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秋田市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

略 

２．中心市街地の位置および区域 

略 

３．中心市街地の活性化の目標 

略 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］ 

略 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実施

時期 

その他

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

市道千秋明徳町１号線無電

柱化事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

[事業名] 

都市計画道路事業千秋久保

田町線 

[内容] 

秋田駅西北地区土地区画

整理事業区域外の都市計画

道路･千秋久保田町線の整

備。 

Ｌ＝120ｍ Ｗ＝18ｍ 

[実施時期] 

H21～R2 

市 一方通行で十分な歩道幅員

を確保できていない当該路線

について、既存道路拡幅に併

せて、無電柱化および歩道融

雪施設を整備することで、中

心市街地へのアクセス性を向

上させ、歩行者・自転車の安

全で安心な通行空間の確保を

図る中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

(歩行者・自転車通行量) 

(人 口 の 社 会 増 加 数 ) 

[支援措置] 

防災・安全交付金（道路

事業） 

[実施時期] 

H29～R2 

 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

略 

２．中心市街地の位置および区域 

略 

３．中心市街地の活性化の目標 

略 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の

整備改善のための事業に関する事項 

［１］ 

略 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実施

時期 

その他

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

市道千秋明徳町１号線無電

柱化事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

[事業名] 

都市計画道路事業千秋久保

田町線 

[内容] 

秋田駅西北地区土地区画

整理事業区域外の都市計画

道路･千秋久保田町線の整

備。 

Ｌ＝120ｍ Ｗ＝18ｍ 

[実施時期] 

H21～R2 

市 現況一方通行で十分な歩道

幅員を確保できていない当該

路線について、現道拡幅に併

せて、無電柱化および歩道融

雪施設を整備することで、中

心市街地へのアクセス性を向

上させ、歩行者・自転車の安

全で安心な通行空間の確保を

図る中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

(歩行者・自転車通行量) 

(人 口 の 社 会 増 加 数 ) 

[支援措置] 

防災・安全交付金（道路

事業（街路）） 

[実施時期] 

H29～R2 
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[事業名] 

秋田駅西北地区土地区画整

理事業 

[内容] 

地区面積   5.8ha 

都市計画道路 ４路線 

公園整備   １箇所 

区画道路   ９路線 

[実施時期] 

H6～R10 

市  鉄道跡地等大規模空閑地が

残るなど、低密度の土地利用

となっていた当該地区におい

て、良好かつ健全な市街地の

形成を図るとともに、鉄道で

分断された秋田駅東西地区を

結ぶ幹線道路を整備すること

で、中心市街地のアクセス性

向上による歩行者自転車通行

量の増加を図る、中心市街地

の活性化に必要な事業であ

る。 

(歩行者・自転車通行量) 

(人 口 の 社 会 増 加 数 ) 

[支援措置] 

社会資本整備総合交付金

（道路事業） 

[実施時期] 

H29～R1 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

[事業名] 

千秋公園整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

秋田駅西北地区土地区画整

理事業（再掲） 

[内容] 

地区面積   5.8ha 

都市計画道路 ４路線 

公園整備   １箇所 

区画道路   ９路線 

[実施時期] 

H6～R10 

市  鉄道跡地等大規模空閑地が

残るなど、低密度の土地利用

となっていた当該地区におい

て、良好かつ健全な市街地の

形成を図るとともに、鉄道で

分断された秋田駅東西地区を

結ぶ幹線道路を整備すること

で、中心市街地のアクセス性

向上による歩行者自転車通行

量の増加を図る、中心市街地

の活性化に必要な事業であ

る。 

(歩行者・自転車通行量) 

(人 口 の 社 会 増 加 数 ) 

[支援措置] 

社会資本整備総合交付

金（道路事業） 

[実施時期] 

R2～R3 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

国以外の支援措置の内容

及び実施時期 

その

他の

事項 

[事業名] 

秋田駅西北地区土地区画整

理事業 

[内容] 

地区面積   5.8ha 

都市計画道路 ４路線 

公園整備   １箇所 

区画道路   ９路線 

[実施時期] 

H6～R10 

市  鉄道跡地等大規模空閑地が

残るなど、低密度の土地利用

となっていた当該地区におい

て、良好かつ健全な市街地の

形成を図るとともに、鉄道で

分断された秋田駅東西地区を

結ぶ幹線道路を整備すること

で、中心市街地のアクセス性

向上による歩行者自転車通行

量の増加を図る、中心市街地

の活性化に必要な事業であ

る。 

(歩行者・自転車通行量) 

