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第３回佐賀駅周辺整備

基本計画策定会議 資料２
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①まちの顔となる空間の配置
②滞留・交流空間の配置
①まちの顔となる空間の配置
②滞留・交流空間の配置
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③拠点エリア方面への誘導③拠点エリア方面への誘導

③拠点エリア方面への誘導③拠点エリア方面への誘導
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　佐賀駅周辺地区は、南側の「歴史・文化・芸術の拠点エリア」と、北側
の「スポーツ・文化の活動拠点エリア」とを結ぶ南北軸の中心核であり、
市内と広域圏とを結ぶネットワークの中心核でもある。

県都の玄関口にふさわしい、
個性的で印象的なまちの顔づくり②

総合運動場周辺へのアクセスなど、
わかりやすく利便性の高い公共交通機能の配置③

既成市街地方面への人の流れを生み出す
効果的な動線づくり④

都市基盤が安全・快適に整備された街づくり⑤

まちとつながる。ひととつながる。

さ が リ ン ク ス テ ー シ ョ ン
※リンク（link）＝つなぐこと。連結すること。複数の機能をつないでひとつにすること。

【さがリンクステーション】

【佐賀駅前広場の整備コンセプト】

【佐賀駅周辺地区の整備に関する視点】

駅前広場の整備方針　－検討経過－

　佐賀市は、クリークに代表される水都の風
景、広々とした田畑、点在する雑木林など、自
然に囲まれたのびやかな風土や、独自の文化
的蓄積を持ちながら、県都として官公庁や企
業の集積がみられること、福岡市という大都市
が通勤圏にあることなど、良好で豊かな環境
の享受と働きやすさとを両立する「暮しやすい
まち」であることが特長だと考える。
　佐賀市でこそ実現できるそのような暮らしを、
佐賀らしさを象徴する「佐賀暮らし」と定義付け
たい。

　駅に降り立った人々が最初に接する駅周辺の空間は、街の印象を決定
付ける重要な空間である。
　このため、グローバルとローカル、駅と街なかとをつなぐ「さがリンクステ
ーション」としての役割に加えて、街の玄関口として「佐賀暮らし」を感じ取るこ
とのできる空間としたい。
　来街者はもちろん、市民が駅周辺に集い、憩いながら郷土への誇りや
愛着を感じ、街の原風景として記憶される空間をめざす。

【新たな視点としての「佐賀暮らし」】

さがリンクステーション

佐賀暮らし

【駅前広場の整備方針】
①まちの顔となる空間の配置

　来街者を迎え入れ、駅の外へ踏み出す人の流れをつくる、のびやかな空間を配置

②滞留・交流空間の配置

　人々の居場所となり、交流を生む空間を配置

③拠点エリア方面への誘導

　南北の拠点エリアへと人の流れを誘導する動線を構築

④交通機能の再配置

　交通機能を駅前広場の西側に再配置・最適化

○佐賀暮らしを感じさせるのびやかな空間
　街をつつむ「のびやかさ」を感じ、豊かな佐賀暮らしを感じ取ることのできる、まちの顔にふさわしい空間を

創出する。
○市民・来街者の滞留・交流を通じて、賑わいを生み出す空間
　九州有数の駅利用客や、様々な市民が、憩い、時間を過ごしたくなる空間を創出する。人々の滞留が交流を

生み、周辺エリアへ波及することによって、賑わい機能の集積へと繋がる好循環化をめざす。
○交通機能が適切に配置されるとともに、駅からまちへ人々をつなぐ空間
　駅前の空間から、さらに南北の拠点エリアへと人の流れを誘導し、駅と拠点エリアとの接続・連携を強化する。

各拠点における整備効果を最大限に活かし、佐賀暮らしを支える移動ネットワークの形成を進める。
　また、車・タクシー・バスなどの交通手段が、適切に配置された空間へと再構築する。

町に張り巡らされたクリーク

まちづくりの視点

黄金色の麦畑

① 来街者のニーズに対応する機能と街なか居住などを
支える機能とが効果的に配置された街づくり
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民間による

