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平成２８年度 第１回まちづくり５０人委員会 議事録（HP公開版） 

日時：平成２８年１１月２４日（木）１４：３０～１６：１０ 

場所：エスプラッツ３階 交流センター エスプラッツホール 

 

 

※ 佐賀駅周辺整備構想骨子案について、事務局より説明後、意見交換。 

    

【説明：資料１及び資料２】 

 

意見交換内容 

 

（会長） 

それでは、さっき事務局の方から佐賀駅周辺整備構想骨子案についてご説明がありました。

佐賀駅周辺整備構想検討会議で４回議論してきたということで説明がありましたけれども、実

際３回目と４回目でいろいろ具体的な中身については考えました。ここで色々議論されている

ことについて、ご質問ご意見ありませんでしょうか。構想の範囲であるとか、それからテーマ

であるとか、それからこれを支えている基本的なキーワードであるとかについて、ご質問でも

構いません。 

 

（委員Ａ） 

 そもそも論として、これは佐賀駅周辺整備構想ですけれども、佐賀駅そのものが、新幹線

が来るという前提のもとで、JR 九州の考えがもちろん主体ではありますけれども佐賀市とし

て佐賀駅が大幅に改築するとか、フルモデルになったりすると全然違ってきますけれども。

そういうことも含めて、この整備構想の中にある程度予測をしておかないと、周りばっかり

しても結果的に佐賀駅を大幅に作り直してホテルを持ってくるのかとか、そういう大きなス

テーショニングがある程度構想的になってきたときに、また違った意味でぎくしゃくしてく

るんじゃないかということで、この佐賀駅を含む周辺整備構想でなくていいのかなと。この

前の構想が頓挫しましたので、そこが動いたあとに周辺整備が動くのかなとタイムスケジュ

ールとして頭に描いていたものですから、その辺の順番が逆になってくるのかなっていうの

をちょっと不安視しているんですけれども。その辺は佐賀市としてはどのように考えていま

すか。 

 

（会長） 

 事務局の方、お願いいたします。 

 

（企画調整部） 

 ３４年に開業いたします九州新幹線西九州ルートですけど、それは在来線を使っての運行と
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いうことになりますので、JR 九州さんにおかれましては、駅舎の改修というのは考えられて

いないような状況でございます。今の姿になったのがちょうど４０年前の国体に合わせて、今

の JRの高架事業、それから区画整備事業に合わせて北と南の駅前広場の整備が行われたわけ

でございます。３５年の２回目の国体に向けまして、今の広場というのはどうしても当時の背

景からすると車を中心として駅広というところで整備をされておりますが、最近他の駅前を見

ますと、人のための交流広場っていうところが広く取られている駅広があります。このままの

状態でお客さまを迎えるにあたりまして、やはり人の交流広場というのも必要ではないのかと

いう認識のもと駅前周辺整備の構想を進めているというところでございます。 

 

（会長） 

 委員さんが言われているのは、もしも新幹線がフルになるようなことがあったときにはそれ

が邪魔になるでしょうと、先に今決めちゃうと。 

 今のところは完全にリレー方式でやるってことが決まっていて、とにかくフル規格で駅を改

築するっという必要性のところについては、今のところは全くないってことですね。それでい

いですか。 

 

（企画調整部） 

 今はフル規格についてはありませんで、３４年の開通はあくまでも暫定的にリレー方式とな

って、その後、２年後に今のフリーゲージトレインが通常運行するということになっておりま

すので、それに合わせてまちづくりも進めていくということになります。 

 

（会長） 

 そのベースになるところって非常に重要なので、どこの視点で考えるかっていうと、新幹線

はフル規格になって線路ができることはない。だから、在来線のところでフリーゲージが走る

かリレー方式でやるかっていう前提で、今議論しています。 

 よろしいですか。他にどうぞ。 

 

（委員Ｂ） 

 資料２の７ページについてです。先ほど佐賀市の方々には説明していただいたわけなんで

すけれども、非常に盛りだくさんで結構なことでございます。基本方針の１番３番４番につ

いてなんですけれども、「交通機能の再構築」ということで「観光・貸切バスへの対応」だと

か「バスターミナル機能の再構築」「駅前広場における交通機能配置の最適化の検討」また、

１番の「駅前広場等における交流機能の検討」等ありますけれども、今の佐賀駅の現状を見

る限り、どうしてもキャパシティに無理があるんじゃないかと思うんですけれども、そこま

で盛りだくさんにできるのかっていうところで。例えば、観光バスにしても今南側にタクシ

ー乗り場と一般車くらいでいっぱいになっていますし、北側においても、一般車とタクシー

が混在しているような状況で今の土地の規模だとどうしても無理があるんじゃないかなと思

っています。 
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 それから、これは JRの管轄になるのかもしれませんけど、駅の方も西側の方の出口ってい

うのはすごく死んでいる状況なので、やはり玄関口であるから、やっぱり JRさんと連携を取

って整備を進めて行く必要があるんじゃなかろうかなって思っております。 

 以上でございます。 

 

（会長） 

 はい、どうもありがとうございます。 

 今まだ具体的なところに入っていません。全然構いません。どう考えるかっていうのは、と

にかく知恵袋ですので、後でアドバイザーからいろいろ聞いてみたいと思います。 

他の方おられませんか。 

 