(人 口 の 社 会 増 加 数 ) 

[支援措置] 

社会資本整備総合交付金

（道路事業（区画）） 

[実施時期] 

H29～R1 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

[事業名] 

千秋公園整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

秋田駅西北地区土地区画整

理事業（再掲） 

[内容] 

地区面積   5.8ha 

都市計画道路 ４路線 

公園整備   １箇所 

区画道路   ９路線 

[実施時期] 

H6～R10 

市  鉄道跡地等大規模空閑地が

残るなど、低密度の土地利用

となっていた当該地区におい

て、良好かつ健全な市街地の

形成を図るとともに、鉄道で

分断された秋田駅東西地区を

結ぶ幹線道路を整備すること

で、中心市街地のアクセス性

向上による歩行者自転車通行

量の増加を図る、中心市街地

の活性化に必要な事業であ

る。 

(歩行者・自転車通行量) 

(人 口 の 社 会 増 加 数 ) 

[支援措置] 

社会資本整備総合交付

金（道路事業（区画）） 

[実施時期] 

R2～R3 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

国以外の支援措置の内容

及び実施時期 

その

他の

事項 
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[事業名] 

秋田駅前北第一地区市街地

再開発事業 

（略） 

（略） （略）   

 [事業名] 

コミュニティサイクル導入

調査事業 

[内容] 

中心市街地を含む市の都

心部を対象区域とし、主要ポ

イントにおけるサイクルポ

ートの設置などにより移動

における利便性の向上や、市

街地のにぎわい創出等を目

的としたコミュニティサイ

クルについて、導入における

課題対応、市民の意向等の把

握、観光分野との連携の可能

性等実現に向けた調査検討

を行う。 

[実施時期] 

H30～R2 

市 中心市街地の回遊性向上や

公共交通の補完するコミュニ

ティサイクルの導入は、まち

なかへの回遊を促す上で有効

であり、その導入のための調

査事業は、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

 

(歩行者・自転車通行量) 

(芸術文化施設利用者数) 

(市民活動等施設利用件数) 

  

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

略 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向

上のための事業及び措置に関する事項 

［１］ 

略 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実施

時期 

その他

の事項 

（略） （略） （略） 

 

 

 

（略） （略） 

[事業名] 

秋田駅前北第一地区市街地

再開発事業 

（略） 

（略） （略）   

 [事業名] 

コミュニティサイクル導入

調査事業 

[内容] 

中心市街地を含む市の都

心部を対象区域とし、主要ポ

イントにおけるサイクルポ

ートの設置などにより移動

における利便性の向上や、市

街地のにぎわい創出等を目

的としたコミュニティサイ

クルについて、導入における

課題対応、市民の意向等の把

握、観光分野との連携の可能

性等実現に向けた調査検討

を行う。 

[実施時期] 

H30～ 

市 中心市街地の回遊性向上や

公共交通の補完するコミュニ

ティサイクルの導入は、まち

なかへの回遊を促す上で有効

であり、その導入のための調

査事業は、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

 

(歩行者・自転車通行量) 

(芸術文化施設利用者数) 

(市民活動等施設利用件数) 

  

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

略 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体

として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向上

のための事業及び措置に関する事項 

［１］ 

略 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実施

時期 

その他

の事項 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

（略） （略） 
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[事業名] 

あきたピアノフェスティバ

ル 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実施

時期 

その他

の事項 

 

 

（４）へ移設 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

チャレンジオフィスあきた

運営事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

[事業名] 

なかこうじ街中ハロウィン

フェスタ 

[内容] 

商店街をハロウィン統一

のディスプレイで装飾し、仮

装した親子によるパレード

や仮装コンテスト、抽選会等

を実施する。 

[実施時期] 

H16～ 

商店街 

 

仮装パレードや各店舗にお

ける各種サービスの実施によ

り、コミュニケーションの促

進、新規顧客の獲得、にぎわ

いの創出を図るもので、中心

市街地の活性化に必要な事業

である。 

(歩行者・自転車通行量) 

[支援措置] 

Go To 商店街 

[実施時期] 

