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八戸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．中心市街地の位置及び区域 

 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）～（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（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 

（仮称）八戸市屋内スケー

ト場建設事業 

 [内容] 

長根公園内にスケート、そ

の他スポーツ、文化活動、

イベント等に利用可能な

屋内スケート場を整備す

る 

[実施時期] 

平成26～31年度 

市 長根公園にスケートの拠点で

あり、その他スポーツや文化活

動、大規模イベントに利用可能

な、地域住民の交流拠点ともな

る屋内スケート場を整備するこ

とにより、大会関係者やイベン

ト関係者等の来街機会の増加や

宿泊に伴う中心街の賑わい創出

に寄与することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

整備イメージ 

[措置の内容] 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

 

[実施時期] 

平成 31年度 

 

美術館整備事業 

[内容] 

旧美術館跡地及び周辺の

市有地の有効活用を図り

ながら新しい美術館を整

備する 

市 旧美術館跡地及び市有地の有

効活用を図りながら、新しい美

術館を整備することにより、来

街者の増加や回遊性の向上に寄

与することが見込まれる。 

 

[措置の内容] 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

 

[実施時期] 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

 略 

 

２．中心市街地の位置及び区域 

 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）～（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（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 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

[実施時期] 

平成 27～32年度 

 

 

 

 

 

整備イメージ 

平成 30～32 年

度 

市立図書館環境整備事業 

[内容] 

市立図書館のエレベータ

ー及び空調機器を更新し

快適な環境を整備する 

[実施時期] 

平成 30～33年度 

市 当施設は、築 34年を経過し、

老朽化が進んでいるが、1984年

の開館時に設置したエレベータ

ーや 1994 年に設置した空調機

器（エアコン）の更新工事を実

施し、快適な利用環境を提供す

ることにより、利用者の増加に

寄与することを目的とする。 

[措置の内容] 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

 

[実施時期] 

平成 30～33 年

度 

 

（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 

旧柏崎小学校跡地広場整

備事業【再掲】（略） 

（略） （略） （略） （略） 

長根公園再編事業（略） （略） （略） （略） （略） 

（仮称）八戸市屋内スケー

ト場建設事業【再掲】 

 [内容] 

長根公園内にスケート、そ

の他スポーツ、文化活動、

イベント等に利用可能な

屋内スケート場を整備す

る 

[実施時期] 

平成26～31年度 

市 長根公園にスケートの拠点で

あり、その他スポーツや文化活

動、大規模イベントに利用可能

な、地域住民の交流拠点ともな

る屋内スケート場を整備するこ

とにより、大会関係者やイベン

ト関係者等の来街機会の増加や

宿泊に伴う中心街の賑わい創出

に寄与することが見込まれる。 

 

図削除 

[措置の内容] 

社会資本整備

総合交付金（都

市公園・緑地等

事業） 

 

[実施時期] 

平成 28～31 年

度 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（八戸市

中 心 拠 点 地

区）） 

 

[実施時期] 

平成 30～31 年

度 

 

美術館整備事業【再掲】 

[内容] 

旧美術館跡地及び周辺の

市有地の有効活用を図り

ながら新しい美術館を整

備する 

市 旧美術館跡地及び市有地の有

効活用を図りながら、新しい美

術館を整備することにより、来

街者の増加や回遊性の向上に寄

与することが見込まれる。 

 

[措置の内容] 

社会資本整備

総合交付金(都

市再生整備計

画事業（八戸市

中 心 拠 点 地

 

 

 

 

 

 

 

（４）からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

旧柏崎小学校跡地広場整

備事業【再掲】（略） 

（略） （略） （略） （略） 

長根公園再編事業（略） （略） （略） （略） （略） 

（仮称）八戸市屋内スケー

ト場建設事業 

 [内容] 

長根公園内にスケート、そ

の他スポーツ、文化活動、

イベント等に利用可能な

屋内スケート場を整備す

る 

[実施時期] 

平成26～31年度 

市 長根公園にスケートの拠点で

あり、その他スポーツや文化活

動、大規模イベントに利用可能

な、地域住民の交流拠点ともな

る屋内スケート場を整備するこ

とにより、大会関係者やイベン

ト関係者等の来街機会の増加や

宿泊に伴う中心街の賑わい創出

に寄与することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

整備イメージ 

 

 

[措置の内容] 

社会資本整備

総合交付金（都

市公園・緑地等

事業） 

 

[実施時期] 

平成 28～31 年

度 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（八戸市

中 心 拠 点 地

区）） 

 

[実施時期] 

平成 30～31 年

度 

 

美術館整備事業 

[内容] 

旧美術館跡地及び周辺の

市有地の有効活用を図り

ながら新しい美術館を整

備する 

市 旧美術館跡地及び市有地の有

効活用を図りながら、新しい美

術館を整備することにより、来

街者の増加や回遊性の向上に寄

与することが見込まれる。 

 

[措置の内容] 

社会資本整備

総合交付金(都

市再生整備計

画事業（八戸市

中 心 拠 点 地

 



3 

[実施時期] 

平成 27～32年度 

図削除 区）） 

 

[実施時期] 

平成 27～32 年

度 

 

（３）略 

（４）国の支援措置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 

公会堂・公民館改修事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）①に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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 

  略 

 

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 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

  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］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）開催状況（第２期及び第３期計画に関して審議したもの） 

① 全体会 

第 13回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 24年 2月 27日） 

 ・次期基本計画について 

第 14回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 24年 5月 29日） 

     ・八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

第 15回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 24年 11月 27日） 

[実施時期] 

平成 27～32年度 

 

 

 

 

 

