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第２９回佐賀市都市計画審議会 

議 事 概 要 

 

１．開催日時  平成３０年１１月２０日（火）１３：３０～１５：３０ 

 

２．開催場所  （所在地）佐賀市白山二丁目１番１２号 

        （会場名）佐賀商工ビル ７階 大会議室 

 

３．出席委員  １５名出席（全委員１９名、欠席５名） 

        荒牧軍治、川浪安則、髙島千鶴、中野美和子、福島和代、 

        久米勝也、中村宏志、川副龍之介、 

        川原田裕明、山口弘展、日浦敬祐、德永浩、式町郁子の各委員 

 

４．審議  諮問事項 

       第１号議案 佐賀都市計画用途地域の変更  （佐賀市決定） 

       第２号議案 佐賀都市計画地区計画の決定  （佐賀市決定） 

             【東山田地区 地区計画】 

 

５．その他 

       佐賀都市計画道路整備プログラムの更新について 

 

６．配布資料 

      ・第２９回佐賀市都市計画審議会次第 

      ・佐賀市都市計画審議会条例 

      ・佐賀市都市計画審議会委員及び幹事名簿 

      ・第２９回佐賀市都市計画審議会 議案書 

      ・第２９回佐賀市都市計画審議会 議案用付図 

      ・用途地域の変更について（PPT①） 

      ・用途地域による建築物の用途制限概要（用途制限概要） 

      ・新工業団地開発に係る地区計画について（PPT②） 

      ・佐賀都市計画道路整備プログラムの更新について（報告①-1） 

      ・佐賀都市計画道路整備プログラム（報告①-2） 

 

７．議事概要 

審 議 

○会長 

  市長から諮問事項が２個出ている。まず、第１号議案 佐賀都市計画用途地域の変更

（佐賀市決定）について説明をお願いする。 

○事務局（都市政策課） 
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【議案書及び議案用付図により説明】 

  議案書P01：第１号議案 佐賀都市計画用途地域の変更（佐賀市決定）。 

  議案書P02：１．用途地域の内容については以下の表のとおりである。表の欄外にある

用途地域の区域等については、後ほどスクリーンにて説明する。 

  議案書P03：２．変更理由。佐賀県総合運動を含めた周辺エリアは、佐賀県が定める

「佐賀都市計画区域マスタープラン」において、スポーツ・レクリエーション拠点と位

置づけられ、2023年に開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会をはじ

め、各種スポーツ大会などが行われることから、将来にわたって、スポーツ・レクリ

エーション拠点として土地利用が図られるよう用地地域を変更する。 

  議案書P04：３．用途地域の面積の新旧対照表。第一種中高層住居専用地域が変更前と

変更後で595.5ヘクタールから593.3ヘクタールに減尐している。それから、第一種住居

地域が808.4ヘクタールから782.9ヘクタールとなっている。そして、近隣商業地域が16

8.9ヘクタールから196.6ヘクタールに増加している。変更により、近隣商業地域が増え

ている。 

  議案書P05：４．用途地域の追加・削除に関する字名一覧。二の(3)変更する部分、佐

賀市日の出一丁目、日の出二丁目、若楠一丁目、若宮三丁目の各一部となっている 

  議案書P06：５．都市計画策定の主な経緯。今年7月6日から、関係自治会等への事前説

明を行い、9月6日に原案説明会、10月3日予定の広聴会は公述申し出がなかったため中

止。11月1日から15日まで都市計画案の公告縦覧を行い、意見書の提出はなし。本審議会

で承認いただければ、県知事への協議を行い、来年２月上旬の決定を予定している。 

  では、スクリーンで詳細な説明を行う。 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT①P01：この資料は、８月７日に行った（佐賀市都市計画審議会）勉強会の資料と

ほぼ同じものである。 

  PPT①P02：１都市計画（用途地域）については割愛する。次の２用途地域の変更案に

ついてのおさらいし、最後に、都市計画変更の今後のスケジュールを説明する。 

  PPT①P11：現在の総合運動場周辺の用途地域図である。陸上競技場、総合体育館、市

文化会館の（ある）黄色い部分が第一種住居地域。第二補助競技場がある部分が第一種

中高層住居専用地域である。一般的に住居の環境を守るための地域になる。ある程度の
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店舗や事務所などが建てられる地域となっている。 