開発

民間による

開発 民間による

開発

民間による

開発

一体的な賑わいの創出一体的な賑わいの創出

交差点のスクランブル化の検討交差点のスクランブル化の検討

歩行者・自転車の分離歩行者・自転車の分離

まちの顔となる空間の配置

滞留・交流空間の配置

まちの顔となる空間の配置

滞留・交流空間の配置

まちの顔となる空間の配置

滞留・交流空間の配置

まちの顔となる空間の配置

滞留・交流空間の配置

交通広場の再配置交通広場の再配置

交通広場の再配置交通広場の再配置

拠点エリア方面への誘導拠点エリア方面への誘導

拠点エリア方面への誘導拠点エリア方面への誘導

　駅前の空間には、南北の拠点エリアへと人の流れを誘導する起点
としての機能や、南北それぞれに異なる街の特性に対応し、駅と街とを
つなぐ結節点としての役割が求められる。
　このため、南口駅前広場及び北口駅前広場の整備に当たっては、
南北それぞれの街づくりの課題や特性に応じた整備方針を設定する。

　駅の南側は、商業機能や業務機能が集積する都市の中核エリアで
ある。さらには、佐賀城公園など佐賀の歴史・文化を代表するエリアに
も繋がっている。
　このため、駅前広場には、駅や駅周辺の人の流れを賑わいにつなげ、
その賑わいを中核エリアへと波及させる拠点としての役割や、街の風土
・文化を象徴し、街の顔となる空間づくりが期待されている。

○目的地への起点となる空間
　・拠点方面への円滑な移動を促す空間・動線の構築
　・イベントと連動した仕掛けなど、会場へ向かう高揚感を高めるしつらえ
○都市生活を支える快適で高質な空間
　・市道三溝線と連続性を持たせた、街の背骨となる快適な移動
　空間及び人々が足を停めて佇む滞留空間を確保
○交通結節機能の向上
　・交通広場内の動線再構築による混雑解消

○佐賀暮らしを象徴する高質な空間
　・「のびやかさ」を感じられる、豊かなみどりと水景空間の創出
　・日常的な居場所として、佐賀暮らしの原風景となる空間の創出
○周辺エリアと連携し賑わいを生み出す空間
　・イベントなどの非日常にも対応し、駅周辺の一体的な賑わいを  
    生み出すオープンスペースの確保
　・駅周辺の賑わいを街なかへ波及させる、効果的な動線の構築
○交通結節機能の向上
　・交通広場内の動線再構築による混雑解消

【南口駅前広場の整備方針】

　駅の北側には、県内随一のスポーツ・文化の活動拠点が所在しており、
大規模なアリーナ建設も計画されている。このため駅前広場には、駅か
ら拠点方面へ来街者をスムーズに誘導する起点としての役割が期待
されている。
　また、駅の北側は、近年人口が大きく増加し、街なか居住が進展する
エリアである。街なか居住を支える市道三溝線の再整備と併せて、質の
高い佐賀暮らしの基盤となる空間づくりが期待されている。

【北口駅前広場の整備方針】

南口・北口駅前広場の整備方針

至 佐賀県総合運動場方面

至 中心市街地方面
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佐賀駅周辺検討平面図
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佐賀駅周辺検討平面図

���

���

���

����

身障者・タクシー乗降身障者・タクシー乗降

タクシープールタクシープール
一
般
車
乗
降

一
般
車
乗
降

駐車場駐車場

象徴的なエントランス空間象徴的なエントランス空間

賑わいを生み出すオープンスペース賑わいを生み出すオープンスペース

街なかへの動線街なかへの動線

南口駅前広場の整備方針

利用者ニーズに対応する分かりやすい交通広場

・タクシーの動線を一般車と分離し、それぞれが安
全でスムーズに利用できる配置を実現する。

・駅前広場の出入口を西側に集約し、東西両方向
からアクセスできる構造を実現する。

・一般車駐車場を交流空間側に配置し、歩行者が
道路空間を横断しない、安全な動線を実現する。

・バリアフリー化に向け専用乗降場や駐車場を新
設し、ユニバーサルデザインの実現を図る。

・一般車駐車場やタクシープールは、現在の利用
状況を踏まえて、規模を最適化する。

・駅を出た正面に、「のびやかさ」を感じられ
る、みどり豊かな滞留空間と水景空間を配置。
佐賀暮らしの原風景となる空間を創出する。

・イベント利用などを通じて、周辺施設と連携
した、賑わいの相乗効果を生み出す空間を
確保する。

・駅周辺の人の流れを中心市街地方面へと
誘導し、街なか全体へと賑わいを波及させる
ため、連続性を感じさせる空間を創出する。

東側から望む

南側から望む

佐賀暮らしを象徴する高質な空間

周辺エリアと連携し賑わいを生み出す空間

交通結節機能の向上
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佐賀駅周辺検討平面図
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佐賀駅周辺検討平面図
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断面ライン断面ライン

