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Ⅰ　中心市街地の人の流れ  －将来イメージ－



１. 中心市街地の人の流れ  －将来イメージ－

歩行者の流れ

■凡例

長崎街道

幹線道路（車道）

公共公益施設の誘致、
街なかの資源の再生活用、
Re-原っぱによる日常の賑わい

佐嘉神社・松原神社・徴古館を中心
とした「神社の杜」のイメージ

長崎街道のイメージを
引き継ぐ街路空間整備

佐賀城下再生百年構想エリア

佐賀市役所

歩歩
行
者
中
心
の
賑
わ
い
の
通
り

長崎長崎長崎長崎崎街崎崎崎街街街崎長 道道道道

松原神社

徴古館 佐嘉神社

佐賀城公園

市村記念体育館佐賀県庁

佐賀城公園

佐賀県立美術館・博物館

佐賀城本丸歴史館

佐賀県立図書館

佐賀城を中心に
歴史を再現する拠点

柳町を中心とした文化ゾーン

エスプラッツ

佐

● ６５６広場

●サガン鳥栖スポーツバー

●わいわい!!コンテナ

●恵比須ステーション
● ●

プラプラ

ガン鳥栖●サガ 栖スポ●サ ーーツバ
比須ステー比須恵比須ステーーシーション

佐賀県国保会館

空き店舗・空き家の再生・活用
街なか居住の促進
歩きやすい歩行空間の整備など

佐賀玉屋を中心とした商機能と
文化的空間の充実

回遊へ

中心市街地活性化エリア

回遊へ

佐佐佐 所佐佐賀佐賀佐賀市市市役所役所役所

賑わいのある通りの整備
居住促進・来街促進・回遊促進
滞留促進・観光客誘致など

中央大通り再生エリア

県都佐賀市の玄関口にふさわしい
整備

佐賀駅周辺エリア

佐賀玉屋

ハローワーク佐賀・佐賀商工ビル等の
誘致に伴う白山名店街との一体再生

西友

佐賀駅

佐賀駅バスセンター

4 核構想エリア
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Ⅱ　街なかの再生について



１. 街なか再生の進捗状況
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２）呉服元町周辺の通りの変化

１）取組みの経過

2010
● 「街なか再生会議」　スタート

2011
● 「佐賀市街なか再生計画」策定
● 「わいわい !! コンテナ 1」　社会実験
　 開始

2012
● 「わいわい !! コンテナ 2」　社会実験
　 開始

2013 2014
● 空き店舗・空き家の再生と有効活
　 用に向けての取組み
● 市民活動の促進（朝活スタート）
● クリークシンポジウム開催
●「佐賀市中央大通り再生計画」策定

2015
● オープンシャッタープロジェクト
　 始動（空き店舗・空き家の活用促進）
● 情報発信強化（かわらばん市民記
　 者の育成）
● 街なか回遊アプリの運用
● クリークフィールドワークの開催

● 空き店舗・空き家の再生と有効活
　 用に向けての取組み
●  街なかで市民活動誘発するための
　 仕組みづくり
● Re- 原っぱの促進

街なか再生プログラムの推進 街なか再生プログラムの推進 街なか再生プログラムの推進

2009 年 4月

2009 年 4月 2015 年 3月

2012 年 4月 2014 年 4月
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３）実践プログラムの進捗状況

街なか居住
（試験的試みとして）

＜実践プログラム＞

継続的に行う

Central Park さが
ー賑わいあふれる街ー

ＳＴＥＰ１
（取り組み）

ＳＴＥＰ２
（一次効果）

ＳＴＥＰ３
（二次効果・中期的目標）

ＳＴＥＰ４
（三次効果・長期的目標）

行きたい街、住みたい街になる

商業の活性化につながる

街のイメージＵＰ
環境向上

老若男女を問わず
人が集まる

人が街なかを
動き回る

郊外との利便性が向上
街なかで長く過ごせる

クリークを活かした

暮らしの風景づくり

４つの拠点施設の

再生と活用

公共交通中心の

歩いて暮らせる

街づくり

公共公益施設の

誘致促進

街なかの

回遊性を高める

仕掛けづくり

地域住民で

できる街づくり

コミュニティ

ビジネスの創出

高齢者等の
雇用が

創出される

人材の育成
雇用と居住が
創出される

街をシェアし
愛する気持ちが
生まれる

徴古館周辺整備
歴史まちづくり
等

ハローワーク
佐賀商工ビル
国保連合会ビル
他

レンタサイクル
駐車場の集約
等

!!