（委員Ａ） 

 今の意見に僕は賛成ですね。佐賀駅そのもののキャパシティが限界にきているのではない

かと、今後発展すればするほどですね、新幹線が来ようが来まいが。いわゆる集客を増やせ

ば増やすほど。例えば佐賀空港で言えば、入り口が一箇所しかないですよね。空港のチェッ

クイン機能。あれも早く２列にすべきじゃないかっていう苦情がいっぱい出ています。やは

り新幹線が来るなら、リレー方式で来ようが、フル規格で来ようが、高架にして下は下でバ

スや車とかがきちんと出入りできるようにして、いわゆる乗るところは２階で乗って、どこ

の駅でもそうですけど、ほとんど２階になっていますよね。商店街が２階にあると。２階で

そのまままちの流れも進んでいける。小倉なんかもそうですよね。キャパシティがオーバー

しているところは全部２階になって、下を車の交流の流れを良くする、そして、上に人の流

れをよくして、そのまま市街地に入っていくというような。やはり尐し２階の発想を持って、

できれば今ふん詰まりになっている佐賀駅を空港から大和 ICまで一直線で行けるような、佐

賀市内を回りくどく、紡績通りや大財通りに流れるのではなく、ストーンと一本通すってい

う発想も、３０年後、５０年後を考えればいいチャンスではないかなと常々思っておりまし

たので、佐賀駅周辺をいろいろいじくってもいいんですけれども、基本的に佐賀駅をまった

くいじくらずにやれば必ずやまた３０年後、５０年後、問題になってくるんじゃないかなと

心配をしております。佐賀駅も整備の中に入れた方がいいのではないかなと。今西側の方が

死んでいると言われましたけれども、僕はその意見には賛成ですので、ぜひその辺も尐し考

えていただければなと思います。 

 

（会長） 

 実は今のことについて私非常に興味があって、この前の委員会のときに、JR に聞きました。

「博多駅、それから、大分、鹿児島、長崎とずっと作ってきたけど、県都である佐賀で駅ビル

を作り直す気ない？」って聞いたら、「ない」って言われました。それと連動してという話で

はなくて、今の時点で、差し当たり考えが出てないということは今のところ我々の任務だと認

識していますので、先ほどのやつは長期的な話として、それについてはまた論争があると思い

ますので、そのときは一緒に参加していただいて、軸をどうするかっていう論争はやってみた
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いと思います。 

 他の方どうぞ。  

 

（委員Ｃ） 

 根本的に交通、もしくは人のアクセス、移動ってものが大きく変わる時代にきていると。

新幹線とか駅の問題は置いておいて、まず人の移動の形態が大きく変わるだろうと。公共交

通のあり方、自家用車のあり方、これも大きく変わるだろうと思っている。 

こんなところでする話じゃないかも知れませんが、私昨日まで東京の公安委員会に出席し

てまいりまして、そこで何が問題になっているかと言うと、これから自動運転の車が２０２

０年に向けて普及していくと。世界的に普及していくことが目に見えています。昨日は日産

の横須賀工場のテスト自動運転の車にも乗ってきました。自家用車、公共交通の車が自動運

転の時代になって、交通ルール、まちづくりも大幅に変わってくるだろうと。そういうこと

を想定してまちづくりをしなきゃいけないということを感じたものです。 

基本的に公共交通のあり方、それから今言ったように人の移動の仕方をちょっとだけ申し

上げますと、自動運転の車はレベル１からレベル４。レベル４というのは最終的なゴールで

して、完全に人無しで車が１００％運転するというのがレベル４で、現在レベル３まで来て

います。レベル３は自動運転で、人が乗って人も制御できるという、要するにブレーキかけ

たりハンドルを切り替えたりを人もできるが基本的には自動運転。今アメリカはすでにピッ

ツバーグで Uber っていう会社が Google と組んでやった車がまちの中を試行走行をしている

ところまで来ています。日産と同じですけれども、２０２０年にはレベル３は日本でも達成

するつもりであると。ということになりますと、４年後にそういう時代が目の前に来て、そ

れから完全にレベル４と、先ほど言ったように完全自動運転という時代に。それから５年く

らいで自分たちはできると言っていますんで、今からすると約１０年以内にはそういう時代

に来ると。そういうときの道路のあり方だとか、信号のあり方だとか、交通ルールの問題が

まちづくりから個人の移動問題、特に高齢者の運転の問題が出てきます。 

今自動車の問題というのは世界的に３つの問題が言われていて、ひとつはエネルギーの消

費の問題、枯渇の問題ですね。２つ目がやはり高齢者の問題も含めて、事故の問題。それか

ら環境、地球温暖化の問題ですね。エネルギーの原料、石油の消費の問題とそれに伴う地球

温暖化の問題と事故死、交通事故による死亡、これを５０００人。戦争で５０００人ってい

うと大騒ぎになるんですけど、交通事故で５０００人死んでも大したことにならないという

ような、そういう状況があるということ。特に高齢者がこれから増えてくるということ。そ

ういう中におけるまちの中の交通はまちづくりの中でも非常に大きなウェイトを占めるんじ

ゃないかと。この辺をもう１回、このまちづくりの中でも。 

 もうひとつだけ言わせていただきたいと思うんですけど、それは佐賀のまちをどうイメー

ジするかと言ったときに、やっぱり高齢者が元気で安心安全で住みやすいまちであるという

ことと、女性の方が活躍まちでありたいということは、女性の方が安心して子育て、そうい

ったことができやすい、やりやすい、子育てしやすいまちづくりというようなことになると

思うんですね。高齢者にとっても子育てをする子どもたちにとってもやはり文化的な部分と
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いうことと、スポーツ機能というのは高齢者が元気でいるためには必要だろうと思うんです。