整備イメージ 

区）） 

 

[実施時期] 

平成 27～32 年

度 

（３）略 

（４）国の支援措置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 

公会堂・公民館改修事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

市立図書館環境整備事業 

[内容] 

市立図書館のエレベータ

ー及び空調機器を更新し

快適な環境を整備する 

[実施時期] 

平成30～33年度 

市 当施設は、築 34年を経過し、

老朽化が進んでいるが、1984年

の開館時に設置したエレベータ

ーや 1994 年に設置した空調機

器（エアコン）の更新工事を実

施し、快適な利用環境を提供す

ることにより、利用者の増加に

寄与することを目的とする。 

  

 

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 

  略 

 

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 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

  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］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）開催状況（第２期及び第３期計画に関して審議したもの） 

① 全体会 

第 13回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 24年 2月 27日） 

 ・次期基本計画について 

第 14回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 24年 5月 29日） 

     ・八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

第 15回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 24年 11月 27日） 
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     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画について 

   第 16回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 25年 5月 28日） 

    ・第１期八戸市中心市街地活性化基本計画結果及び第２期基本計画の概要について 

   第 17回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 26年 3月 12日） 

    ・八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

   第 18回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 26年 5月 13日） 

         ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見書（フォローアップ報告書）につ

いて 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 19回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 26年 12月 16日） 

    ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 20回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 27年 5月 13日） 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見（フォローアップ報告）について 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

    第 21回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 27年 12月 17日） 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 22回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 28年 5月 9日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 23回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 29年 4月 27日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

   第 24回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 30年 4月 26日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の実施状況について 

   第 25回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 30年 8月 23日） 

・第３期八戸市中心市街地活性化基本計画について 

第 26回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 31年 2月 12日） 

・第３期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について（書面協議による意見聴取） 

 

② 幹事会 

 平成 24年度開催状況 

第 1回（平成 24年 5月 23日） 

 ・八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

第２回（平成 24年 8月 6日） 

・第２期 八戸市中心市街地活性化基本計画の策定について 

第３回（平成 24年 10月 22日） 

・第２期 八戸市中心市街地活性化基本計画の策定について 

 第４回（平成 24年 11月 13日）  

  ・第２期 八戸市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

平成 25年度開催状況 

 第１回（平成 25年 5月 22日） 

  ・第１期八戸市中心市街地活性化基本計画結果及び第２期基本計画の概要について 

 第２回（平成 25年 12月 13日） 

  ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

平成 26年度開催状況 

第１回（平成 26年 4月 25日） 

  ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見について 

  ・中心市街地活性化基本計画の変更（案）について 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画について 

   第 16回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 25年 5月 28日） 

    ・第１期八戸市中心市街地活性化基本計画結果及び第２期基本計画の概要について 

   第 17回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 26年 3月 12日） 

    ・八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

   第 18回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 26年 5月 13日） 

         ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見書（フォローアップ報告書）につ 

        いて 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 19回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 26年 12月 16日） 

    ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 20回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 27年 5月 13日） 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見（フォローアップ報告）について 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

    第 21回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 27年 12月 17日） 

     ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 22回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 28年 5月 9日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

   第 23回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 29年 4月 27日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

   第 24回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 30年 4月 26日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の実施状況について 

   第 25回八戸市中心市街地活性化協議会（平成 30年 8月 23日） 

・第３期八戸市中心市街地活性化基本計画について 

   新規追加 

    

 

② 幹事会 

 平成 24年度開催状況 

第 1回（平成 24年 5月 23日） 

 ・八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

第２回（平成 24年 8月 6日） 

・第２期 八戸市中心市街地活性化基本計画の策定について 

第３回（平成 24年 10月 22日） 

・第２期 八戸市中心市街地活性化基本計画の策定について 

 第４回（平成 24年 11月 13日）  

  ・第２期 八戸市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

平成 25年度開催状況 

 第１回（平成 25年 5月 22日） 

  ・第１期八戸市中心市街地活性化基本計画結果及び第２期基本計画の概要について 

 第２回（平成 25年 12月 13日） 

  ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

平成 26年度開催状況 

第１回（平成 26年 4月 25日） 

  ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見について 

  ・中心市街地活性化基本計画の変更（案）について 
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第２回（平成 26年 12月 3日） 

  ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

平成 27年度開催状況 

 第１回（平成 27年 4月 28日） 

  ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況に関する意見（フォローアップ報告）について 

  ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 第２回（平成 27年 12月 7日） 

  ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

    平成 28年度開催状況 

第１回（平成 28年 4月 27日） 

 ・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の変更について 

    平成 29年度開催状況 

第１回（平成 29年 4月 17日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

    平成 30年度開催状況 

第１回（平成 30年 4月 17日） 

・第２期八戸市中心市街地活性化基本計画の実施状況について 

第２回（平成 30年 6月 29日） 

・第３期八戸市中心市街地活性化基本計画の概要について 

第３回（平成 30年 8月 9日） 

・第３期八戸市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

第４回（平成 30年 9月 25日） 

・第３期八戸市中心市街地活性化基本計画（案）について 

 

③ 部会 

 空き床対策検討部会   

平成 24年 4月から平成 30年 12月までの開催回数・・・８回 

 交通アクセス検討部会   

平成 24年 4月から平成 30年 12月までの開催回数・・・10回 

（うち１回は花小路整備部会と合同開催） 

 花小路整備部会 

  平成 24年 4月から平成 30年 12月までの開催回数・・・22回 

（うち１回は交通アクセス検討部会と合同開催） 

（３）略 

（４）略 

［３］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必要な事項 

 略 

 

１２．認定基準に適合していることの説明 

 略 
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