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前回委員会の計画素案からの主な変更点について

１ 新旧対照表
ページ 項目等 修正前 修正後 備考

1 P5 第２ 千秋 久保田城址歴史案内ボラン 久保田城址歴史案内ボラン 委員意見

上9行目 公園の現 ティアの会により ティアの会や秋田市観光案

状把握 内人の会などにより

１ 千秋公

園の概況

2 P15 ３ これま （記載なし） (3) これまでの取組のまと 委員意見

での取組 め

(3) これま 前計画では、計画テー

での取組 マである「水と緑と歴史

のまとめ 的資質を活かした市民に

よる公園づくり」に基づ

き、表門をはじめ、市民

広場、西側ポケットパー

クおよび堀の水質浄化設

備など、千秋公園の歴史

的経緯と敷地特性を活か

した整備を進めてきまし

た。

その一方で、歴史的建

造物の復元や私設建造物

の移転など、いくつかの

整備項目が実施に至って

おりません。

そのため、本計画にお

いては、前計画の反省を

踏まえ、十分な進捗管理

のもと、より効果的で具

体的な施策による公園づ

くりを進めることが求め

られています。

3 P50 第５ 再整 (1) 新たなフォトスポット (1) 景観眺望点（フォトス 委員意見

上7行目 備計画 の整備 ポット）の整備

基本方針① Ø佐竹史料館南側付近を新 Ø 優れた景観が望める場所
２ 眺望景 たな眺望点（フォトスポ を景観眺望点（フォトス

観や開放 ット）として整備しま ポット）として、場所の

的な空間 す。 明示や案内板を設置し、

の確保 支障木のせん定などの整

備を行います。

※なお、「５ 佐竹史料館

の改築」(P58)で、史料館

裏に設定していた眺望点

は、直下に住宅があるこ

とや十分な眺望が望めな

いことから削除した。

資料－２
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ページ 項目等 修正前 修正後 備考

4 P51 ３ 堀の保 (1) 内堀等の水質浄化 (1) 内堀、黒門の堀の水質 市民意見

上9行目 全、水質 浄化

浄化 Ø内堀の堆積物の除去や外 Ø 内堀や黒門の堀につい
堀からの導水量を増やす て、堆積物の除去や外堀

ことにより水質の改善を 等からの導水量を増やす

図ります。 ことなどにより水質の改

善を図ります。

5 P59 基本方針② （記載なし） (1) 久保田城御隅櫓の魅力 市民意見

６ 久保田 向上

城御隅櫓 久保田城御隅櫓は、久

の魅力向 保田城本丸北西の隅に位

上 置していた見張り場と武

器庫の役目を持った櫓

を、市制１００周年を記

念し、展望室を加えて復

元したものです。

久保田城御隅櫓内の展

示室では、現在、久保田

城や秋田藩主佐竹氏につ

いて、歴史パネルなどに

より紹介しております

が、佐竹史料館の改築に

合わせ、展示内容の見直

しを行い、楽しみながら

学べる展示を目指しま

す。

また、展望室からの眺

望は、久保田城御隅櫓の

魅力の一つであり、生長

により眺望阻害となる樹

木については、伐採・せ

ん定します。

6 P61 基本方針③ (1) 駐車場の整備 (1) 駐車場の拡充 委員意見

上10行 １ 駐車場 公園利用者の利用が多 公園利用者の利用が多

目 の拡充 く、今後、公園管理事務 く、今後、公園管理事務

所を移転・再整備する市 所を移転・再整備する市

民交流ゾーンの東側（バ 民交流ゾーンの東側（バ

ス専用駐車場の北側で、 ス専用駐車場の北側で、

現在、児童遊園地として 現在、児童遊園地として

利用）に、新しく駐車場 利用）に、新しく駐車場

（有料）を整備します。 （有料）を整備します。

なお、駐車場の出入口 なお、駐車場の出入口

は、隣接するバス停との は、隣接するバス停との

離隔に配慮します。 離隔に配慮します。

また、既存駐車場につ

いては、老朽化している

機器等の再整備を行いま

す。
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ページ 項目等 修正前 修正後 備考

7 P64 ４ 案内機 (1) 総合案内板、誘導標識 (1) 総合案内板、誘導標識 委員意見

上7行目 能の強化 の見直し の見直し

Ø外国人利用に配慮し、近 Ø 外国人利用に配慮し、近
年需要が高まっている総 年需要が高まっている総

合案内板の外国語表記や 合案内板の外国語表記や

内容を見直します。 内容を見直します。

Ø整備時期の違いによる様 Ø 整備時期の違いによる様
々なデザインの総合案内 々なデザインの総合案内

板は、改修の際に統一し 板は、改修の際に統一し

たデザイン方針に基づき たデザイン方針に基づき

整備します。 整備します。

Ø誘導標識のQRコードの解 Ø 公園アプローチ動線や回
説内容を見直します。 遊性を考慮した案内標識

について、周辺施設と連

携を図りながら整備しま

す。

Ø スマートフォンやタブレ
ット等を活用した案内シ

ステムの導入を検討しま

す。

8 P67 基本方針④ １ 芸術文化施設との連 １ 中心市街地にある他施 市民意見

上2行目 １ 中心市 携 設との連携

街地にあ (1) 周辺駐車場の利活用の (1) 周辺駐車場等の利活用

る他施設 促進 の促進

との連携 Ø公園内に不足する駐車台 Ø 公園内に不足する駐車台
数を補うため、中心市街 数を補うため、中心市街

地駐車場マップなどを活 地駐車場マップなどを活

用し、隣接するエリアな 用し、周辺にあるエリア

かいち駐車場などの利活 なかいち駐車場などの利

用や新設される県・市連 活用や新設される県・市

携文化施設の駐車場との 連携文化施設の駐車場と

連携を図ります。 の連携を図ります。

9 P67 同上 (2) 中心市街地と連携した (2) 中心市街地と連携した 市民意見

上10行 イベントとの協力 イベントとの協力

目 Ø中心市街地で開催される Ø 県・市連携文化施設や旧
イベントへ協力していき 県立美術館で行われる芸

ます。 術文化イベントなど、中

心市街地で開催されるイ

ベントに協力（広告や会

場としての利用等）して

いきます。

10 P70 ３ 親水空 (1) ポケットパーク（親水 (1) ポケットパーク（親水 市民意見

図 間の充実 広場）からつながる遊歩 広場）からつながる遊歩

道（デッキ）の整備 道（デッキ）の整備

（イメージ図に遊歩道を記 （イメージ図に動線を確保

載） する破線へ変更）
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ページ 項目等 修正前 修正後 備考

11 P77 基本方針⑤ （記載なし） (2) 計画の見直し 委員意見

上7行目 ５ 進行管 Ø 概ね５年ごとに、各施策
理の見え について実施状況を基に

る化の実 検証し、必要に応じて計

践 画の見直しを行うことと

します。


