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ボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティア

テラステラステラステラステラステラステラス

支援ルーム支援ルーム支援ルーム支援ルーム支援ルーム支援ルーム支援ルーム

大学連携交流プラザ大学連携交流プラザ大学連携交流プラザ大学連携交流プラザ大学連携交流プラザ大学連携交流プラザ大学連携交流プラザ 展示ｽﾍﾟｰｽ展示ｽﾍﾟｰｽ展示ｽﾍﾟｰｽ展示ｽﾍﾟｰｽ展示ｽﾍﾟｰｽ展示ｽﾍﾟｰｽ展示ｽﾍﾟｰｽ

＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞＜ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽおおいた＞

＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞

＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞＜大分市産業活性化プラザ＞

保育室保育室保育室保育室保育室保育室保育室

にこにこルームにこにこルームにこにこルームにこにこルームにこにこルームにこにこルームにこにこルーム

　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所

交流スペース交流スペース交流スペース交流スペース交流スペース交流スペース交流スペース



ホルトホール大分ホルトホール大分ホルトホール大分ホルトホール大分ホルトホール大分ホルトホール大分ホルトホール大分

図面凡例図面凡例図面凡例図面凡例図面凡例図面凡例図面凡例施　設　名施　設　名施　設　名施　設　名施　設　名施　設　名施　設　名

　市民ホール　市民ホール　市民ホール　市民ホール　市民ホール　市民ホール　市民ホール

　大分市民図書館　大分市民図書館　大分市民図書館　大分市民図書館　大分市民図書館　大分市民図書館　大分市民図書館

　サテライトキャンパスおおいた　サテライトキャンパスおおいた　サテライトキャンパスおおいた　サテライトキャンパスおおいた　サテライトキャンパスおおいた　サテライトキャンパスおおいた　サテライトキャンパスおおいた

　まちづくり情報プラザ　まちづくり情報プラザ　まちづくり情報プラザ　まちづくり情報プラザ　まちづくり情報プラザ　まちづくり情報プラザ　まちづくり情報プラザ

　大分市産業活性化プラザ　大分市産業活性化プラザ　大分市産業活性化プラザ　大分市産業活性化プラザ　大分市産業活性化プラザ　大分市産業活性化プラザ　大分市産業活性化プラザ

　大分市総合社会福祉保健センター　大分市総合社会福祉保健センター　大分市総合社会福祉保健センター　大分市総合社会福祉保健センター　大分市総合社会福祉保健センター　大分市総合社会福祉保健センター　大分市総合社会福祉保健センター

　シニア交流プラザ　シニア交流プラザ　シニア交流プラザ　シニア交流プラザ　シニア交流プラザ　シニア交流プラザ　シニア交流プラザ

　障がい者福祉センター　障がい者福祉センター　障がい者福祉センター　障がい者福祉センター　障がい者福祉センター　障がい者福祉センター　障がい者福祉センター

　子育て交流センター　子育て交流センター　子育て交流センター　子育て交流センター　子育て交流センター　子育て交流センター　子育て交流センター

　健康プラザ　健康プラザ　健康プラザ　健康プラザ　健康プラザ　健康プラザ　健康プラザ

　母子支援プラザ　母子支援プラザ　母子支援プラザ　母子支援プラザ　母子支援プラザ　母子支援プラザ　母子支援プラザ

　人権啓発センター　人権啓発センター　人権啓発センター　人権啓発センター　人権啓発センター　人権啓発センター　人権啓発センター

　社会福祉協議会等団体事務室　社会福祉協議会等団体事務室　社会福祉協議会等団体事務室　社会福祉協議会等団体事務室　社会福祉協議会等団体事務室　社会福祉協議会等団体事務室　社会福祉協議会等団体事務室

　福祉共有施設　福祉共有施設　福祉共有施設　福祉共有施設　福祉共有施設　福祉共有施設　福祉共有施設

　全体共有施設　全体共有施設　全体共有施設　全体共有施設　全体共有施設　全体共有施設　全体共有施設

　民間収益施設　民間収益施設　民間収益施設　民間収益施設　民間収益施設　民間収益施設　民間収益施設

３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図

ホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエ トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ 客席客席客席客席客席客席客席

＜駅南屋上公園＞＜駅南屋上公園＞＜駅南屋上公園＞＜駅南屋上公園＞＜駅南屋上公園＞＜駅南屋上公園＞＜駅南屋上公園＞
＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞

点字図書室点字図書室点字図書室点字図書室点字図書室点字図書室点字図書室

３０３会議室３０３会議室３０３会議室３０３会議室３０３会議室３０３会議室３０３会議室

３０１会議室３０１会議室３０１会議室３０１会議室３０１会議室３０１会議室３０１会議室

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ 階段階段階段階段階段階段階段

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)(展示･販売ｽﾍﾟｰｽ)

障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室

階段階段階段階段階段階段階段(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜)

管理室管理室管理室管理室管理室管理室管理室

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

階段階段階段階段階段階段階段

階段階段階段階段階段階段階段

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

３０２会議室３０２会議室３０２会議室３０２会議室３０２会議室３０２会議室３０２会議室

更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
階段階段階段階段階段階段階段

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

録音室録音室録音室録音室録音室録音室録音室

書庫書庫書庫書庫書庫書庫書庫

(ﾗｲﾄｺｰﾄ)(ﾗｲﾄｺｰﾄ)(ﾗｲﾄｺｰﾄ)(ﾗｲﾄｺｰﾄ)(ﾗｲﾄｺｰﾄ)(ﾗｲﾄｺｰﾄ)(ﾗｲﾄｺｰﾄ)

