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第 2次豊後大野市総合計画

後期基本計画

大分県　豊後大野市
令和 3年 3月

【概要版】
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平成 28 年度
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令和元年度
（2019 年度）

令和 2年度
（2020 年度）

令和 3年度
（2021 年度）

令和 4年度
(2022 年度）

令和 5年度
(2023 年度）

令和 6年度
（2024 年度）

令和 7年度
(2025 年度）

基本構想（10年間）

前期基本計画（5年間）

実施計画（5年間） 実施計画（5年間）

後期基本計画（5年間）

毎年度のローリング 毎年度のローリング

第２次豊後大野市総合計画後期基本計画を策定しました

ＳＤＧｓなど持続可能な社会をめざす機運の高まり

総合計画は総合的かつ計画的な行政運営を行うための、まちづくり全般にわたる本市の最上位計画です。 

まちづくりの理念や将来像を示し、市民が主体の地方自治の実現と協働によるまちづくりを進めるための

指針となるものです。 

基本構想・基本計画の目標を達成するために、重要となる施策は何かということを明らかにします。 

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されています。 

そのうち、基本計画は、6つの政策目標に沿って実施する各施策を体系的にまとめたものです。

今回策定した第２次豊後大野市総合計画後期基本計画は、令和3（2021）年度から令和7（2025）年度の5

年間の取組をまとめています。

経済・社会・環境の課題を統合的に解決することを目指すＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取組が、先

進国・開発途上国を問わず始まっています。

ＳＤＧｓは、国連加盟国193か国全ての合意により2015年9月に策定され、2030年を目標年にした持続可

能な社会づくりに関するルールで、貧困撲滅や健康、環境、技術革新、協働など17の目標（ゴール）と169の

具体的活動（ターゲット）によって構成されています。

国においては、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」を設置し、「ＳＤＧｓ未来都市」制度等により、地

方公共団体における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取組の普及・促進を行っています。

本市においては、まちづくりに取り組む方向性は、ＳＤＧｓの目指す17の目標の方向性と同様であることか

ら、総合計画の推進を図ることでＳＤＧｓの目標に繋がるものと考えています。
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豊後大野市の人口

市民意識調査

国立社会保障・人口問題研究所の推計値によれば、2015年以降、減少率（５年間）が7～10％に拡大し、本

市の人口は急速に減少していく見通しとなっており、2030年には３0,000人、2065年には13,874人（2015

年比62.1％減）になると推計されています。 

今後は、地方への新たな人の流れを生み出し、急激な人口減少に歯止めをかけるまちづくりを展開し、

2065年の目標人口を20,609人とします。

将来の豊後大野市の姿については、「日常生活が便利で快適に過ごしている」が59.0％、「誰もが健康で安心

して暮らしている」が58.7％、「豊かな自然環境を大切にして、共生している」が54.1％と多くなっています。 

豊後大野市は将来どのような状態の市になっていけばよいかおたずねしました。
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まちの将来像 人も自然もシアワセなまち

まちづくりの大綱 育ち合い、行動する、市民参画によるコミュニティづくり

基本理念 しごと・くらし・ひと・環境

第２次豊後大野市総合計画基本構想・後期基本計画

総合計画　 の体系図

豊かな生活を支える
しごとがあるまち

しごと
1.農業の振興

2.林業の振興

3.工業の振興

4.商業・サービス業の振興

5.観光の振興

6.雇用環境の向上

1.保健・医療サービスの充実

2.地域福祉の充実

3.結婚・出産・子育て支援の充実

4.高齢者福祉の充実

5.障がい者福祉の充実

6社会保障の充実

豊かな福祉社会の
実現を目指すまち

くらし

豊かなくらしと安心
を実感できるまち

くらし
1.交通ネットワークの整備

2.上下水道の整備

3.住宅環境等の整備

4.土地利用・景観の整備

5.環境衛生の推進

6.移住・定住の促進

7.交通安全・防犯対策の推進

8.防災対策の充実

9.消防・救急体制の充実

10.情報管理、情報化の推進
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総合計画　 の体系図

豊かさをつなぐ協働
によるまちづくり

くらし
1. 地域コミュニティ活動の推進

2.協働によるまちづくりの推進

3.広域連携の推進

4.主体的で計画的な行財政運営の推進

豊かな心と学ぶ意
欲を育むまち

ひと 1.学校教育の充実

2.生涯学習の推進

3.スポーツの振興

4.文化・芸術の振興

5.文化財等の保存・継承

6.人権尊重社会の実現

豊かな自然を未来に
残し伝えるまち

環境

1.ジオ・自然との共生

2.環境保全の推進
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政策目標１
豊かな生活を支えるしごとがあるまち

豊かな生活を支える
しごとがあるまち

しごと
1.農業の振興

2.林業の振興

3.工業の振興

4.商業・サービス業の振興

5.観光の振興

6.雇用環境の向上

施策の展開

〇多様な担い手の確保・育成
〇収益力の向上をめざした生産振興
〇畜産業を支援する
〇持続的かつ安定的な農業経営の確立
〇農地利用の最適化を推進する
〇農業生産基盤を整備する
〇地域資源を活かした農村づくり
〇有害鳥獣対策を強化する
〇林業経営体を支援する
〇林業生産基盤を整備する
〇未整備森林を整備する
〇企業誘致を推進する