  PPT①P12、議案用付図P03：こちらが変更案である。陸上競技場、総合体育館、市文化

会館のある部分と、第二補助競技場のある部分を近隣商業地域に変更したい。 

  用途制限概要：陸上競技場等の施設は、観覧席を備えた集客施設である。黄色で着色

している観覧場が陸上競技場等にあたる。赤枠で囲っているところが近隣商業地域で建

築可能となる。 

  PPT①P13：これは用途地域の用途制限概要の表を抜粋したもの。住宅等はどの用途地

域でも建てられる。店舗（等）は、第一種住居地域では500平方メートル以下のものまで

しか建てられない。第一種住居地域では、3,000平方メートル以下のものしか建てられな

いが、近隣商業地域では建てられる。事務所等、ホテル・旅館は、第一種中高層住居専

用地域では建てられない。第一種住居地域では、3,000平方メートル以下であれば建てら

れる。近隣商業地域では（全て）建てられる。遊戯施設等には総合運動場などが入る

（含まれる）が、第一種中高層住居専用地域（では建てられない）、第一種住居地域で

も、一部の例外を除いては建てられないが、近隣商業地域は建築が可能となる。 

  PPT①P15：今後の都市計画変更の手続は、本日、（本）審議会の承認をいただけれ

ば、佐賀県知事への協議後に都市計画の決定・告示という流れになる。来年の２月の上

旬を予定している。 

  市販の地図：８月７日の（佐賀市都市計画）審議会（勉強会）の際に、委員から、周

りにどんな建物が建っているか、詳しく見たいとの要望があったため、市販の地図を用

意した。ピンク色で示している部分が今回、用途地域を変更したいところである。その

周りに赤く塗っているところが店舗等である。大きな道路沿いに店舗等が非常に多かっ

たが、この（ピンク色より）北の部分は非常に住宅が多いということがわかる。皆様方

に回します（回覧する）。 

  説明は以上である。 

 

≪ご意見・ご質問≫ 

○会長 

  今の説明に対し質問、意見があればお願いしたい。 

○委員 
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  ２点伺いたい。１点目は事前に事務局に調査を依頼していたが、（今回のように）、

用途地域を変えるだけでなく、特別用途地域（区）をさらに上に乗せて（土地）利用等

の誘導を図っているよそ（他自治体）の事例等の調査結果と今回、特別用途地域（区）

を張り付けなかった考え方（理由）について教えてほしい。 

  もう１つは、用途地域の貼りつけのことで２点（箇所）ある。１点（箇所）は、第二

補助競技場の右下、東の南（南東）の一角は、１中高（第１種中高層住居専用地域）の

ままだが、ここを（近隣商業地域に）入れなかった理由があれば教えてほしい。あと

（もう１箇所）は、263号線の東の総合体育館と文化会館の南側に警察学校がある。この

機会に近隣商業地域などに変更をする検討がなされたのかどうか伺いたい。 

○事務局（都市政策課） 

  特別用途地区をかけることも検討したが、（変更予定の敷地は）ほとんど県と市が所

有しているため、特別用途地区をかけなくてもいいのではないかというところが１点。

県の（佐賀都市計画）区域マスタープランの中で、スポーツ・レクリエーション施設の

区域として定めているため、変な建物は建つことはないだろうということもあり、特別

用途地区をかけなくていいのではないかという結論に至った。 

  あと、調査については、近いところで久留米、諫早、北九州あたりでスポーツ施設に

関する特別用途地区をかけている。このうち…… 

○会長 

  特別用途地区の定義を、語句の説明をお願いしたい。 

○事務局（都市政策課） 

  特別用途地区は、区域を定めて、さらに建てられる用途を絞って業態を集めるもの。

例えば、佐賀市で言うと環状西線の沿線に第三種工業特別用途（業務）地区がかかって

いる。ここに自動車関係の工場、販売所を集めるようにしている。地区を定めて、その

（土地の）使い方をもっと純化していく制度である。 

  先ほどの続きだが、紹介した北九州、諫早、久留米の中で、諫早市が準工業地域の中

に大規模な集客施設ということでスポーツ施設を建てられる特別用途地区を張ってい

る。そうすることで、工場ではなく、スポーツ施設が建てられるようにしている。 

○会長 

  （土地の使い方をさらに）絞るということか。 
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○事務局（都市政策課） 

