道へのアクセス機能が高い住宅地である。
・通過交通の多さに比べ、地区内道路は幅員が狭く歩道が未整備の箇所が多くみられる。
・地区整備の必要性が高いことから、土地区画整理事業の実施に向けて進められていた。
・しかしながら、平成15年度の「大分市中期財政見直し」により、財政再建の取り組みの中で公共事業の大幅な見直しが行なわれた。
・土地区画整理事業に代わり、経済的で効果的な整備を行うために、平成16年より地元と整備内容や整備手法について検討し、平成19年度より「まちづくり交付金」の導入により整備を行ってきた。
・５ヵ年の「まちづくり交付金の導入」により、地域の安全・安心・快適性は向上しつつある。
・しかしながら、３期計画の第１期が完了した段階であるため、今後も継続して地域の安心・安全のためのまちづくりを進めていく必要がある。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

目標３：良好な住環境の整備・誘導（住環境の向上）

○児童から高齢者まで利用者の利便性や快適性の向上を図るため、公共施設整備においてはユニバーサルデザイン・景観形成にも配慮した整備を進め
る。
○遊休農地など今後の開発可能性のある地域の良好な住環境形成を誘導するため、地域住民による勉強会を実施しながら地域独自のルールづくり（地区
計画等）を検討する。

■市道 片島津守１号線（片島公園前道路の整備）【道路/基幹事業】

□下水道（雨水施設工事）事業【地域創造支援事業/提案事業】
□まちづくりワークショップの開催（地域防災防犯活動支援）【まちづくり活動推進事業/提案事業】

○（都）片島松岡線の整備【道路/関連事業】

方針に合致する主要な事業

目標１：災害、犯罪に強い市街地の形成　（防災、防犯性の向上）

○災害や犯罪に対して強い市街地を形成するため、緊急車両等も円滑にアクセスできる道路網の整備を行う。
○浸水被害への対策として、幹線排水路の整備や道路整備に伴う道路排水施設の改善、ポンプ場の整備促進など、排水機能の向上を図る。
○新たな避難路の指定、避難訓練や防災マップ等による住民への周知により防災面の強化を図る。
○地域の防災･防犯に関する組織の活動内容の充実（特化した災害に対する避難訓練等）や活発化により、より多くの住民が防災･防犯活動に参加する環
境を形成する。
○防災・防犯に関する地域リーダーの育成や地域コミュニティの醸成により、地域防災力･防犯力の向上を図る。
上記取り組みにより、防災･防犯に対する住民意識の向上と行動力をつけ、ハードとソフトの両面から総合的な地域防災力･防犯力の向上を図る。

■市道 羽田４号線（生活道路の整備）【道路/基幹事業】
■市道 羽田片島２号線（片島公園前道路（北側）の整備）【道路/基幹事業】
■市道 羽田片島１号線（生活道路の整備）【道路/基幹事業】
■市道 片島津守１号線（片島公園前道路下水（南側）の整備）【道路/基幹事業】

□まちづくりワークショップの開催（地域防災防犯活動支援）【まちづくり活動推進事業/提案事業】

目標２：円滑な交通体系の形成と交通安全性、歩行者の快適性の向上　（交通体系の整備）

○円滑な道路交通体系を形成するため、東西方向の骨格道路となる都市計画道路片島松岡線の整備（関連事業）を促進する。
○滝尾小中学校生徒の通学時の安全性を高めるため、通学路となる道路について歩道のカラー舗装による歩車分離の実施など、安全で連続性のある歩
行者空間の整備を図る。

■市道 羽田８号線（小学校進入路の整備）【道路/基幹事業】
■市道 片島５号線（下郡滝尾線連絡道路の整備）【道路/基幹事業】
■市道 加納滝尾中学校線（滝尾小学校前道路の整備）【道路/基幹事業】
■市道 加納滝尾中学校線（滝尾中学校前道路の整備）【道路/基幹事業】
■市道 片島２号線（５差路交差点の整備）【道路/基幹事業】
■市道 片島１号線（張り出し歩道設置整備）【道路/基幹事業】

□まちづくりワークショップの開催（地域防災防犯活動支援）【まちづくり活動推進事業/提案事業】

○（都）片島松岡線の整備【道路/関連事業】

○「地域防災防犯活動支援」について
　「防災、防犯」をテーマに、住民主体によるイベントや地域学習会（ワークショップ）を継続開催し、地域防災力、防犯力の強化を図るとともに、本地区の整備課題の把握とまちづくりについての認識を高める。

○「地域のルールづくり（地区計画）の検討」について
　都市計画道路の整備に合わせた良好な沿道景観形成を図るため、壁面後退や建築物の形態規制など、地域のルールづくりを住民との勉強会を開催しながら検討する。
　遊休農地など今後の開発可能性のある地域の良好な住環境形成を誘導するため、地域住民による勉強会を実施しながら地域独自のルールづくり（地区計画等）を検討する。