国体というと、この国体のために新しく北側にこういう施設やそういったものを充実という

考え方も分からないではないんですけれども、国体に使うそういう施設というのは、高齢者

とかまちの中に住む子どもたちが将来使うということを考えると…。若い人にとっては国体

レベルの競技場とか施設というのはそれなりに価値があると思いますけれども、高齢者や子

どもたちにとってみると、母親が１５分２０分かけてそういう運動場に連れていくかという

とそうではなくて、やはりまちの中に高齢者と子どもたちが運動できるような、高齢者はリ

ハビリとスポーツの中間くらいになるのかもしれませんけども、そういうことじゃないかと

思います。新潟県の長岡駅の前とかはまちの中にスポーツ施設やスポーツの環境整備を取っ

ているところがあります。高齢者や子どもたちの運動機能ということを考えていただきたい。

外側に今の体育館や施設などのアクセスを持って行って、高齢者など佐賀市内の人たちが利

用するかというと、まちの中で住まいと共にそういうことを考えなければなと。 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございました。 

実は同じ自動運転のバスの話が検討委員会の中でも出ていましたので、一応短期的には平成

３５年国体があるときまでに、あそこは陸上競技場のところだけを、まず実験的に無人運転バ

スを走らせてみないかというアイディアとかが出ていました。その短期的な目標と、今おっし

ゃっていただいた長期的な目標について、また検討していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

他におられませんか。お願いします。 

 

（委員Ｄ） 

 尐しお聞きします。資料１と書いてある駅の周辺の検討状況について、（３）に、今まで４

回の会議の中で出た意見が書いてあります。この中でもいろいろと書いてありまして、素晴

らしい内容ですが、非常に抽象的ですよね。この中で私がお聞きしたいのは、７、８ページ

ですか。具体的に、エリアに別れて進めていらっしゃいますけれども、これは例えば地区指

定とか。これだけ見ると、大規模商業施設の駅前立地は疑問があるとか書いてありますけれ

ども、この辺具体的になってくれば、駅の北側はどういう風なまちに持っていくのか、駅の

南側はどういう風なイメージで持ってくるのか、住居系なのか、小売系なのか、あるいは子

どもたちが遊べるような公園なのかとか、この辺は地区指定は進めていかれるのか、あるい

はもうひとつ役所でされる開発と、民間でやるところ、この辺をどう行政として手分けをし

ていかれるのか、この辺を明確に姿勢ないし指針を出された方が…。「買い物に行きたいと思

うんだけど、駅前に来ても店はないんで郊外に行く」とか、いろんなことが出てくるので、

ある程度トータル的な開発をイメージして、この地域はどういうようなものを作っていくと

いう指針を示したほうが周辺の民間の人たちも将来に向けての対応がしやすいと思いますの

で、是非それを検討いただければと。 
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（会長） 

私佐賀駅周辺整備の座長やっていますので、今の話をきちっと決めてやりたいと思いますの

で、今のご意見を市の方と以下委員のメンバーと議論していきたいと思います。 

どうぞ、手を挙げてください。どなたからでも。 

 

（委員Ｅ） 

 細かいことだと思いますけれども、一月ほど前か半月ほど前の新聞に、来年の春の高等学

校の募集が載っていました。全部覚えていませんけれども、昔１２クラスあった佐賀東は来

年の春は５クラスなんです。それから、その昔１３クラスあった佐賀北が確か７クラスじゃ

なかったかと思います。そして、この周辺を見ますと、例えば多久高校は３クラス、厳木は

３クラス、太良は３クラス、杵島商業は３クラスと、高等学校が３クラスです。子どもの数

がものすごく減っています。だけど、人口はそれほど減っていません。おじいちゃんおばあ

ちゃんが増えたのでおじいちゃんおばあちゃんを大事にするまちづくりというのも大事です

けれども、高校生が将来佐賀に残りたいというような魅力あるまちづくりをするのも大事じ

ゃないかと思います。 

合わせまして、高校生はいろんなとこに就職するんですけども、九州の場合は、福岡を除

きましてほとんどの県が県外に行くんです。ところが、佐賀県と似たような田舎の県と言っ

たら失礼ですけれども、そういう県でも８割くらい高校生が残る県がありました。そういう

意味では、資料１の下から２番目に書いてあるような、「駅から総合運動場方面など、歩行者・

自転車が安心できる」という、佐賀は自転車天国で、高校生は自転車天国だからそういう視

点も大事だし。それから佐賀はいいまちだったなと、私ずっと運動部の顧問をやっていまし

たので、とにかく佐賀駅から総合運動場の方に行って、テニスコートに生徒を連れて自分も

行くときの思い出は未だに残っています。そういう意味でのまちづくり、動線もきちんと整

備する、そういう観点も若干忘れることがないっていうのが大事じゃないかなと思います。

それから、とにかく高校生の場合は自転者天国ですから、自転車で図書館とかいろんなとこ

ろに行けて、勉強もしっかりできて、佐賀はいい場所だったな、ここで就職したいなと、将

来戻ってきたいなと、そういう視点も大事じゃないかと思います。 

それから非常に細かいことですけれども、もうひとつ。佐賀駅前で観光バスがどうのこう

のってさっきから話がございました。実は、これはよくないことだと思いますけど、近くの

保育園とか子ども会がバスに乗って色んなところに行くときのバスの乗降をアバンセのとこ

でやっているんですよ。あそこは広々とした駐車場がありますので、保護者の方が子どもを

送り迎えできると。バスもとりあえず停めるんです。２車線あるから。だったら、そういう

状況も含めて佐賀駅周辺の整備をしなきゃいけないと。非常に細かいことで申し訳ないです。

前後のことがよく分かりませんけれども、子どもの数が恐ろしく減っているということもと

にかくそれが大前提じゃないかとも思いました。以上です。 

 