  （土地の使い方をさらに）絞るものである。それとは逆に、北九州は用途地域が住居

地域のところにスポーツ・レクリエーション地区というの（特別用途地区）を張って、

用途を緩和して建てられるようにしている。 

  佐賀市は、上位計画（佐賀都市計画区域マスタープラン）でスポーツ・レクリエー

ション施設と位置づけられているため、用途地域自体を変更することを選択した。 

  ２点目、第二補助グラウンドの右下の部分と警察学校の部分について、用途地域を広

げる（近隣商業地域にする）考えがなかったかだが、用途地域のエリアについては、ス

ポーツ・レクリエーションの拠点と位置づけられている部分の用途地域を変更するとい

う考えでやっている。例外として、テニスコートは北側の第一種低層住居専用地域に隣

接しているため、用途地域を変えないということで事務局の案としている。 

○会長 

  同じスポーツ関係のところでもテニスコートは特別、用途変更しなくても、第一種中

高層住居でも大丈夫なのか。これは遊戯場等には入らないのか。 

○事務局（都市政策課） 

  そうである。テニスコートは、入らない。 

○会長 

  住居地域でもつくれる施設だから動かさないという意味か。 

○事務局（都市政策課） 

  今回、テニスコートで大幅な改築は行われないと聞いている。用途地域を変更した方

が我々（事務局）としては、一体的にスポーツ・レクリエーション施設として変更した

いという理由が立ちやすいが、ここ（テニスコート）を近隣商業地域にして、夜間のテ

ニスの施設ができてしまうと、北側の閑静な住宅街に影響があるため、用途地域を変え

ないということで事務局の案としている。 

○会長 

  集客場が南のほうで近隣商業地域ができ、第一種低層住居（専用地域）がその北側に

ある。いわばバッファー的な意味で、そこは第一種中高層住居（専用地域）にしておい

て、ここにはスポーツ的でも集客的なものは余り建てる気がないということでよいか。 

○事務局（都市政策課） 
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  そういうことである。 

○会長 

  では、駐車場のところも同じなのか。佐賀県の案では、公務員宿舎となっているとこ

ろは駐車場にする計画だと聞いているが、これも一種のバッファーを置いたということ

でよいか。 

○事務局（都市政策課） 

  そういうことである。 

○会長 

  佐賀県に聞くが、ここで一番悩んだのは、交通対策だと思う。ここにアリーナを置く

ことを随分検討したと思う。どう思って、ここに8,000人もの集客機能を持ったものを置

くことを決断したのか。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  県下全域でこういったスポーツ施設、レクリエーション施設を建設する場所を検討し

た。もちろん交通の利便性、県下全域からのアクセスの良さ等を考慮して、この場所に

決めた。一方、アリーナは集客施設もあわせて建設するため、駐車場を今、1,350台、

（今後）若干増やす予定だが、アリーナへは、例えば、シャトルバスとか、ＪＲとか公

共交通機関を使って佐賀駅から歩いてもらうという取り組みで、この地域にアリーナを

立地できるのではないかと判断した。 

○会長 

  佐賀市はバルーンフェスタで１日に20万人をさばいているが、基本的に（車を）どこ

に停めて、どこでシャトルさせるか、非常に具体的な（車の）台数の考え方を持ってい

ると思う。多分車で来る人が多いと思う。どこかでシャトルさせると思うが、どこを考

えているのか。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  具体的な場所を今の時点で、決めているわけではないが、佐賀駅・バスセンターから

のシャトルバスは容易に準備できると思う。あと、大和インターの近くにも使える土地

があるのは確認している。あと、バルーンフェスタで使っている河川敷とか、具体的に

佐賀市と話がついたわけではないが、そういったところを想定している。 

○会長 



- 7 - 

  一番最初にそれをやらないと、このアリーナ計画は成り立たないと思う。だから、公

共交通機関、（例えば）佐賀駅だとして、バスセンターからシャトルすると、どれくら

いの人の量か。それから、（アリーナ周辺は）車で来る人で大渋滞だと思うが、そのと

きシャトルが動くのかとかいろんなことを考えなければいけない。交通規制の問題とか

いろんなことを準備した上でアリーナは計画するのだと思う。そこが欠けている。 

  例えば我々（都市計画審議会）は都市計画を議論するときに、ここに、例えばゆめタ

ウンみたいな大きな施設（大規模集客施設）をつくったとして、そこにどれぐらいの駐

車場が必要で、どれぐらいの交通混雑を引き起こすか、地域に迷惑をかけないかどうか

ということを、議論するのだと思う。そして、十分可能性がある案になっていることを

確認するだろう。だが、（今回）駐車場計画が明示できないとなると、問題があるので

はないか。 

  運動施設やアリーナみたいなものを前提とした計画として考えているのであれば、駐

車場計画とか運送計画を出さないと都市計画には乗りにくいのではないか。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  一例だが、アリーナでのコンサートのチケットなどに、駐車場は周辺に無いとはっき

り明記する方法を考えている。佐賀駅から（アリーナまで）たった1.4キロしかないた

め、佐賀市と連携しながら、４年後のアリーナ完成までにいろんな方策を探りたい。 

○会長 

  例えば、サガン鳥栖のサッカー場は駅の目の前で、駐車場が2,000台以上ある。しか

し、行くときはいいが、（渋滞で）帰れない。交通計画の中であれだけの公共交通機

関、ＪＲを持っていても、なおやられる（混雑する）。 

  例えば、久保田（町）にみどりの森県営球場がある。この前、（プロ野球の）西武・

広島戦があり、一万二、三千人入ったと思うが、あの辺は大渋滞だった。駐車場がない

わけではない。嘉瀬川のところ（河川敷）に停められるが、そこに至る道路に不備が

あったからである。だから、県としてこういったことを出すときは、一定程度、駐車場

交通何とか計画みたいなものを出さないと、厳しいのではないか。 

  だから、方法は今から幾らもあるだろうということはわかるが、そういうことを明確

に出してもらえるとわかりやすい。 

  もう（アリーナを）つくること自体について、あるいはここをこういうふうにするこ
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と自体について、特に（他の委員から）反論はなさそうだが、そういう具体的な、付随