〇創業を支援する
〇経営基盤を強化する
〇商業・サービス業を活性化する
〇中心市街地を活性化する
〇里の旅の商品化
〇観光情報発信を強化する
〇観光拠点の整備・活用
〇新しい観光のあり方への取組
〇若者の就業の場の確保
〇就業環境を充実する
〇勤労者福祉を向上する
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政策目標2
豊かな福祉社会の実現を目指すまち

施策の展開

〇健康づくり活動を推進する
〇疾病予防を推進する
〇地域医療環境を充実する
〇地域福祉活動を推進する
〇災害時における地域福祉を支援する
〇子育て支援サービスを充実する
〇保育サービスを充実する
〇結婚に向けた取組を支援する
〇生きがいづくりを推進する

〇介護予防・地域包括ケアを充実する
〇介護サービスを充実する
〇地域生活支援拠点等の整備と充実
〇低所得者福祉を充実する
〇国民健康保険制度の健全な運営を推進する
〇国民年金制度の健全な運営を推進する
〇国民年金制度の健全な運営を推進する

1.保健・医療サービスの充実

2.地域福祉の充実

3.結婚・出産・子育て支援の充実

4.高齢者福祉の充実

5.障がい者福祉の充実

6社会保障の充実

豊かな福祉社会の
実現を目指すまち

くらし

〇地域生活支援事業及び障がい福祉サービスの充実
〇高齢者の健康増進と介護予防を一体的に実施する
〇後期高齢者医療制度の健全な運営を推進する
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政策目標3
豊かなくらしと安心を実感できるまち

施策の展開
〇市道を整備する
〇国道・県道の整備を促進する
〇公共交通の整備を促進する
〇コミュニティバスの運行を推進する
〇公共交通網の整備を推進する
〇上水道等を整備する
〇生活排水処理を推進する
〇市営住宅を整備する
〇公園・緑地を整備する
〇都市計画区域を整備する
〇地籍調査を推進する
〇緑化を推進する
〇持続可能な都市運営を目指す
〇良好な景観を保全・形成する
〇廃棄物対策を充実する
〇循環型社会を形成する
〇汚水処理対策を充実する

〇公衆衛生を推進する
〇移住・定住を促進する
〇関係人口の創出・拡大と取り込み
〇交通安全対策を推進する
〇防犯対策を推進する
〇消費者対策を充実する
〇防災体制を強化する
〇災害危険区域を整備する
〇災害対策を強化する
〇消防・救急体制を強化する
〇消防施設を整備する
〇消防指令業務の共同運用を行う
〇適正な情報管理を強化する
〇広聴・広報活動を充実する
〇ケーブルテレビ事業を充実する
〇携帯電話不感地域を狭める
〇行政デジタルシフトの推進

豊かな暮らしと安心
を実感できるまち

くらし

1.交通ネットワークの整備

2.上下水道の整備

3.住宅環境等の整備

4.土地利用・景観の整備

5.環境衛生の推進

6.移住・定住の促進

7.交通安全・防犯対策の推進

8.防災対策の充実

9.消防・救急体制の充実

10.情報管理、情報化の推進
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政策目標4
豊かさをつなぐ協働によるまちづくり

施策の展開

〇地域コミュニティを育成する
〇地域を支える人材を育成する
〇協働の仕組みづくりと意識を高める
〇多様な広域連携を推進する
〇庁内の人づくり・組織づくり
〇健全な財政運営と財政基盤の強化
〇社会インフラの老朽化等への適切な対応

豊かさをつなぐ協働
によるまちづくり

くらし
1. 地域コミュニティ活動の推進

2.協働によるまちづくりの推進

3.広域連携の推進

4.主体的で計画的な行財政運営の推進
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政策目標5
豊かな心と学ぶ意欲を育むまち

施策の展開

〇教育内容を充実する
〇教育体制を充実する
〇安心安全な教育環境をつくる
〇就学環境を充実する
〇高等学校を支援する
〇生涯学習を推進する
〇公民館機能を充実する
〇図書館利用を推進する
〇生涯スポーツを推進する
〇スポーツ施設を整備する

〇競技スポーツを振興する
〇文化・芸術活動を推進する
〇文化活動施設を整備する
〇友好都市との交流を推進する
〇人権が尊重される地域社会を実現す
る
〇男女共同参画社会づくりを推進する

豊かな心と学ぶ意
欲を育むまち

ひと 1.学校教育の充実

2.生涯学習の推進

3.スポーツの振興

4.文化・芸術の振興

5.文化財等の保存・継承

6.人権尊重社会の実現

〇資料館の展示・収蔵、館外活動の充実と文化財保護の推進
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政策目標6
豊かな自然を未来に残し伝えるまち

施策の展開

〇自然教育を推進する
〇ジオパーク基本計画の推進
〇ユネスコエコパーク事業の推進
〇環境保全対策を推進する
〇自然保護対策を推進する
〇環境美化活動を推進する
〇景観を保全・形成する

豊かな自然を未来に
残し伝えるまち

環境

1.ジオ・自然との共生

2.環境保全の推進



人も自然もシアワセなまち
大分県　豊後大野市

  令和 3 年 3 月

	 	 発行　　豊後大野市まちづくり推進課
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