（会長） 

 資料２の６ページの絵を見てください。少なくとも、自転車道とかについては、このところ
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で、我々が今から議論するだろうと思われるところは４車線あります。だけど、道の間隔は、

幅は２０メートルですかね。２０メートルの中で４車線をつくっているので、歩道は狭いし、

自転車道は含んでない。ここに自転車道を設置する必要があるかここでやってみたいと思って

います。ですから、今おっしゃったことを試しにやってみて。それから清和高校であるとか、

あっちの方に自転車道をつくっていくかどうかってことは、今のところそこまで必要じゃなさ

そうですけれども、ここの部分についてはまずやってみたいなと思っています。今からの知恵

の見せ所は土地を新たに広げて、道路を広げて、自転車道を作るっていう計画ではなくて、今

ある道路の幅の中で知恵を出し合って、車線ひとつ減らして、自転車と歩道をもっと広げよう

というような話にたぶんなるだろうと思って、たぶん事務局は感じていると期待していますの

で、いいですか。そういうふうな議論して。 

 どんどん今みたいな、小さいことですとおっしゃらずに何でも構いませんのでお願いいたし

ます。 

 

（委員Ｆ） 

 骨子案を見せていただきまして、やはり４０年前ということは駅の方も構造も違っていま

す。昔は北口がなかったんですね。南の入り口しかなかったもんですから、当然人があそこ

に集中していましたし、やはり新しいものは北口の道路がつくられてからかなと思います。 

 私が言いたいのは、やはり北口と南口は顔が違っていいんじゃないかという感じがいたし

ました。時間をかけてどんどん整備されていくっていうのは非常にいいことかもしれません

が、何を優先にしていくかってことは非常に大事なことかもしれません。 

 私が２点申し上げたいのは、ひとつの点を集中してどんどん整備していって枝が広がって

いくということであれば、やはり南口というのは県外の方がよく知っているのは、鍋島であ

り、幕末というのは知られているってことで、その歴史的なものを十分に充実して看板を立

てるなり、何なり、公園をつくるにしてもいいんですが、やはり観光という形の中で作り上

げると。北口については、やはり国体等もあるのであれば、交通の便利性を生かした作り方

をすると。こういったような指針的なものを若干はじめに決めていったほうが、漠然的に北

口南口同じようになってしまうと、いつの間にかなくなってしまうという感じがいたします。

これは１０年２０年の先を見ていけば、これでもいいですが、やはり何から手をつけるかと

いうことであれば、私は目的を明確と言いますか、あくまでも鍋島って素晴らしい財産にな

りますから、それを中心にいく入り口として、いかに誘導をそこにしていくかという観点で

南口を考えると。北口については、総合グランド、あくまで利便性を考えていくと。そうい

うふうなことで大きな指針を決めた方がやりやすいんじゃないかなという感じがいたします。

歴史的な財産になりますので、そういう面の方が私たち考えやすいし、１点に絞るというの

が、まずこっちからやっていこうとかスタートの起点がやりやすいんじゃないかなという感

じがいたします。 

 

（会長） 

 はい、どうもありがとうございます。 
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 顔の性格付けという話を、こういうのはアドバイザーに後で聞きます。 

それでは他にどうぞ。 

 