する都市計画、都市の生活に付随するようなことが何か出てくると思っていたが。 

○委員 

  唐津の花火大会は当初、駐車場を案内し、常に混乱していたが、駐車場を用意しない

方針に変え、三、四年で落ちつき、今はほぼ混乱なく、駐車場がない設定が行き渡っ

た。告知広告に尽きるのだと思う。 

○会長 

  他にないか。 

○委員 

  道路の話だが、目の前に国立佐賀病院があるため、救急車も入れないとか、いろいろ

な支障が出ると思う。中心街で、大きな道路もあるが、周りに小さな道路もいっぱいあ

るため、交通対策はちゃんとしてほしい。駐車場はありませんとか、シャトルバスしか

ありませんとか、徹底しないと、いろんな機能が集中しているところなので心配であ

る。 

○委員 

  （この）都市計画審議会で用途地域の変更を協議するが、用途地域の変更をすると、

用途の制限の他に、この用途地域を変えることによって変わるもの、例えば、高さ制限

が変わってくると思う。そのほかに騒音とか公害も用途地域によって基準が違ったりす

るのではないか。この用途地域の変更に伴って変わるそのほかの規制、緩和されること

があれば教えてほしい。 

○事務局（都市政策課） 

  近隣商業地域で、高さの制限というものはない。佐賀市内の近隣商業地域では、建蔽

率が80％、容積率が200％になっているため、この範囲の中であれば問題ない。 

○事務局（建築指導課） 

  この用途地域が変わることに伴う規制等の変更について追加で説明する。高さについ

て、全体的な高さは変わらないが、道路斜線と隣地斜線が、別途規制としてあり、用途

地域によって規制が変わってくる。道路斜線、隣地斜線とは、勾配の斜線よりも超えて

はいけないというもの。その勾配が、住居系だと低いが、近隣商業は緩い勾配となる。 

  それから日影規制である。一定時間日陰をつくってはいけないという規制が住居系の
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地域にはあるが、近隣商業、住居系でないところにこの規制はない。 

  あと、部屋、各居室に光を取り入れなければいけないが、それに対して、住居系だと

計算上厳しくなる。住居系でなければ緩い計算でできるようになる。以上が建築基準法

に伴うものである。 

  それから、環境と騒音の専門（部署）は環境（部）局になるが、住居系と近隣商業系

でデシベルの基準が違ってくる。ただ、以前は住居系、非住居系というところ（区分）

だったが、エリアによっても規制することができるため、それは環境（部）局がここの

エリアをどう検討していくのかということになる。 

○委員 

  前から疑問なのだが、県とか市が、例えば城内に県庁舎があるように、本来、用途地

域をこうやって（無視して）建築することは、特定の手続を取ればできるから、今現在

この佐賀県総合体育館などが現実にできているのではないか。 

○会長 

  （総合体育館などは現在の用途地域になった）後からつくったのか。用途不適格なの

か、第１種住居地域に建てられないはずのところに後で建てたのか、規則を後で変えた

のか。 

○委員 

  なぜ近隣商業にしなければいけないのか前から疑問だが、公共施設であれば、そうい

う手続で建てられるのではないか。わからないが、建てられるのに用途を変更するの

は、例えば、騒音規制が緩やかになるから、近隣からの苦情等に対して緩やかになった

分、対応しやすくなるから、あと、高さ制限にしても、特別な手続を踏んで建築物を建

てようとする場合は、住民の意見を聞く必要があるかもしれないが、用途地域に合致し

ているという理由で今後は建築ができるようになってくるからではないのか。規制が緩

やかになる分については、我々も説明を聞いておくべきだと思った。 

○事務局（都市政策課） 

  まず、建物が適法に建ったかどうかである。この区域の中には、水泳場、陸上競技

場、総合体育館、市民文化会館がある。その中で昭和43年から昭和61年の間に水泳場、

陸上競技場、総合体育館が建っている。文化会館は、平成元年に建築をされているが、

水泳場、陸上競技場、総合体育館は、当時の用途地域で適法に建築されている。その
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後、平成8年に用途地域の都市計画法が変わり、用途地域の種類が8種類から12種類に増