イベントスペースとして活用可能な空間イベントスペースとして活用可能な空間

周囲から立ち上がった滞留空間周囲から立ち上がった滞留空間

立ち上げと植栽による緩やかな分節立ち上げと植栽による緩やかな分節

歩行空間

歩行空間 歩行空間滞留・交流空間 滞留・交流空間

滞留・交流空間 歩行空間

歩行空間

一体的な滞留・交流が生まれる

・佐賀暮らしの豊かさを来訪者に感じてもらうとと
もに、市民の憩いの場となる水景空間。

・イベント広場としての活用も可能な空間。
・安全で維持管理にも配慮した形状。
・人の滞留を促す、拠り所となるファニチャーの配置。

・隣接する施設の賑わいのにじみ出しを促すこと
で、駅や施設利用者の滞留が交流を生み、
周辺エリアへの賑わいの波及を生み出す空間。

・日常的に、様々なできごとが生まれることを誘発
する空間。

・交流広場の西側に立ち上げ（段差）を設け、
交通広場と緩やかに分節するとともに、地下水の
影響を避けて植栽の生育を促す。

・常緑樹、落葉樹が混植された、四季を通じ楽し
める緑陰空間。

南口駅前広場の整備方針

水景空間のある広場：多治見駅虎渓用水広場
(多治見市)

居場所となる広場：Lincoln Center North Plaza
(New York)

居場所となる広場：南池袋公園
(豊島区)

水景空間のある駅前広場： 東京駅
(千代田区)

施設と連続した広場：中野セントラルパーク
(中野区)

芝生広場のイベント：ミッドタウンガーデン駅前広場を利用したイベント：多治見駅

日常の駅前広場：多治見駅 (多治見市)
　

日常の芝生広場：ミッドタウンガーデン (港区)

沿道施設の滲み出しを促す緑陰：グランモール広場
(横浜市)

①イベント広場としての活用が可能な空間①イベント広場としての活用が可能な空間

③賑わいのにじみ出しを促す空間③賑わいのにじみ出しを促す空間

②みどり豊かな滞留空間②みどり豊かな滞留空間

[

日
常
的
な
活
用
イ
メ
ー
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[

イ
ベ
ン
ト
時
の
活
用
イ
メ
ー
ジ]
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身障者・タクシー乗降身障者・タクシー乗降

タクシープールタクシープール
一
般
車
乗
降

一
般
車
乗
降

駐車場駐車場

市道三溝線と連携した一体的な空間市道三溝線と連携した一体的な空間

目的地への移動の起点となる空間目的地への移動の起点となる空間

北口駅前広場の整備方針

・駅前広場の出入口を集約し、円滑で分かりやす
い交差点処理を実現する。

・駅北口交差点のスクランブル化を検討し、歩行
者・自転車の動線の最適化を実現する。

・専用乗降場や駐車場の新設など、バリアフリー化
を推進し、ユニバーサルデザインの実現を図る。

・タクシーと一般車の駐停車位置を分離し、広場
内での輻輳を改善する。

・一般車駐車場やタクシープールは、現在の利用
状況を踏まえて規模を最適化する。

拠点エリアへの円滑な誘導

・市道三溝線との連続性を意識した舗装や
植栽、ファニチャーなどのデザインにより空
間の高質化を図る。

・日常生活のシーンにとけこみ、駅利用者
や市民の居場所となる快適な空間を創出
する。

・駅を出た正面に、人々が足を停めて佇む滞
留空間を配置。佐賀らしさが感じられる、植
栽のあるシンボリックな空間を創出する。

・サインや案内板に加えて、目的地へと人々
を円滑に誘導する空間デザインや動線の
構築。

・アリーナ等のイベントと連動した仕掛けなど、
会場へ向かう高揚感を高めるしつらえ。

交通結節機能の向上

目的地への起点となる空間

都市生活を支える快適で高質な空間

東側から望む

北側から望む