（委員Ｇ） 

 私はまちづくりにはいろいろ興味を持っています。今回の趣旨、骨格は、駅を中心とした

構想でありまして、私どもも佐賀駅周辺、今後新幹線がどういう位置にくるのか、あるいは

現在の佐賀駅がどういう形で残るのか、それによって路線が決まってくるのかなと。あるい

は、今までの議論で先ほどからお話がありましたタクシー乗り場、これは南北同じでありま

すが、混雑した場合。それと同時に今の国体道路の話がございましたが、やはり国体道路と

いうのは佐賀の顔になる。全国からお見えになるわけでありますが、その駅から見た佐賀の

国体道路までの路線も上の方から２階から見ていても、「あー素晴らしい佐賀だな」とこうい

うような印象をまず与えていくことも大事だろうと。特に東北、秋田やあるいは名古屋の方

の駅前のあの緑地の街路樹の素晴らしさ、これは一応にして全国でも非常に話題になる、そ

ういうところまで実は街路樹の価値が上がっていると。それによってひとつのまちが形成さ

れていくと。私は今回、３５年の国体に備えた佐賀駅前の道路、これをいかに美しく、そし

て、昔からあった佐賀の遺産、そういうものを網羅した計画、おそらく道路は幅を広げない、

こういうことでちょっとお話がありましたが、駅前はどうしても幅が狭いですね。北口も南

口もそうでありますが、この通るバスなどは国道２６３号の方を通るよう、回っていただい

て西の方から駅前を通る、これがひとつと。それとバスセンターから北の警察の方向に向か

って、それからバイパスに国道２６３号に向かっていくと。こういうバス路線が叶うとすれ

ば駅前から国体通りに向かうまでの路線というのは大変効果的な演出ができるのかなと思っ

ています。ただ、計画が計画だけに今後何年後とか、新幹線が国体との兼ね合いでどう動く

のか、これは非常に注目すべきだと思うんです。幅２０メートルのあの道路、非常に厳しい

幅になっておりますが、特にあそこに４車線も通りますと、何となくその通りが演出するの

に非常に難しいような感じがいたします。南にいたっても、私は南と北と先ほどのお話の中

に変わってもいいんじゃないかと。私は南の方に路面電車を持って行きたいなと。路面電車

を持ってきて、玉屋の中心街それからエスプラッツ、この周辺まで歩いていける構造を演出

するような、そして、高齢化してくるとそういう方々いわゆる歩く、足を運んでもらいなが

ら佐賀の良さを見ていただく、中身についてはいろいろありますけれども。まず北は道路が

そういう考えで思っているところでございます。 

 

（会長） 

 はい、どうもありがとうございます。 

これもしばらくの間、北側２０メートル幅で、その間に緑地帯とか緑があって、自転車があ

って、歩道があって、ということを考えると思いますので、そういうときには知恵をお貸しい

ただければと思います。 

 他にどうぞ、こちらの方から。 
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（委員Ｈ） 

 実は先ほどから４０年目と大きくまちが変わっているということで、やはり尐子高齢化と

言いますか、佐賀のまち、私たちが小さいときから比べると活気がなくなってきているのか

なと思っておりまして、南口にしても北口にしても、南口に向かって、私が小さいときは確

かアーケードが付いて、商店がたくさん並んでいた記憶があるんですが、今ほぼ空き地にな

ったり、駐車場になったりという現状が広がってきておりまして。全体的な都市計画につい

ては、市の方、県の方でもいろいろお考えいただいていると思いますので、大きなことにつ

いて申し上げるつもりはないわけでございますけれども、実は佐賀駅周辺だけの問題を見る

と、やはり佐賀というのは近くに駐車場があるとそこまで車で行って、近いところからちょ

っとしか歩かないっていう癖があると思うんですが、先般のインターナショナルバルーンフ

ェスタのときもそうだったんですけども、海外からたくさんお客さんが見えたとき、特に私

は南の方しか見てないんですが、タクシー乗り場に人が溢れたり駐車場も満杯になったり、

駐車場等、送迎の車とタクシーのところが非常に出口のところで危ないことがあったという

ようなことを考えると、大きくいろんな流れが先ほど委員Ｇが言われたように、駅全体をも

う尐々西に伸びて、違った有効な土地にうまくタクシーと一般の自動車やバスとかが、棲み

分けができるような形になればいいんですけれども。尐なくともそうなる前についても、非

常に出入りもしにくい南と北の今の駐車場とか南口北口の今のあり方自体を早急に見直して

いくべきじゃないかなと。やはり大きな観点も非常に必要だと思うんですけれども、大きな

観点につながるためにも現状を知っていただくような判断を出していただければなと思って

おります。 

 

（会長） 

 どうぞ、他にありましたら。お願いします。 

 

（委員Ｉ） 

道路の動線の問題と人の動きの問題の２つに分かれると思うんですけれども、道路につき

ましては、歴史的経過から見ますと、長崎街道があって、その後に貫通道路ができて、それ

から北部バイパス、いわゆる横の線が強く打ち出されていたと思うですね。いわゆる福岡か

ら長崎に至るまでの道路の行政。それからその後にぐるっと回る西環状、東環状ができたと

思うんです。それができたことによって、流通産業がその周辺に集まってきたということだ

ろうと思うんですよね。そうすると、最近の動きを見ますと、その横の動きよりも、昔で言

う紡績通りと、大財の方の東環状ですかね、西環状、そちらのいわゆる縦の線で非常に車が

多くなっているような感じがします。ということは、車も人も横に動いていたのが縦の方に

尐し動いているんじゃないかなという風に感じられるんですよね。特に紡績通りは本庄まで

通って非常に車が多くなりました。西環状、東環状の方も非常に多いですね。ですから、あ

そこの地域の周りは、西環状、東環状の周りのできたど真ん中に佐賀駅があって、中心部が

外に車が動かない状態、特に佐賀駅バスターミナルの付近になると、非常に出にくい、通い

にくい、そういう構造になっているんじゃないかと思います。６ページの図面を見ただけで
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も、当然佐賀駅を境に北と南と分かれているということで、人も歩きにくい、流通しにくい

というような状態になっていますので、基本的には歴史的経過の中で、佐賀の地域の人口の

動き、車の動きなどをやはり分析をした上で、どこにどういうまちを作るとかそういうもの

を見た上で佐賀駅の発展もあるんじゃないかと。将来的に九州新幹線ができたときに、もし

佐賀駅が中心になるとすれば、車の動き、人の動きがネックになってきそうな気がするんで

すよね。そういう意味でも佐賀駅という広い場所を確保するのが一番じゃないかという気が

いたします。南の方にもだいぶ人が行くようになりましたけれども、東環状、西環状、南環

状、それから北部バイパスというものからの中心部、駅に向かう構造というのが、非常にお

ざなりになっているんじゃないかという気がするんですよね。車を佐賀駅の方に乗り入れた

ときに、出にくいというのがありますので、そこら辺を含めた佐賀駅のやり方っていうのは、

中心部、商店街に人を持ってくる意味を中においても、非常に評価されるんじゃないかと思

います。以上です。 

 