えた際、第１種住居地域を指定しているため、それに伴い不適格になっている。 

  市文化会館は、平成元年当時に建築基準法の48条の許可を取って建築をしている。 

  今回、なぜ用途地域を変えなければならないかというと、上位計画に位置づけがある

もの、今後もその施設が維持されていくものについては、用途地域を変更していくもの

である。 

  用途地域を変えるまでもないが、どうしても必要なもの（建物）については、先ほど

の48条の許可の基準に合えば、そこで審議がなされるものと理解している。 

○会長 

  例えば、大学とか県の公的なもの（建物）とかは、基準を満たしていないが、特例で

認めるということをやるのだが、そんなことはもうやるなと言っている。公の施設で

あっても、土地利用の制限に従って建てる。今度のように正々堂々と用途地域を変える

という考え方に変えてきている。だから、用途地域を守って、守れないときは正式に申

請して、審議を経ることになる。 

  例えば、先ほどのようなテニスコートのあたりを入れないのは、そこに緩和ゾーンを

設けるとか、都市計画上の一種の考え方、手法を使ったと理解している。できるだけ不

適格を減らしていく方向に、今から都市計画はなっていくだろう。 

  だから、そのときに、先ほど委員の発言のように、騒音の問題などは、ルーズな方で

なく厳しい方向に動いていくように考えなければならない。例えば、（アリーナは）観

客席からワアー（歓声）とか、騒音が出るようなこと（構造）はできるだけやめて、音

がこもるような設計をするように指導していかなければならないのかもしれない。 

  ほかにないか。これは佐賀県、佐賀市にとって非常に大きな投資が行われる。環境の

問題や交通の問題をイメージしながら、判断していくことになる。 

○会長 

  それでは採決を行う。賛成の方は挙手をお願いしたい。 

 

≪採決≫ 

  第１号議案 佐賀都市計画用途地域の変更（佐賀市決定） 

  全会一致で承認（出席15名中 賛成15名） 
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○会長 

  第２号議案 佐賀都市計画地区計画の決定【東山田地区地区計画】について、事務局

から説明をお願いする。 

○事務局（都市政策課） 

【議案書により説明】 

  議案書P07：第２号議案 佐賀都市計画地区計画の決定（佐賀市決定）【東山田地区 

地区計画】。 

  議案書P08：１．地区計画の内容。この中身は、前のスクリーンで後ほど説明する。 

  議案書P09：地区計画の区域等についても、前のスクリーンにて説明する。 

  議案書P10：２．変更理由。東山田地区は、高速道路佐賀大和インターチェンジから約

３キロと交通利便性にすぐれた地区であり、工業団地を形成するには最適な地区である

こと、都市計画マスタープランでこのような交通結節機能を活用した工業団地の形成を

検討することとしていることから、この工業団地の整備を計画しているもの。なお、こ

の地区は市街化調整区域であることから、周辺の住環境の保護、営農環境に留意する必

要があるため、きめ細かなまちづくりのルールを定めることができる地区計画を導入す

るもの。 

  議案書P11：３．都市計画策定の主な経緯。今年７月11日から関係自治会等への事前説

明を行い、９月18日から２週間、地権者等に対して原案の縦覧をしたが、意見書の提出

はなかった。直近では11月１日から15日まで都市計画案の公告縦覧を行ったが、意見書

の提出はなかった。本審議会で承認されれば、今後、県知事への協議を行い、来年２月

上旬の決定を予定している。 

  では、スクリーンで詳細な説明を行う。 

【パワーポイント及び議案用付図により説明】 

  PPT②P01：こちらも８月７日に行った資料を引用したものである。 

  PPT②P02：１市街化調整区域の開発、２地区計画とは？は割愛し、３の地区計画の案

についてから説明する。 

  PPT②P13：地区計画の内容について確認する。（地区計画で）制限できるメニューと
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して①建築物の用途の制限である。建築できるものは(1)製造業、中でも火薬や危険物の