R2 

 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

国以外の支援措置の内

容及び実施時期 

その他

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

あきたピアノフェスティバ

ル 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現す

るための位置付け及び必要性 

支援措置の内容及び実施

時期 

その他

の事項 

[事業名] 

旧秋田魁新報社跡地への商

業施設の整備 

[内容] 

市有地を活用し、商店街の

核となる商業施設等の整備

を行う。 

事業地面積約 1,066 ㎡ 

店舗数 18区画 

[実施時期] 

H29～R3 

民間 国登録有形文化財の移築に

合わせ、文化財を活かした商

店街の核となるコンパクトな

商業施設等を整備する事業で

あり、隣接する商業施設と一

体化するような歩行空間が形

成され、にぎわいの創出と商

業の活性化に資するもので、

中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

(歩行者・自転車通行量)  

(商業集積促進関連制度利用件数) 

[支援措置] 

商店街活性化・観光消費

創出事業 

[実施時期] 

R2～R3 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

チャレンジオフィスあきた

運営事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

 

 

（４）より移設 

 )  

 
  

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現

するための位置付け及び必

要性 

国以外の支援措置の内

容及び実施時期 

その他

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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[事業名] 

ふるさと駅前カーニバル＆エキマ

エキャンドルアート 

（略） 

（略） （略）   

 

 

（3）へ移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

秋田拠点センターアルヴェ

ローカル５Ｇ基地局整備経

費負担金 

（略） 

（略） （略）   

[事業名] 

旧秋田魁新報社跡地への商

業施設の整備 

[内容] 

市有地を活用し、商店街

の核となる商業施設等の整

備を行う。 

事業地面積約 1,066 ㎡ 

店舗数 18区画 

[実施時期] 

H29～R3 

民間 国登録有形文化財の移築に

合わせ、文化財を活かした商

店街の核となるコンパクトな

商業施設等を整備する事業で

あり、隣接する商業施設と一

体化するような歩行空間が形

成され、にぎわいの創出と商

業の活性化に資するもので、

中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

(歩行者・自転車通行量)  

(商業集積促進関連制度利用件数) 

  

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

略 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［1］［2］（1） 

略 

(2) 協議会開催状況 

中心市街地活性化協議会（前期計画が終了した平成26年以降のみ記載） 

開催日 議事等 

平成26年6月24日 
秋田市中心街地活性化基本計画（前計画）の検証結果について 

商店街まちづくり事業の調査事業の申請について 

[事業名] 

ふるさと駅前カーニバル＆エキマ

エキャンドルアート 

（略） 

（略） （略）   

[事業名] 

ハロウィンマンスイン仲小

路 

[内容] 

商店街をハロウィン統一

のディスプレイで装飾し、仮

装した親子によるパレード

や仮装コンテスト、抽選会等

を実施する。 

[実施時期] 

H16～ 

商店街 

 

仮装パレードや各店舗に

おける各種サービスの実施

により、コミュニケーション

の促進、新規顧客の獲得、に

ぎわいの創出を図るもので、

中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

(歩行者・自転車通行量) 

  

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業名] 

秋田拠点センターアルヴェ

ローカル５Ｇ基地局整備経

費負担金 

（略） 

（略） （略）   

 

 

（３）より移設 

    

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

略 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［1］［2］（1） 

略 

(2) 協議会開催状況 

中心市街地活性化協議会（前期計画が終了した平成26年以降のみ記載） 

開催日 議事等 

平成26年6月24日 
秋田市中心街地活性化基本計画（前計画）の検証結果について 

商店街まちづくり事業の調査事業の申請について 
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平成26年10月29日 