（会長） 

 たぶん今おっしゃったことは、地図をもうちょっと広げて、交通体系などの議論をしてほし

いということだと思いますので、都市計画の方、今日ここにおられると思いますので、人口が

一体どういう風に動いているかっていうのと交通体系のことについてはまたいつかきちっと

交通政策等の資料をもとにして、もっと教えてもらえればいいと思います。それから、市民ア

ンケート等もありますので、そこら辺のところももう少し議論の資料に使いたいと思います。 

 ひとつの大きな問題として、今までの方々から出てきた意見は、人の流れや車の流れ、それ

から特にまたもうひとつ今度は若い人が利用する自転車とかを含めた人の流れとかっていう

こともこの中心として議論してほしいという風におっしゃっています。今、佐賀駅は JR九州

の駅の中では８番目に乗降客が多いということですね。その中の大きな数として高校生とかが

占めているという風に聞いていますけれども、そこら辺をどうやって裁くかっていうのは大体

今まで放ってきたと思うんですよね。大体自転車で漕いでくれるから、彼らは放っておいても

大丈夫と動かしてきたと思うんですけれども、これから彼らがバスとか使って動いてくれるよ

うになると、またバスの運行も違ってくると思いますけれども。そういうことを考えてくださ

いということだと思います。 

 はっきり言うと、あそこのところで今はあまり商のことについては議論してないよね。駅の

周辺のところで今商的な機能っていうのは特に考えないっていうことになってきていると思

います。ですから、我々としてはあそこでは交通結節点としての駅とバスターミナルが併設し

てあることの利点とか問題点ということを議論していくことになるだろうと思います。それか

らゆめタウンが郊外にできて、清和高校が右側のところに移ってきてというようなことで、少

し人の流れが変わってきたっていうこともあるかと思います。 

 それからもうひとつは、いわゆる買い物関係っていうところは大きなショッピングタウンみ

たいなものってなって、中に色々今度はゆめマートとかマックスバリューなどの系統のいわゆ

る昔ながらのスパーマーケットっていったような日周り品のやつが動きはじめたっていうこ

ともありますので、商については、もうそこら辺はあまり議論しなくていいだろうということ
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で、今のところ駅前構想のところでは、商のことについては議論してなくて、最後に残ったの

が JAさがさんのあの土地を一体どういう風に使って行くかっていうので、今 JAさがさんの

動きをじっと見ていたっていうのは事実だと思います。 

 私長いこと、自動車道をどう作るかっていうことのところに参加してきましたので経過を知

っている分だけちょっとなかなか難しいんですけど。皆さんたちの意見とちょっと違うかも知

れませんけど。中央大通りの名前を変えて、もう中央大通りやめよう。中央大通りって名前を

付けるから中心の道だって思っているけど、中心の道はずらそうと言ってきた人間ですので、

そこら辺のことの考えにひとつ議論してもらえればありがたいなと思っていますけど。 

 

（委員Ｄ） 

 実は昨日、佐賀市景観賞２０周年式典で涌井先生がお見えになって佐賀のまちづくりや景

観について色々な話を伺いました。非常に目から鱗でした。このまちづくり５０人委員会で、

中心市街地あるいは駅から県庁までの通りをどうしようかとか何回も話をして、今アドバイ

ザーがまちなかで使わない土地を有効にしようと実行されていらっしゃるけど、それも評価

をいただきました。 

 もうひとつ私がびっくりしたのが、十間堀、東西に大きな川があるんですね。これが、今

は都市の雨水の排水路になっているんですね。夏は神社の裏の川、これは非常に流れが綺麗

で観光客が来てもきれいな水ですねって言われるけど、最近東京とか大阪から私を訪ねてい

っぱいお客さん見えるんですけど、「佐賀のいいところって日本酒でしょう」と言われますね。

「日本酒じゃなくて水路のまちよ、いっぱいあるでしょう」と言ったら、「そうみたいですね」

とおっしゃるけど、きれいな川と汚い川と２つあるんですね。これを、時間もかかるんでし

ょうけど、何とか行政がリードしていただいて、企業も一定のお金をいくらかずつ出し合っ

て、官民一体となってきれいな川にしようとしていけば。この間、十間堀をずっと回ったん

ですけど、やっぱり石垣が崩れていたり、草がいっぱいあるんですね。建築士事務所の方が

講演されたんだけれども、クリークネットっていうのを立ち上げてあるんですよね。船に乗

って、小船に乗って全部十間堀を細かく回られた。それが発表されたんだけれども、あれに

プラスきれいな水があれば、なおいいなと。それで、涌井先生がおっしゃったのは、せっか

く恵まれた環境、佐賀のまちを、昔からのあの水を生かしたらどうですか、って話があった

んですね。このきれいな水が佐賀のまちなかに常に流れていれば、おそらくいろんな人たち

が見に来ると思うんですよね。やっぱり九州は水路のまちっていうことで、佐賀は見直され

て、観光客も増えてくる、そしたら、店も増えてくるんですね。ぜひ私は建築士会の皆さん

には、寄附を募ってでもこれを進めてもらいたいと思って、感心してあれはいいことされて

いるなって思いましたので、ぜひ中央大通りを行き来している川がきれいな川になるように

してもらえればありがたいなと思います。 

  

（会長） 

 やっている本人の一人ですので、応援演説をしてもらったみたいで。今のことを何気なく佐

賀市にずっと言い続けていますので、また圧力のひとつにしたいと思います。 
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 駅前のところ、駅前構想っていうようなテーマで他にもこんなところ考えられませんかって