製造を除いた製造業に限る。 (2)は保育所等。認可、認可外全てを含む。 (3)休憩所。 

(4)公衆便所。(5)工業団地の維持管理に必要な施設、例えば、掃除用具の倉庫などを想

定。 (6) (1)から(5)に附属するもの、例えば (1)の製造業に伴う倉庫などを想定。 

  PPT②P14：容積率の最高限度。容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割

合のこと。単純に容積率だけをとると、この数字が上がれば上がるほど高い建物の建築

が可能となる。市街化調整区域では、通常容積率が100％に制限をされているため、周辺

の住宅に配慮した落ちついたゆとりある良好な環境を維持するため、この最高限度を10

0％に制限をいたしたい。 

  PPT②P15：建蔽率の最高限度。建蔽率とは、敷地面積に対する建築物の建築面積の割

合のこと。単純にこの建蔽率だけをとると、100％に近づけば近づくほど敷地いっぱいに

建築物を建てることが可能になる。通常、市街化調整区域では、建蔽率が60％に制限を

されているため、敷地内の建て詰まりを防止し、ゆとりある良好な環境を維持するため

に、この最高限度を60％としたい。 

  PPT②P16：建築物の敷地面積の最低限度。ゆとりある町並みをつくり、適正な事業活

動を確保するために建築物の敷地面積の細分化を制限する。最低限度が3,000平方メート

ル、製造業の建築物のみとしている。 

  PPT②P17：壁面の位置の制限。これは日照や通風、植樹スペースを確保して良好な環

境の整備、町並みをつくるために制限をするもの。道路境界線までの距離が５メートル

以上、隣地境界線までの距離が２メートル以上後退することを制限としており、製造業

の建築物のみとしている。 

  PPT②P18：高さの部分（建築物等の高さの最高限度）。前回の勉強会の折には、全地

区15メートルの制限としていた。この制限が東山田の説明会において、地元の住民から

低くしてほしいという要望を受けたことから、内部でも検討し、近隣住宅への影響など

検討結果により近隣の住宅に近い部分の地区については12メートルとするもの。 

  議案用付図P06：前回の勉強会では、ここ全体の高さ制限を15メートルとしていたが、

今回、南側の地区の説明会でもう尐し低くしてほしいとの要望を受け、内部で検討し、

一番影響する地区を東山田Ａ地区とし、第一種低層住居専用地域並みの高さの12メート

ルを最高の高さとした。それ以外の黄色の部分は、従来どおりの15メートルの高さ制限
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とした。 

  PPT②P19：建築物等の形態又は意匠の制限。周辺環境に調和して落ちついた町並み、

空間形成のために、建築物や工作物の色彩について制限をするもの。建築物等の色彩

は、良好な景観形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。例として、鍋島商

工団地、久保泉第２工業団地の写真を挙げている。 

  PPT②P20：垣又はさくの構造の制限。緑豊かな町並みをつくるとともに、震災時の防

災や景観を考え、垣または柵の構造に制限を設けるもの。道路に面する部分に垣または

柵を設置する場合は、生け垣または透視可能なフェンスを設置するものとする。基礎を

設ける場合、高さが敷地地盤面から0.5メートル以下のものに限るとしている。 

  PPT②P22：今後のスケジュール。本日の審議で、承認されれば、その後、佐賀県知事

への協議を行い、都市計画の決定、告示を来年２月の上旬でと考えている。 

○会長 

  今の説明に対し質問、意見があればお願いしたい。 

○委員 

  壁面の位置の制限や建築物の敷地面接の最低限度で、製造業の建築物のみに限定され

ている理由があれば教えていただきたい。 

○事務局（都市政策課） 

  例えば、保育所や休憩所、公衆便所など、敷地制限が3,000平方メートル以下にしては

ならないとすると、なかなか難しいため、例外としている。 

○会長 

  これはメニューの中から、東山田団地はオーケーだというふうに選んだということ

か。 

○事務局（都市政策課） 

  建築物の用途の制限というメニューはあるが、その中にどういう制限を設けるかは、

工業振興課と話し合い、(1)から(6)までにしている。 

○会長 

  これ（(1)から(6)）は建てていいのか。 

○事務局（都市政策課） 

  はい。 



- 14 - 

○会長 

  工業団地の中に保育所があることはオーケーなのか。 

○事務局（都市政策課） 

  この（地区）中で働く方が（子どもを）預ける想定である。 

○委員 

  ２点伺いたい。１点は13ページの地区計画の案について、(6)番目に(1)～(5)に附属す

るものとあるが、例えば、工場で働く人の寄宿舎、寮など人がここに住む想定ではない

だろう。ここの(1)～(5)に附属するものの範囲を明確にしておくべきではないか。 

○会長 

  維持管理の中に、例えば宿直業務は想定されるのか。人が住むことをイメージしてい

るのか。 

○事務局（工業振興課） 

  夜間勤務はあり得るが、住むことは想定していない。 

○委員 

  であれば、そういったことをあえて記述しなくてもいいのか。記述しておくか、検討

の上、決定をしてほしい。 

○会長 

  今の方針を確認しておけばいいか。人は基本、原則住まないが、先ほど言ったように

臨時でということはあり得るかもしれないということでいいか。 

○事務局（工業振興課） 

  はい。 

○委員 

  それともう一点。市街化調整区域で、原則的には開発が禁止をされているが、都市計

画法の34条で地区計画を定めることによって、まちづくりを行う場合に限っては、市街

化調整区域でも開発が可能となる。（都市計画法第34条）10号に地区計画で定めた内容

に適合している場合、市街化調整区域でも開発が可能であるため、ここに計画が出され

ている。例えば、かなり狭い面積の場合で地区計画を定めることができるのか。地区計

画を定めなければ市街化調整区域に、こういう工業団地はつくれないのかどうか。地区

計画を定める以外でも、こういった工業団地が開発可能な選択肢があるのか。 
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○事務局（都市政策課） 