情報発信の拡大
Uターン・I ターン
による佐賀での
2拠点起業・居住の

促進

街なか写真コンテスト

絵のコンクール

街なかクリーク水族館

クリークシンポジウム

クリーク清掃

クリークライトアップ

わいわい !! コンテナ

街なか図書館

回遊ルートマップ

わいわい !! コンテナ

街なか図書館

回遊ルートマップ

SAGA Round Tableオープンシャッタープロジェクト

コニュニティ活動の育成

Re－原っぱ 街なか散策・回遊アプリ 街なかかわらばん

リノベーション・コンバージョンによる
空き家・空き店舗の価値向上・利用促進
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４）実践プログラムの効果の波及状況

NN
■ 凡例

民間による展開｜平成 26年度
民間による展開｜平成 25年度まで
原っぱ
公共施設の誘致・整備

民間による展開
（新規出店・リノベーションなど）

エスプラッツ

佐賀県国保会館

656広場佐賀大学まちづくりサテライト

西九州大学街なか拠点
ぷら～っと249

恵比須ステーション
シェアハウス

徴古館

松原神社

佐嘉神社

玉屋

ハローワーク

佐賀商工ビル

中 

央 

大 

通 

り

↑ 

至 

佐 

賀 

駅

至 

佐 

賀 

城 

公 

園 

↓

わいわい!!コンテナ2

COTOCO215

原っぱ

原っぱ
（旧わいわい!!コンテナ1）

4核構想エリア（街なか）



Ⅲ　中央大通りの再生について



１. 中央大通り再生計画策定に至った経緯と検討経過
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３） 会議の開催状況 （※ 出席者数には座長を含む）

２） 中央大通り再生会議において検討してきた主な課題

　（１） 中央大通りの役割とその再生の在り方
　（２） 中心市街地、特に中央大通への機能集約の在り方
　（３） 推進体制の在り方
　（４） 将来イメージ（案）
　（５） 具体的な再生の方策

１）計画策定の経緯
　佐賀市では、佐賀市中心市街地活性化基本計画（平成 17 年 1 月策定、平成 21 年３月時点修正）に
基づき、拡散した都市機能を中心市街地に集約したコンパクトなまちづくりを推進しており、その第
一段階として、大型の空き店舗が多数あり、無秩序な土地・建物利用のおそれのあった４核エリア（佐
賀玉屋～エスプラッツ～呉服元町・柳町周辺地区～徴古館・佐嘉神社周辺地区で囲まれたエリア）に
ついて、平成 23 年 3月に「佐賀市街なか再生計画」を策定し、同エリアの再生・活性化に取り組んできた。
　こうした動きと併せ、第二段階として、中心市街地の中心軸に当たる中央大通りエリアの再生に取
組み、県都の玄関口である佐賀駅と４核エリアとを結ぶ佐賀市のシンボルロード「中央大通り」の再
生及び佐賀市中心市街地の活性化を図ることを目的として策定。

回 開催⽇ 出席者数 会議の議題

第１回 H26.5.29 14 （１）中⼼市街地を巡る現状と課題
（２）中央⼤通り再⽣に当たっての論点案

第２回 H26.7.16 17 （１）中央⼤通りを取り巻く状況とその役割
（２）推進主体の在り⽅

第３回 H26.8.21 17 （１）中央⼤通りの将来イメージ（案）
（２）具体的な再⽣の⽅策

第４回 H26.10.9 16 （１）論点整理案
（２）将来イメージ（案）の⽅向性

第５回 H26.11.13 14  再⽣計画⾻⼦案

第６回 H27.1.28 14  再⽣計画案

平成２６年度

回 開催⽇ 出席者数 会議の議題

第７回 H27.6.4
（１）中央⼤通り再⽣計画について（報告）

（２）平成27年度事業（社会実験）について

平成２７年度

15



２. 中央大通り再生計画の要点

3-2

中央大通り（佐賀市のシンボルロード）の再生と中心市街地の再生・活性化

佐賀市中央大通り「まんなかオアシス」構想
ー水辺と緑を活かした職住近接の街へー

中央大通りのコンセプト

【道路空間】
安全安心に歩いて暮らせる
歩行者優先の街づくり

【公共交通】
交通弱者にも優しいまちづくり

【街の機能とブランディング】
若者、女性等が集まるまちづくり
観光客を呼び込むまちづくり
高齢者も元気に働くまちづくり

【土地利用】
居住促進

【駐車場】
駐車場の立地コントロールと集約化

【環　境】
佐賀らしい水辺と緑を活かした

暮らしの空間整備

【コミュニティづくり】
人が主役の持続可能なまちづくり

戦略方針

　

① 中央大通り（シンボルロード）の将来像の共有
（市民・地元企業・まちづくり団体・その他）

② まちづくりの効果的、持続的な推進

　　   将来像実現（中央大通りの再生）に向けての実践プログラムの実施
　　   （関係者の連携と協働）

１）再生計画策定の目的 ⇒ 概要版 P2

２）中央大通りのコンセプトと戦略方針 ⇒ 概要版 P3
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（参考：国土交通省HP中心市街地活性化のまちづくり）