こといいですが。先ほどのことで言うと、これ盛りだくさんだよねっていうところで、もうち

ょっと焦点絞ったほうがっていう意見もあるかと思いますので、アドバイザー、今までの議論

を聞いていてひとこと意見を述べてもらっていいですか。 

 

（アドバイザー） 

 いろいろたくさん意見をいただきまして、ありがとうございます。お話いっぱい伺ったので

何を話そうかと悩んでいるんですけど。 

 まず、最初の方に話があった、今いろんな計画を作っていくと、将来いろんなことが起こっ

てきたときにいろんなことが障害になるんじゃないかみたいな話があったと思うんですけれ

ども。実はおそらく今もいろんなことが決まってなくて、いろんなことが調整中で、その状況

に合わせて、決められるっておかしいですけど、議論できることをしていく状況だと思うんで

すね。これたぶんずっと続くっていうか、一生続くんだと思っていて、僕は一回決めたものを

変えないっていう姿勢をやめた方がいいかなと思っています。ここで議論したことを、今年は

こういうこと議論したよねっていうので、その時にできることはやる、その中で先行き何かい

ろんなことが変わってきたときに軌道修正をするということをきちんと決めて行くことの方

が大事なんじゃないかなって思うんですね。おそらく先にどうなるか分からないことがたくさ

ん山積みになっていますので、決まらないことに苛々するよりも、今できることをきちんと議

論して、やれることを着実にやっていくっていう姿勢にしながら、この整備構想っていうのを

バージョンアップしていく仕組みづくりを考えた方がいいんじゃないかと思いました。 

 もうひとつ最後のところにあった駅のキャパとか駅前広場のキャパの問題なんですけど。こ

こでいろんなことを考えるのに非常に大事な価値観が、人口減少していて経済のパイも減って

いくという社会であるということだと思いますね。今までのものの作り方は拡大する社会に向

けて、その均衡する状態を常に先読みして作っていく状態で都市を作ってきたんですが、これ

から目指さないといけないことは縮小均衡なんですね。ですから、今増えていても必ず将来減

って行くんじゃないってことはたくさんあって、そこに向かって、無駄に余らないような状態

を、少し溢れさせながらでも縮小しながら均衡させていくやり方を考えていかなきゃいけない

っていう時代が続くと思います。ですから、今まで、縮小の時代を生きたことがある人とか、

縮小の時代にまちづくりの成功体験をした人はひとりもいないと思いますので、おそらく今ま

でやったことがないチャレンジを皆さんと一緒に様々な実験をしながら成功したこと失敗し

たことを共有して、柔軟に軌道修正をしながら新しい駅前の構想を毎年バージョンアップして

いくっていうのが、おそらく正しいやり方じゃないかなって思いました。縮小均衡の時代って

いうのはおそらく道路も、いらなくなる道路もたくさん出てくると思いますし、駐車場も今た

くさん増えていますけど、いずれたぶん駐車場も余ってくるし、現状駐車場の値段ってがんが

ん下がってきているわけですから、おそらく飽和状態になりつつあるんだと思うんですね。こ

の佐賀のまちがいろんな人から「素晴らしいまちだね」とか、外の人からも「佐賀市に来たい

よね」と言われるためには、僕は量の問題を議論するよりも、質の問題を議論した方がいいか

なって思います。 
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先ほどの話の中で、高校生たちがこのまちに残るようなまちにしたいと。高校生だけじゃな