  地区計画で開発できる最低の面積があり、これが５ヘクタールとなっている。通常、

法律（都市計画法）の第10号に地区計画があり、これで開発ができないような場合、そ

の後の号を適用する。14号に開発審査会があり、地区計画で（開発）できない場合は、

開発審査会の議を経て、そこで許可が行われるものについて開発ができるが、それ以外

は特にない。 

○会長 

  ５ヘクタール以下でもできるのか。 

○事務局（都市政策課） 

  開発審査会を通せば可能になる。 

○会長 

  ちなみに、県病院、好生館も地区計画でつくったと聞いているが、あれは地区計画以

外には無理だったのか。 

○事務局（都市政策課） 

  基本的に、市街化調整区域に大規模な開発を行う場合は、地区計画を立てるというの

が原則。まずは地区計画を検討する。それ以外で、地区計画で理由が立たないものは、

開発審査会の方にかけられる案件かどうかの検討になる。 

○会長 

  原則、市街化調整区域は非常に厳しい建物を建てる制限がかかっているが、地元が頑

張っていろいろ何か考えてやれば、地区計画という形で開発することは可能と考えてよ

いか。 

○事務局（都市政策課） 

  現在、佐賀市では市街化調整区域の地区計画の基準を設けている。この中で、新しく

住宅団地をつくる場合、こういった工業団地をつくる場合、昔からある住宅の環境を維

持するような地区計画の３類型を調整区域の地区計画の基準としている。これ以外は地

区計画ではできない。 

○会長 

  佐賀市では、県病院、城内の高さ規制等は地区計画でつくった。だから、環境をよく

する側にいくということか。 
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○事務局（都市政策課） 

  そうである。 

○会長 

  （県病院、城内は）地区計画でやっている。 

○事務局（都市政策課） 

  はい、城内は、高度地区で15メートルの高さ制限後、町並みの誘導も含めて、城内地

区地区計画を平成19年に（決定している）。 

○会長 

  それは、先ほどの環境をよくする側の地区計画を認めることか。 

○事務局（都市政策課） 

  市街化区域の中であるため、先ほどの類型とは別になるが、町並みをよくするための

計画である。 

○委員 

  今回７ヘクタールだが、５ヘクタール以下に関しては地区計画の要件にはならないと

いうことなので、この（都市計画法）34条の10号にはのらない。可能性としてはこの34

条の14号の、別途、特別な許可をとって建てることは制度としてはあるのか。 

○事務局（都市政策課） 

  はい。 

○委員 

  特に工場や社屋について、何か凝ったデザインをしたら補助するとか、そのようにし

てすてきな工場が建てばいいと思う。 

  それと、例えば、小城の友桝飲料のような、工場に販売できる施設を設けることは許

可されるのか。 

○事務局（工業振興課） 

  最初の建物のこと（デザイン）については、実際に誘致活動をする中で我々の考えを

伝えていくということで理解してほしい。 

  それから、友桝飲料のような販売、いわゆる店舗は想定していない。工業団地は一般

人が出入りする想定をしていないため、事業形態に合わせて検討したい。 

○会長 
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  サントリーの熊本工場に行ったが、客を呼べる工場だった。佐賀にもそういうセンス