前期中活計画の内閣府への最終報告 

商店街まちづくり事業の調査事業の申請結果 

まちなかプロジェクトチームトライアル事業の実施状況 

平成27年3月26日 
まちなかプロジェクトチームトライアル事業の進捗状況 

秋田市中心市街地活性化アクションプラン（案）について 

平成27年6月30日 秋田市中心市街地活性化アクションプランについて 

平成27年10月13日 

次期秋田市中心市街地活性化基本計画の策定に向けた動向について 

秋田市中心市街地にぎわい創出事業の実施について 

秋田市中心市街地のその他動向について ほか 

平成28年3月24日 
次期秋田市中心市街地活性化基本計画の策定状況について 

地域商業自立促進事業について ほか 

平成28年6月30日 
「次期秋田市中心市街地活性化基本計画」草案について 

「芸術文化ゾーン」（案）について 

平成28年9月2日 「次期秋田市中心市街地活性化基本計画」原案について 

平成28年12月1日 「秋田市中心市街地活性化基本計画」（案）について 

平成29年3月30日 
「秋田市中心市街地活性化基本計画」の認定について 

県・市連携文化施設整備計画について 

平成29年6月1日 
秋田市中通CCRC拠点整備事業について 

中心市街地商店街活性化支援事業の募集結果について ほか 

平成29年12月19日 
秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗について 

秋田市中心市街地活性化協議会事業の進捗について ほか 

平成30年2月7日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第１回変更案）に関する意見書 

平成30年3月26日 
秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について 

秋田市中心市街地活性化協議会事業について ほか 

平成30年6月5日 中心市街地の活性化に向けた取組に関する報告 ほか 

平成30年10月19日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第２回変更案）に関する意見書 

平成30年12月21日 

秋田市中心市街地活性化基本計画（第２回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画（第３回変更案）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

平成31年2月15日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第３回変更案）に関する意見書 

平成31年3月27日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第３回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

令和元年6月4日 秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗についてほか 

平成26年10月29日 

前期中活計画の内閣府への最終報告 

商店街まちづくり事業の調査事業の申請結果 

まちなかプロジェクトチームトライアル事業の実施状況 

平成27年3月26日 
まちなかプロジェクトチームトライアル事業の進捗状況 

秋田市中心市街地活性化アクションプラン（案）について 

平成27年6月30日 秋田市中心市街地活性化アクションプランについて 

平成27年10月13日 

次期秋田市中心市街地活性化基本計画の策定に向けた動向について 

秋田市中心市街地にぎわい創出事業の実施について 

秋田市中心市街地のその他動向について ほか 

平成28年3月24日 
次期秋田市中心市街地活性化基本計画の策定状況について 

地域商業自立促進事業について ほか 

平成28年6月30日 
「次期秋田市中心市街地活性化基本計画」草案について 

「芸術文化ゾーン」（案）について 

平成28年9月2日 「次期秋田市中心市街地活性化基本計画」原案について 

平成28年12月1日 「秋田市中心市街地活性化基本計画」（案）について 

平成29年3月30日 
「秋田市中心市街地活性化基本計画」の認定について 

県・市連携文化施設整備計画について 

平成29年6月1日 
秋田市中通CCRC拠点整備事業について 

中心市街地商店街活性化支援事業の募集結果について ほか 

平成29年12月19日 
秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗について 

秋田市中心市街地活性化協議会事業の進捗について ほか 

平成30年2月7日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第１回変更案）に関する意見書 

平成30年3月26日 
秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について 

秋田市中心市街地活性化協議会事業について ほか 

平成30年6月5日 中心市街地の活性化に向けた取組に関する報告 ほか 

平成30年10月19日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第２回変更案）に関する意見書 

平成30年12月21日 

秋田市中心市街地活性化基本計画（第２回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画（第３回変更案）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

平成31年2月15日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第３回変更案）に関する意見書 

平成31年3月27日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第３回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

令和元年6月4日 秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗についてほか 
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令和元年12月25日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第４回変更案）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

令和2年2月12日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第４回変更案）に関する意見書 

令和2年3月23日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第４回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

令和2年6月3日 秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗について ほか 

令和2年12月24日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第５回変更案）について ほか 

令和3年2月10日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第５回変更案）に関する意見書 

令和3年3月25日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第５回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

令和3年6月1日 秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗について ほか 

令和3年12月23日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第６回変更案）について ほか 

令和3年12月24日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第６回変更案）に関する意見書 

令和4年3月22日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第６回変更）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

 

略 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

略 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

略 

12．認定基準に適合していることの説明 

略 

令和元年12月25日 
秋田市中心市街地活性化基本計画（第４回変更案）について 

秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業について ほか 

令和2年2月12日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第４回変更案）に関する意見書 

新規追加  

令和2年6月3日 秋田市中心市街地活性化基本計画に関する事業の進捗について ほか 

令和2年12月24日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第５回変更案）について ほか 

令和3年2月10日 秋田市中心市街地活性化基本計画（第５回変更案）に関する意見書 

新規追加  

新規追加  

新規追加  

新規追加  

新規追加  

 

略 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

略 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

略 

12．認定基準に適合していることの説明 

略 