く、おそらく子どもたちかと思うんですが、そのためにはハードの話ではなくて、面白い人と

か面白い大人がいるまちっていう方がよっぽど残ると思いますし、暮らしの豊かさとか、そう

いうところにこれからの子どもたちは寄り所を見つけて行くんじゃないかなと思っています。

なぜならこの僕らが暮らした１９７０年代８０年代、僕はその頃中学生、高校生だったんです

けれども。あの頃に比べたら圧倒的に IT社会で、ネットっていう武器があって、世界中のこ

とがネットを見れば分かる時代になってきたときに、おそらく東京のことなんか行かなくても

みんな分かっているわけですね。だから、僕なんかは諸手を挙げて東京に行くぞっていう暮ら

し方をしてきたんですが、今の人、若い人たち、そういう感覚がないです。もう見えちゃって

いるからですね。amazonでポチっと押せば何でも買えちゃうっていう時代ですから。という

ことは東京とかにない価値を以下に佐賀で見つけて、やっぱ佐賀の方が面白いじゃんっていう、

佐賀の方が面白い人いっぱいいるねっていう状態、質の問題をいかに作っていくかっていうこ

とに、この駅前構想あるいはまちなかの考え方もシフトしていかないと、なかなかお金をたく

さん使ってもまたさらに作り続けても上手くいかないという時代がたぶん来ているんじゃな

いかなという風に思いました。 

そういう意味で今回の整備構想っていうのは、皆さんご覧いただいたようにいろんなことが

あって細かいことは決まってないんですけど、たぶん今の状況はここまでが精一杯なんじゃな

いか思うんですよね。ただ、これは後ろに下がっているわけじゃなくて、多分前に進んでいる

という風に思います。今の中で進める状態の中で、未来に大きな可能性を残しているっていう

風に僕は考えた方がいいんじゃないかなって思います。 

 最後にクリークの話、お話いただきましたけど、僕もクリークネットの一員として関わって

おりますが、実はこれからの価値っていうのは、今日も議論であった道の話と、佐賀の文化で

ある財産であるクリークみたいな、そういうリニアな状態のもの、しかもみんなが共有してい

る公共的なものの価値がガラッと変わることで、実はまちの見方が１８０度変わる時代だと思

います。今まではおそらく先ほど申し上げたように、右肩上がりの時代は東京を目指して、東

京と同じような暮らしを作っていくっていうことをしてきたんですけど、今度はそうではなく

て、どこに行ったって東京と同じようなものありますから、どうやったら佐賀っていう場所を

PRできる手を打てるかっていうことを考えたときに、僕は道っていうものとクリークってい

うものは佐賀の大きな財産だなと思いました。ですから、そうやって活動してくれているって

いうのは本当に佐賀の大きな財産になるんじゃないかなと思いました。 

 大体皆さんの話に触れたと思うんですが、いろんな価値観、考え方があると思いますので、

いろんなことがガラガラ動かされながら、ある時期ある時期いろんなことが決まってくる状態

をみなさんで共有していきませんかっていう話につながっていったらいいかなっていうのが

今日の感想です。 

 

（会長） 

 まだこれから先、我々検討委員会の方もいろんな代表の方も出ておられるし、いろんなアイ

ディアあります。具体的な問題を書かないと全体が見えないっていうことでもあると思います
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ね。具体的にいろんなもの貼り付けてみてやっと全体が見えてくるということでもあると思い

ますので、もう少し、今年度は構想だけですけど、次年度から計画を検討する。そうすると、

駅前広場のところで、先ほどおっしゃっていただいたようにどういう機能が必要かというよう

なことですね。それからタクシーという場所が、この間もアイディアが出たんだけど、タクシ

ーは今携帯とかですぐ呼べるんだから、あそこにプールがある必要があるのかっていうことが

あって。プールはどこかにあってすぐ何台空いているかっていうことがすぐ分かるようにして

やればできるんじゃないって、今の ITの時代にね。ハードというのは、タクシー通りはそれ

ほど要らないよねと。じゃ、公園を生かそうかという話が出てきますので、それが新しい時代

の設計図っていうのが出てくるだろうという気がします。だから、駅前のあそこに駐車場があ

そこにあれだけないといけないということ自体よく分かってないというところがありますの

で、昔からのスタイルをちょっと変えてみるっていう勇気がいるだろうと思いますので、そう

いうデザインを、いろんな知恵をアドバイザーに教えてもらって、上手くやっているところも

あるよっていうような情報を仕入れてやっていければいいかなっていうふうに思います。 

 それと、やっぱり先ほどからおっしゃっていただいたけど、誰が何をやるのかっていうこと

が意外と一番難しくて、商に関することは民がお金を出してやっている部分と公が一定の公的

にやるのとか、ちょっと一緒になって考えていかないといけないから、今回のように、JA さ

んのいろんな開発計画の中にどういう風に盛り込めばいいのかというようなことはやっぱり

それを開発される側の人たちに依存してしまいますので、それじゃないものっていうのももち

ろんできるところからアドバイザーにやっていただければなと考えています。そのときに一番

対峙することっていうのは、いくつもあります。先ほど、委員Ｇがおっしゃったように緑をど

うするのかっていうことと、歩道の幅や自転車道との関係っていうのはすぐバッティングする

場合がありますので、そういうことは何回も何回も話し合って、絵を描きながら修正していく

ってことになって行くんだろうなと思います。 

 それと同時に大きく法が決まっていて、コンパクトシティっていうのは法律で決まっている

んだよね。それに基づいたものでないと国の支援が受けにくいというようなことがありますの

で、その思想に基づきながら佐賀らしいところはどうするかっていうのを検討していければい

いと思います。 

 それから、最後におっしゃっていただいた水路ということは我々の悲願でもありますけれど

も、やっぱりそれをやるためにはベースとなる水をどうやって確保してくるかとか、それに市

民がお金を払いますかとか、そういうようなことからはじめないといけないので、４０年くら

い同じようなこと言い続けていますけれども、それは佐賀市の皆さんがある種の税金を使うこ

とを覚悟しなければいけないときも来るんだってことをずっと言い続けて、アドバイザーが言

ってくれるように、新しい価値を作ることが今からの次のまちづくりだよっていうことを伝え

られていければいいかなっていう気がしますね。だから、私今もうひとつ検討委員会の座長を

していますので、いただいた意見を少しひねってみたいと思いますので、また、度に報告をし

ていきますので、その報告に基づいて、また新しい考えの視点っていうのを教えていただけれ

ば、それをまた我々現場の方で取り込んでいきたいと思いますけれどもよろしくお願いします。 

 それから、今日ここの会議上だけじゃなくて市の方に直接行っていただいて全然構いません。
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文句というかアイディアを出していただければその話は全部伝わってくるようになっていま

すので、こういう意見が届いていますよっていうことは委員会でも、検討会議でも出てくると

思いますので是非お願いします。 

 

（委員Ｇ） 

 平成２０年度から、これまでに議論されたその中で、前に進んでいるとかそういう具体的

な方向付けが今どの程度されているのか。今さっき中でも話がありましたが、やはりできる

ものからやっていこうと、いつまでも長引かせてとうとうダメだったというのではなくて、

やはり将来に向かっての構想を含めながら、できれば順次その構想にしたがって進めてもら

いたいなとそういう感じがいたします。 

 それとわいわいコンテナ、あれ、もっと広く取れません。小さいですよね。もう尐しあっ

た方がいいなという感じがしました。 


