
 

      
 
 

国 土 交 通 省    大分市 
 

                                  令和３年１０月１１日 

 

発表先 県政記者室                      九州地方整備局大分河川国道事務所 

大分市政記者クラブ                大分市都市計画部 
 
 

大分川でアウトドア体験イベント 
 

『大分川がモット近くなる日』を開催します。 
 
 

 
スポーツの秋！行楽の秋！食欲の秋！ 
宗麟大橋付近の河川敷でスポーツやレジャー、デイキャンプなど秋を満喫 
しませんか？ 
感染症対策にご協力のうえ、広々とした水辺の空間で大分川を堪能しよう！ 

 
 

記 
 

１．日時 令和３年１０月３１日（日） １０時００分～１５時００分 
 

２．場所 宗麟大橋付近の河川敷（別紙参照） 

 
  ３． このイベントは「大分川下流域かわまちづくり」事業の一環として実施します！ 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 
国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 
 調査第一課長    小野 富生 電話 097-546-1474（ダイヤルイン） 

   
大分市 都市計画部 
 まちなみ企画課長  武安 高志  電話 097-585-6004（ダイヤルイン）  

 



10.31 SUN 10:00～15:00

【主催】大分川下流域かわまちづくり推進部会

【お問い合わせ】

国土交通省大分河川国道事務所調査第一課 097-546-1474

大分市 まちなみ企画課 097-585-6004

大分市 河川・みなと振興課 097-537-5632

デイキャンプ体験

キャンプフリーサイト

Ｅボート体験

セーリング・カヌー体験

イベント詳細は裏面へ

体験
無料

大分市元町
宗麟大橋付近

事前予約
優先
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・大分川下流域の河川敷がにぎわいの場となるよう､官民が協力して「かわまちづくり」の整備
内容について検討中です。大分川を利用・活用される皆さまや専門家の方々の意見を聴きな
がら、大分川の魅力を発揮できるような空間を目指しています。

“かわづくり”と“まちづくり”が一体となった 良好な水辺空間の形成

連携
使いきれていない地域資源（魅力）
⇒歴史・文化・景色・水辺

・高水敷・堤防敷 など

既存の事業・イベント
⇒まちづくり、健康づくり など

川を日常的に楽しめる『場』に変化させ、交流の拠点に
そして、魅力的な『まち』へ

地域住民(市民・団体)の
新しい発想

近隣の事例：那珂川かわまちづくり(福岡市)

那珂川河畔オープンカフェ リバーフロントプレイス ウォーキング大会 カヌー体験 １

（１）．かわまちづくりの概要
「⼤分川下流域かわまちづくり」



かわまち申請の対象範囲

⾄JR⼤分駅

別府湾

中世⼤友府内町跡

南蛮BVNGO交流館

国道10号環境整備

上原館跡

主要検討エリア

左岸 弁天大橋～宗麟大橋
(R4年度検討範囲)

（２）．対象範囲
「⼤分川下流域かわまちづくり」

・対象範囲は、河⼝〜府内⼤橋までの「⼤分川下流域」全体。
・その中で、「左岸 弁天⼤橋〜宗麟⼤橋」を主要検討エリアとし、R４年度の登録を⽬指す。
・特に「旧万寿寺地区」と「弁天⼤橋〜舞鶴橋」を中⼼拠点として位置付けて、検討を⾏う。
・その他のエリアについては、利活⽤・整備ニーズや計画熟度の⾼まりに応じ、次の機会の申請とする。（今回申請の概ね5年後）

旧万寿寺

２



（３）．推進体制
「⼤分川下流域かわまちづくり」

■推進体制
・「検討委員会」は、承認組織として、推進部会で検討された取り組み等をとりまとめ、かわまちづくり計画を策定する
・「推進部会」は、実践組織として、利活⽤・維持管理の具体的な企画・検討・試⾏を通じ、実践的な取り組みを進める

承認組織

⼤分川下流域かわまちづくり検討委員会
学識者・地域団体・⾏政関係 等
…かわまちづくり計画の策定、取組の承認

実践組織

⼤分川下流域かわまちづくり推進部会
地域住⺠・活動団体・⾏政関係 等

…具体的な取組内容の企画・検討・実践（社会実験）

承認

報告

所属・役職
⼤分⼯業⾼等専⾨学校 名誉教授
⻄⽇本⼯⼤学 教授
⼤分市⾦池⼩学校 校⻑
⼤分⽣物談話会 代表
⼤分市⾃治委員連絡協議会 会⻑
⼤分中央地区⾃治委員連絡協議会 会⻑
国⼟交通省 ⼤分河川国道事務所 所⻑
⼤分県教育庁⽂化課 課⻑
⼤分県⼤分⼟⽊事務所 所⻑
⼤分市企画部 スポーツ振興課 課⻑
⼤分市都市計画部 都市交通対策課 課⻑
⼤分市都市計画部公園緑地課 課⻑
⼤分市教育委員会⽂化財課 課⻑