機能回復訓練室機能回復訓練室機能回復訓練室機能回復訓練室機能回復訓練室機能回復訓練室機能回復訓練室技能習得室技能習得室技能習得室技能習得室技能習得室技能習得室技能習得室

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

相談室相談室相談室相談室相談室相談室相談室

階段階段階段階段階段階段階段

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

福祉用具体験室福祉用具体験室福祉用具体験室福祉用具体験室福祉用具体験室福祉用具体験室福祉用具体験室(吹抜)(吹抜)(吹抜)(吹抜)(吹抜)(吹抜)(吹抜)

ウォーキングプールウォーキングプールウォーキングプールウォーキングプールウォーキングプールウォーキングプールウォーキングプール

テラステラステラステラステラステラステラス

３０４会議室３０４会議室３０４会議室３０４会議室３０４会議室３０４会議室３０４会議室
スタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフ
ルームルームルームルームルームルームルーム

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

福祉用具展示相談室福祉用具展示相談室福祉用具展示相談室福祉用具展示相談室福祉用具展示相談室福祉用具展示相談室福祉用具展示相談室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

＜シニア交流プラザ＞＜シニア交流プラザ＞＜シニア交流プラザ＞＜シニア交流プラザ＞＜シニア交流プラザ＞＜シニア交流プラザ＞＜シニア交流プラザ＞
シニア交流室シニア交流室シニア交流室シニア交流室シニア交流室シニア交流室シニア交流室

発電機室発電機室発電機室発電機室発電機室発電機室発電機室 熱源機械室熱源機械室熱源機械室熱源機械室熱源機械室熱源機械室熱源機械室

(喫茶食堂)(喫茶食堂)(喫茶食堂)(喫茶食堂)(喫茶食堂)(喫茶食堂)(喫茶食堂)

管理室管理室管理室管理室管理室管理室管理室相談室相談室相談室相談室相談室相談室相談室倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

＜母子支援プラザ＞＜母子支援プラザ＞＜母子支援プラザ＞＜母子支援プラザ＞＜母子支援プラザ＞＜母子支援プラザ＞＜母子支援プラザ＞
＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞

点字作業室点字作業室点字作業室点字作業室点字作業室点字作業室点字作業室
＜社会福祉協議会等団体事務室＞＜社会福祉協議会等団体事務室＞＜社会福祉協議会等団体事務室＞＜社会福祉協議会等団体事務室＞＜社会福祉協議会等団体事務室＞＜社会福祉協議会等団体事務室＞＜社会福祉協議会等団体事務室＞

大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室

福祉関係団体活動室福祉関係団体活動室福祉関係団体活動室福祉関係団体活動室福祉関係団体活動室福祉関係団体活動室福祉関係団体活動室

カフェレストランカフェレストランカフェレストランカフェレストランカフェレストランカフェレストランカフェレストラン

（大ホール上部吹抜）（大ホール上部吹抜）（大ホール上部吹抜）（大ホール上部吹抜）（大ホール上部吹抜）（大ホール上部吹抜）（大ホール上部吹抜）

障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室障がい者交流室

(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)(作業･催しｽﾍﾟｰｽ)

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞＜障がい者福祉センター＞

(障)相談室(障)相談室(障)相談室(障)相談室(障)相談室(障)相談室(障)相談室

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ
障がい者生活障がい者生活障がい者生活障がい者生活障がい者生活障がい者生活障がい者生活

支援センター支援センター支援センター支援センター支援センター支援センター支援センター

　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所　大分市桜ケ丘保育所



トップ ライト(□1300)4ヶ所トップ ライト(□1300)4ヶ所トップ ライト(□1300)4ヶ所トップ ライト(□1300)4ヶ所トップ ライト(□1300)4ヶ所トップ ライト(□1300)4ヶ所トップ ライト(□1300)4ヶ所

SKS(5-4)SKS(5-4)SKS(5-4)SKS(5-4)SKS(5-4)SKS(5-4)SKS(5-4)

SKS(5-3)SKS(5-3)SKS(5-3)SKS(5-3)SKS(5-3)SKS(5-3)SKS(5-3)

SKS(5-6)SKS(5-6)SKS(5-6)SKS(5-6)SKS(5-6)SKS(5-6)SKS(5-6)

SKS(5-5)SKS(5-5)SKS(5-5)SKS(5-5)SKS(5-5)SKS(5-5)SKS(5-5)

SKS(5-7)SKS(5-7)SKS(5-7)SKS(5-7)SKS(5-7)SKS(5-7)SKS(5-7)

SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)

SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)SKS(5-8)

SKS(5-2)SKS(5-2)SKS(5-2)SKS(5-2)SKS(5-2)SKS(5-2)SKS(5-2)

SKS(5-1)SKS(5-1)SKS(5-1)SKS(5-1)SKS(5-1)SKS(5-1)SKS(5-1)

SKS(5-10)SKS(5-10)SKS(5-10)SKS(5-10)SKS(5-10)SKS(5-10)SKS(5-10)

SKS(5-9)SKS(5-9)SKS(5-9)SKS(5-9)SKS(5-9)SKS(5-9)SKS(5-9)
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