○交付期間中の計画の管理について
交付期間中において各種の事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果をあげるため、市と住民が協働して、事業成果についての評価や事業の整備内容、進め方などについてワークショップ等を実施する。また、その結果については、まちづくりニュースを
発行し随時、住民に情報公開する。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 大分市 直 Ｌ=140ｍ、Ｗ=4.0ｍ H24 H25 H24 H25 12 12 12

大分市 直 Ｌ=130ｍ、Ｗ=4.0ｍ H27 H28 H27 H28 10 10 10

大分市 直 Ｌ=60ｍ、Ｗ=7.0ｍ H24 H26 H24 H26 194 194 194

大分市 直 Ｌ=330ｍ、Ｗ=5.0ｍ H24 H25 H24 H25 30 30 30

大分市 直 L=600m、W=7.0m H25 H27 H25 H27 37 37 37

大分市 直 L=330m、W=7.0m H26 H27 H26 H27 83 83 83

大分市 直 L=100m、W=4.0m H25 H26 H25 H26 6 6 6

大分市 直 L=300m、W=5.0m H25 H28 H25 H28 32 32 32

大分市 直 ５差路交差点の整備 H25 H26 H25 H26 26 26 26

大分市 直 Ｌ=210ｍ、Ｗ=7.0ｍ H25 H26 H25 H26 29 29 29

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 458 458 0 458 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
下水道（雨水施設工事）事業 片島地区 大分市 直 L=300m H26 H27 H26 H27 120 120 120

大分市 直 １式 Ｈ28 Ｈ28 Ｈ28 Ｈ28 4 4 4

まちづくりワークショップの開催 大分市 直 １式 Ｈ24 Ｈ28 Ｈ24 Ｈ28 9 9 9

合計 133 133 0 133 …B
合計(A+B) 591

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
大分市 国土交通省 W=18m,L=580m ○ H24 H28 1,928

合計 1,928

うち民負担分
市道 羽田４号線

国費率 0.399236

直／間 規模
（参考）事業期間

市道 加納滝尾中学校線（その１）

市道 加納滝尾中学校線（その２）

市道 片島５号線

市道 羽田片島２号線

市道 羽田８号線

交付対象事業費 591 交付限度額

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

交付期間内事業期間

市道 羽田片島１号線

市道 片島津守１号線

市道 片島２号線

市道 片島１号線

－

－

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
細項目

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分

地域創造
支援事業

事業活用調査
事後評価書作成委託 滝尾中部地区

まちづくり活
動推進事業

滝尾中部地区

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

（都）片島松岡線整備 （都）片島松岡線



都市再生整備計画の区域

　滝尾中部地区（大分県大分市） 面積 140 ha 区域 大分市片島、羽田、米良の各一部

地 区 名；滝尾中部地区
区域面積；140ha

JR大分駅

大分市役所

大分県庁

JR牧駅

JR日豊本線

JR久大本線

国道10号

国道210号

国道197号

国道10号

国道210号

JR豊肥本線

JR滝尾駅

(都)片島松岡線

(都)下郡羽田線



地域防災力・防犯力向上の満足度 （　％　） 52 （23年度） → 56 （28年度）
（都）片島松岡線の通過交通時間 （　秒　） 120 （23年度） → 70 （28年度）
地区内排水に対する満足度 （　％　） 42 （23年度） → 60 （28年度）

　滝尾中部地区（大分県大分市）　整備方針概要図

目標 防災、防犯のまちづくりによる、安全、安心で快適な住環境の形成
代表的な

指標

L=75m

L=150m
L=270m

L=160m
L=60m

L=150m

L=150m

L=170m

L=37m

L=64m

トイレL=160m

L=90m

L=220m

L=130m

L=300m

L=110m

L=140m

L=300m

○関連事業（道路）
（都）片島松岡の整備

■基幹事業（道路）
滝尾中学校前道路の整備
（市道 加納滝尾中学校線）

■基幹事業（道路）
生活道路の改善
（市道 羽田片島１号線）

■基幹事業（道路）
小学校進入路の整備
（市道 羽田８号線）

■基幹事業（道路）
片島公園前道路（北側）整備
（市道 羽田片島２号線）

■基幹事業（道路）
滝尾小学校前道路の整備
（市道 加納滝尾中学校線）

■基幹事業（道路）

生活道路の整備
（市道 羽田４号線）

■基幹事業（道路）
下郡滝尾線連絡道路整備
（市道 片島５号線）

■基幹事業（道路）

５差路交差点の整備
（市道 片島２号線）

羽田東公園

滝尾公民館

■基幹事業（道路）

張り出し歩道設置
（市道 片島１号線）

■基幹事業（道路）
片島公園前道路（南側）整備
（市道 片島津守１号線）

□提案事業
（まちづくり活動推進事業）
まちづくりワークショップの開催
□提案事業
（事業活用調査）
事後評価書作成委託

□提案事業
（地域創造支援事業）
下水道（雨水施設工事）事業

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例



計画の名称：　滝尾中部地区　都市再生整備計画              　事業主体名：　大分市　　                  　

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

⑥円滑な事業執行の環境

（都市再生整備計画事業等タイプ）

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

⑤地元の熱意
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