所属・役職
⼤分市観光協会 専務理事
⼤分市観光協会 事務局⻑
⼤分県カヌー協会 理事⻑
⼤分県セーリング連盟 事務局⻑
⼤分舞鶴⾼校 カヌー部顧問
⼤分市ウォーキング協会 会⻑
⼤分市ウォーキング協会 副会⻑
⼤分市ウォーキング協会
NPO法⼈アシスト・パル・オオイタ
ボーイスカウト⼤分県連盟 事務局⻑
⼤分川漁業協同組合 代表理事組合⻑
⾦池校区まちづくり協議会
⼤分県⼤分⼟⽊事務所 企画調査課 副主幹
⼤分県⼤分⼟⽊事務所 道路保全課 主査
⼤分県⼤分⼟⽊事務所 河川砂防課 主査
⼤分市 スポーツ振興課 参事
⼤分市 スポーツ振興課 主査
⼤分市 ⽂化財課 参事補

第１回（令和２年９⽉２５⽇）
第２回（令和３年６⽉１１⽇）
第３回（令和３年７⽉１２⽇）

第１回（令和３年３⽉３０⽇）
第２回（令和３年４⽉２８⽇）
第３回（令和３年７⽉１２⽇）
第４回（令和３年７⽉２９⽇）
第５回（令和３年９⽉１７⽇）
第６回（令和３年９⽉２９⽇）

３



（４）．⽬標像
「⼤分川下流域かわまちづくり」

滝
尾
橋

弁天島公園

南蛮BVNGO交流館
⼤友⽒遺跡歴史公園

国道10号環境整備

⻑浜⼩

岩⽥中⾼

多⽬的広場

JR⼤分駅

鉄
道
橋

JR滝尾駅

豊府⾼

芸術⽂化短期⼤
芸術緑丘⾼森岡⼩

「右岸弁天⼤橋〜宗麟⼤橋区間」テーマ案：
都市の⽔辺の多⽬的利⽤エリア
利⽤ニーズに応じた
⼦どもから⾼齢者まで憩える河川空間づくり

「広瀬橋〜府内⼤橋区間」テーマ案：
⼈と⾃然の共⽣と⽔辺散策エリア
⾃然環境を活かし、散策等の利便性の向上

⼤分旧ホバー基地

⼤分川の歴史や⾃然を活かし、都市の中で⽔と緑に親しめる空間づくり全体コンセプト案

・「左岸弁天⼤橋〜宗麟⼤橋区間」は、遺跡整備計画やスポーツ・健康と連携したかわとまちの賑わいづくりに取り組むを⽬指す。
・「右岸弁天⼤橋〜宗麟⼤橋区間」は、⼤分東部地域のまちづくりを踏まえ、利⽤ニーズに応じた⼦どもから⾼齢者まで憩える河
川空間づくりを⽬指す。

・「広瀬橋〜府内⼤橋区間」においては、⾃然環境を活かし、散策等の利便性の向上を⽬指す。

宗
麟
⼤
橋

グラウンド

広場(ホタルの遊歩道)
グラウンド

グラウンド

⼤分舞鶴⾼
市営陸上競技場

「左岸弁天⼤橋〜宗麟⼤橋区間」テーマ案：
⼤友宗麟の偉功に触れ⽔辺で楽しむエリア
歴史やスポーツ・健康のまちづくりと連携した
⽔辺の整備と賑わいづくり

⽔⾯利⽤や散策路
による上下流の導

線の確保

４



（５）．旧万寿寺地区の利活⽤・整備イメージ
「⼤分川下流域かわまちづくり」

駐⾞

⾼⽔敷整正⾼⽔敷整正

マルシェ・祭等

階段階段

階段
(改修)
階段
(改修)キャンプ等

親⽔護岸親⽔護岸

カヌー・セーリング体験等

体験学習・探索等

川裏盛⼟川裏盛⼟

転回スペース改良転回スペース改良

坂路改良坂路改良
トイレ
⽔道施設
トイレ
⽔道施設

安全なウォーキング・サイクリング等

33

3
/
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3
/
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4
/
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多⽬的広場
階段

：国

：市

■整備メニュー（案）
［国］⾼⽔敷整正、川裏盛⼟、親⽔護岸、階段、階段(改修)、坂路改良、転回スペース改良、緊急⽤河川敷道路舗装 等
［市］駐⾞場、トイレ、⽔道施設、案内サイン、多⽬的広場整備 等

⾼⽔敷整正⾼⽔敷整正

階段階段

階段
(改修)
階段
(改修)

親⽔護岸親⽔護岸

川裏盛⼟川裏盛⼟

転回スペース改良転回スペース改良

坂路改良坂路改良
トイレ
⽔道施設
トイレ
⽔道施設

親⽔護岸親⽔護岸

ワンド整備ワンド整備

親⽔護岸親⽔護岸

ワンド整備ワンド整備

多⽬的広場整備多⽬的広場整備
案内サイン案内サイン

多⽬的広場整備多⽬的広場整備

案内サイン案内サイン

駐⾞場整備駐⾞場整備

駐⾞場整備駐⾞場整備

※イメージ図等は、現時点で推進部会により検討しているものであり、確定したものではありません。
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