【 まちづくりのプロセス 】 【 行政と民間の関わり度合い 】

佐賀市総合計画
市全体のマスタープラン

佐賀市中心市街地活性化基本計画
（平成 17 年 1月策定 /平成 21 年 3月時点修正）

中心市街地のビジョン

佐賀市中央大通り再生計画（平成 26年度策定）

プログラム

事業の実施

まちの管理運営

ビジョン

民　間

行　政

平成 26年度
中央大通り再生会議

　
３）中心市街地と中央大通りのまちづくりの経過 ⇒ 概要版 P7

４）再生計画推進のプロセス ⇒ 概要版 P6

① 地域住民及び関係者のイメージの共有
　 ⇒ 中央大通りの将来像と戦略方針の情報発信

② 取り組む順番の設定と段階的な効果の波及
　 ⇒ たまねぎ型段階的再生

③ 社会実験等による検証及び効果（賑わい）の確認と更なる目標の設定（プログラムの見直し）
　 ⇒ 人口減少、少子高齢化社会におけるまちづくり
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民間と行政の民間と行政の
相互連携・協働相互連携・協働

企業

大学団体

ＮＰＯ

住民

行政

まちづくりの活動領域

　
５）推進（実践）の主体と推進体制の構築 ⇒ 概要版 P7



３. 推進（実践）に向けての取組み状況
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１）中央大通りエリアマネジメント（まちづくり）協議会の開催

　（１）中央大通りエリアマネジメント（まちづくり）協議会（※以下、協議会）とは

地域住民や関係者等で組織され、中央大通り再生計画の推進主体となって具体的な目標
を定め、目標を実現するための取組みを実施する実践・実動主体

　（３）協議会のメンバー

唐人町商店街振興組合及び青年部、唐人町自治会及び青年部、ほか、現在５６名

　（４）協議会の主な取組み

① 将来イメージや取組戦略の共有

② 地域の現状の把握と課題の抽出

③ 課題解決及び社会実験を含む実践プログラムの検討と実施

④ 事業の評価と次年度の取り組みへの反映

　（２）協議会の目的

再生計画に基づき、具体的に取組むプログラムづくり及び実施に向けた地域コミュニ
ティの充実・強化を図り、地域が主体となって効果的なまちづくりを推進していく

中央大通りエリアマネジメント（まちづくり）協議会
【 地域住民等関係者のイメージ共有に向けた取組 】

　（５）協議会の位置づけと推進体制

中央大通り再生会議

土地利用
（居住促進）
グループ

（１０名） （８名）（１３名） （１５名） （１０名）

道路空間
駐車場
公共交通
グループ

環　境
（水辺・緑・子育て）

グループ

ブランディング
グループ

コミュニティ
グループ

実施方法の報告
進捗状況・成果の報告

助言・協力

まちづくり 50 人委員会
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容内議協⽇催開

キックオフ H27.08.10
  中央⼤通りエリアマネジメント協議会の設置について
  中央⼤通り再⽣計画と将来イメージの共有

第１回 H27.09.09   中央⼤通りの現状・課題と理想のイメージ

第２回
（2⽇に分けて開催）

H27.10.16

H27.10.26

  第１回協議会の振り返り
  フィールドワーク（中央⼤通りの現状の確認など）実施に向けた協議
  ・フィールドワークの実施⽇時
  ・フィールドワークの内容
  ・連絡⽅法等

グループフィールドワーク①
【街の機能とブランディング】

H27.10.31
  中央⼤通りの店舗の⽴地と業態把握
  通りの良い点と課題の把握

グループフィールドワーク②
【⼟地利⽤（居住促進）】

H27.11.01

  中央⼤通りエリアに必要な業種・業態の誘致
  中央⼤通り（佐賀銀⾏前〜中央橋）エリアの現状
（物件総数、店舗の種類、空き物件）把握
  ⼈通りや年齢層の把握

グループフィールドワーク③
【道路空間・駐⾞場・公共交通】

H27.11.01
  エリアごとの駐⾞場（位置、料⾦等）の調査
  通⾏⽌めが可能な道路の可能性調査
（通⾏量、道路の構造、⾞両通⾏制限の可能性）

グループフィールドワーク④
【環境（⽔辺・緑・⼦育て）】

H27.11.04
  中央⼤通り周辺のクリーク及び緑道公園の環境調査
  ⼦どもの遊びの場の⽴地調査

第３回 H27.11.06   フィールドワークをふまえたプロジェクトの企画提案

グループフィールドワーク⑤
【コミュニティづくり】

H27.11.15
  朝市開催のロケーション検討
  スタンプラリーや情報発信、店内ワークショップなど気軽に⼊店できる
  ような試みが地元で歓迎されるか等の意⾒交換

第４回 H27.11.20
（予定）

  各グループでのプロジェクトの企画具体化（実⾏計画づくり）

　
　（６）協議会の開催状況
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