
H29

H29

H29

市 福 居 商 交

○

○

○

○

○

○

○市道中央住吉２号線修景整備事業 H26～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H26～H29 大分市 市道中央住吉２号線電線共同溝整備に伴う道路修景整備

市道中央住吉１号線修景整備事業 H26～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H26～H29 大分市
市道中央住吉１号線電線共同溝整備に伴う道路
修景整備

金池南公園整備事業 H24～H25
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大分駅周辺地区））

H24～H25 大分市
大分駅南土地区画整理事業により創出された金池南公園用地を
整備する

高架下駐輪場整備事業（駐輪場設
置）

H23～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大分駅周辺地区）・地
域生活基盤施設）

H23～H25 大分市 高架下の空間を有効活用して駐輪場の整備を行う

小鹿児童公園リニューアル事業 H24～H25
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大分駅周辺地区））

H25 大分市 都市計画道路末広東大道線とあわせて小鹿公園の再整備を行う

人口

社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H19～H25

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大分駅周辺地区））

H21～H25

大分市
大分駅南土地区画整理事業の事業効果を最大限に活かすため、
区画整理区域の周辺道路を整備

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

大分商工会議所

末広東大道線街路事業 H19～H25

40.0

804

歩行者通行量(人)

支援措置

面積

市町村全域(km2)

501.28㎢ 145ha

特別用途地区

都市計画決定日

H20.5.2475,788

中心市街地(人)

15,300H29.7.28

事業名

激変する商業環境へのエリアマネジメントによる経営戦略の構
築

計画期間

変化するまちと既存ストックの連続性による魅力の向上

コミュニティ連携による新たな賑わいのスキーム構築

開始

H25.4

小売業年間商品販売額(億円)

中心市街地活性化協議会

名称

指標

期間

現況 目標

市町村全域(人)

目標

最終変更日

支援措置
期間

H20.4.23

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

㈱大分まちなか倶楽部

中心市街地(ha)

区分

まちなか滞留時間（３時間以上の割合）(％)

終了

H30.3

設立日

大分県

大分市中心市街地活性化協議会

市町村名

大分市

都道府県名 基本計画名称

第2期大分市中心市街地活性化基本計画

認定日

H25.3.29 5年

実施主体事業期間

H23 880

291,535 H23 350,000

32.2 H23

概要



市 福 居 商 交
支援措置事業名

支援措置
期間

区分
実施主体事業期間 概要

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○県庁前古国府線再整備事業 H20～H29
防災・安全交付金（道路
事業）

H28～H29 大分市
中央通りの自動車交通処理等のため、道路空間の再整備を行
う。

市道府内11号線電線共同溝整備事
業

H28～H32
防災・安全交付金（道路
事業）

H28～H32 大分市 府内11号線電線共同溝整備事業

市道中央住吉2号線電線共同溝整備
事業

H22～H26
社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H22～H26 大分市 市道中央住吉2号線の電線類地中化

市道中央住吉 1号線電線共同溝整
備事業

H22～H26
社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H22～H26 大分市 市道中央住吉1号線の電線類地中化

安全・快適な自転車走行ネット
ワーク事業（土地区画整理事業）

H19～H27
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H7～H27 大分市
大分駅南土地区画整理事業区域内において自転車の走行空間を
創り、人の安全空間と自転車交通環境を構築する

庄の原佐野線電線類地中化事業
（土地区画整理事業）

H17～H28
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H7～H27 大分市
庄の原佐野線の大分駅南土地区画整理事業区域内について電線
類の地中化を行う

シンボルロード整備事業（土地区
画整理事業）

H8～H27
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H7～H27 大分市
大分駅南土地区画整理事業により整備される幅員 100ｍの道路
について整備を行う

大分駅北口駅前広場整備事業（土
地区画整理事業）

H8～H28
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H7～H27 大分市 大分駅南土地区画整理事業により北口駅前広場の整備を行う

大分駅南土地区画整理事業 H8～H28
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H7～H27 大分市
公共施設整備や都市型住宅地の整備を行い、中心市街地にふさ
わしい地区を創出する

大分城址公園の整備を行い、中心市街地における憩いやにぎわ
いの場を創出する

大分城址公園修景整備事業 H29～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H29～H30 大分市



市 福 居 商 交
支援措置事業名

支援措置
期間

区分
実施主体事業期間 概要

○

○

○

○

○

○

○

放置自転車対策や啓発活動、レンタサイクル事業、自転車関連
イベント等社会資本整備総合交付金

（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H26

環境にやさしい自転車のまちづく
り啓発事業

H21～ 大分市

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分駅周辺地区)）

H25

市道中央町・南春日線シェルター
設置事業

大分都心南北軸トータルデザイン
策定調査

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

商店街から県立美術館につながる歩道空間にシェルターを設置
する。

市民の意向や専門知識を持ったデザインアドバイザーからの意
見をとりまとめ、高質な都市空間の整備に繋げる

H26

H26

H26 大分市

H26 大分市

まちなかにぎわい創出事業 H26 大分市

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

観光案内サイン設置事業 H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H26

中心市街地地区でのにぎわい創出に向けたイベントを継続的に
開催する事業

H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H26～H29

まちなか 出店サポートセンター運
営事業（まちなか出店サポート事
業、テナントミックス・イベント
ミックス）

H25～H29 大分市 ○

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大分駅周辺地区））

H25

大分市 大分市の観光施設の案内板を駅周辺に設置する

○

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大分駅周辺地区））

H25 大分市 公共施設案内及び通りの名称サイン設置事業

まちなかの出店相談者をサポートする事業

デジタルサイネージ型案内板設置
事業

来街者に中心市街地のリアルタイム情報を提供する案内板を設
置する。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H26 H26 大分市

都市博物館モデルルート策定事業 H25～

大分市中心市街地プロモーション
事業

H28～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H28～H29 大分市 中心市街地地のＰＲを市内外問わず広域に発信する。



市 福 居 商 交
支援措置事業名

支援措置
期間

区分
実施主体事業期間 概要

○

○

○

○

府内城宗門櫓復元公開活用事業 H28～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H28～H30 大分市
宗門櫓を復元し公開するとともに復元過程の公開・情報発信も
行う。

中心市街地循環バス導入可能性調
査事業

H24～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(大分市中心市街地地
区)）

H27～H29 大分市 中心市街地での民間による循環バス導入の可能性調査

公共交通環境整備事業 H24～H26
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H24～H25 大分市 交通結節機能用地及び高架下にタクシー待機場を整備する

大分駅付近連続立体交差事業 H8～H25
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H8～H25 大分県 大分駅を中心とした南北市街地の一体化事業