があっていい。だから、今回の地区計画の中であれ（可能）ならば、付随するものか何

かで読んで何かやったらいいと思う。 

  （佐賀市）光だったか、パン屋がある。そのパン屋さんの設計者に「工場見学ができ

るようにすれば、みんなが集まってきて、小学生が自分たちの給食のパンがどのように

作られるか見える見学路をつくったらどうか」とかと言った。もう尐し楽しいものをつ

くらないと、余りに工場を後ろに押し込めてしまっている。明るく、緑もあるところで

やるようなことも考えないと、工業団地は嫌われる。だから、むしろ歓迎、来てくださ

いと言われるような団地をつくらないといけない。水害が起こったときには、みんなそ

こに逃げ込んだら、何か上のほうにあれ（避難所）があるようなものをつくってという

ような交渉をしたらおもしろい。 

○委員 

  工業団地として、どういう企業を誘致するかわからないが、インターチェンジに近い

ため、陸送等でいろんなところへ運ぶと思う。この工業団地は、陸送する場合、大型

（車）は、南の方を回っていく。北のアマンディの（惣座）橋は橋自体も幅が狭く、な

かなか通りもうまくいかない。規制などは考えているのか。 

○事務局（工業振興課） 

  基本は、南側を経由してのルートである。交通量のキャパを含めて、南側のルートと

考えている。（北側の）惣座橋は、大型車両の行き来が集中することは想定しにくいた

め、南側ルートに誘導したい。 

○会長 

  この地区は上水と下水はどうなっているのか。 

○事務局（工業振興課） 

  上水はエリアに入っている。公共下水道のエリアではない。 

○会長 

  下水道──ここはどう処理するのか。 

○事務局（工業振興課） 

  工業団地内については浄化槽での処理で管理する。 

○会長 
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  浄化槽を団地の中に設置するのか。 

○事務局（工業振興課） 

  工場ごとに浄化槽を設置する。 

○会長 

  工場ごとに処理槽を設けて、基準に従って排水するということか。 

○委員 

  計画図では高圧線などが横断しているが、この高圧線の下にも工場が建つ可能性は想

定しているのか。それと、高圧線の下に工場をつくって火災などがあった場合のことを

検討されたのか。 

○事務局（工業振興課） 

  （議案用付図P06参照）高圧線の真下は、ちょうど道路を走るようにしている。ただ、

Ｔになった上の方は確かに横断するが、基本、高圧線の下は域内道路を通す計画をして

いる。道路からのセットバックが生じるため、工場が高架線の下にくることがなるべく

起きないようにしている。 

  それから、高圧線からは４メートルの距離を保つ建築制限があるため、それも当然、

誘致に当たっては配慮してもらう。 

○会長 

  これは、どれくらい上空を走っているのか。高圧線は何本あるのか。 

○事務局（工業振興課） 

  高圧線は一番低いところで、地上から約17メートルである。 

○会長 

  17メートルというと、高さ制限的に、建物の高さとほとんど変わらないところを走っ

ている。火災とかで（高圧線が）切れたら九電に怒られることになる。絶対に怒られな

いようにしないと。 

  もう一つ、私が質問していたことで、嘉瀬川の堤防の横だが、そこら辺の検討はどう

したのか。 

○事務局（工業振興課） 

  嘉瀬川については、ハザードマップが新しくなり、その中で洪水氾濫というエリアが

示された。その洪水氾濫というところは、堤防決壊等に伴う氾濫流で、木造家屋が倒壊
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するおそれがあることから、早期の立ち退き避難が必要という場所として東山田のエリ

アが示されている。 

  このエリアは、堤防を等間隔で破堤をさせたシミュレーションをし、マッピングした

もので、破堤のしやすさを示したものではなく、破堤したときに、一定以上の流速が出

るエリアを図示したもの。これは洪水時に避難、早期の立ち退き避難が必要なエリアと

して示されたもので、洪水時に水平避難すべきか、垂直避難すべきかの判断材料として

示された。このエリアは、水平避難すべきことを示している。 

○会長 

  嘉瀬川は、まだ十分に強くつくられていないため、こういう箇所が何カ所かあるし、

高低差が大きいとそういうあれ（箇所）が出てくる。そこは補強しなければいけない場

所と認識しているので、国土交通省に聞いたら、ここは補強すると言うだろう。いずれ

にしろここは民家も密集しているため、いろんな意味で補強しなければいけないという

ことは、国土交通省も認識している。 

  これから団地をつくり、それを販売していくときに、これから先どういうふうに考え

ていくかを、十分検討素材として入れておき、こういうふうに解決してくということを

やって（示して）おかないと、リスクが大きくて売れないかもしれない。売れないと佐

賀市民の負債になってしまうため、十分検討した上で、この計画を推進してほしい。専

門家だから一言言っておく。 

○会長 

  それでは採決を行う。この（第２号議案 佐賀都市計画）地区計画の決定について、

賛成の方の挙手を求める。 

 

≪採決≫ 

  第２号議案 佐賀都市計画地区計画の決定【東山田地区 地区計画】（佐賀市決定） 

  全会一致で承認（出席15名中 賛成15名） 

 

 

その他 

○会長 
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  その他について事務局から報告事項をお願いしたい。 

○事務局（道路整備課） 

  佐賀市都市計画道路整備プログラムの更新について、佐賀市都市計画道路整備プログ

ラム、２点説明する。 

【資料により説明】 

  報告①-1P01：佐賀市都市計画道路整備プログラム（の更新について）だが、これは今

未着手の都市計画道路をどの順番で整備するかという計画である。 

  （1.）背景、目的等。都市計画道路網は都市の骨格を成す重要な道路網である。この

都市計画道路の整備には、物件移転補償など多額の補償費が必要になることから、計画

から長い間着手できない道路が多くあった。また、人口減尐など社会情勢が変化する

中、平成16年、平成17年にかけて、旧佐賀市において廃止を含む都市計画道路網の見直

しを行った。合併後の（平成）18年にかけて、旧大和町の見直しも行った。この見直し

を受けて、平成20年度に、都市計画道路の未着手路線の着手の順番を決める佐賀市都市

計画道路整備プログラムを策定した。平成20年度から10年が経過し、道路整備状況や新

たな都市計画道路の決定など状況が変化していることから見直しを行ったもの。 

  （2.）計画の見直しの要点。対象路線は既に着手している路線を除き、新たに都市計

画決定がなされた路線等を追加し、対象路線を決定している。対象路線は、各評価項目

により点数化して評価を行っている。評価項目は、交通機能、都市形成機能、空間機能

など、ここに挙げている５つの要素で評価を行っている。評価の見直しも一部行った。

交通機能は、平成29年３月に策定した佐賀市自転車利用環境整備計画の反映や都市形成

機能において中心市街地活性化基本計画エリアや、そのエリアへのアクセスについても

評価を行っている。また、主要公共施設への利便性は、小・中・高の学校を公共施設へ

追加している。空間機能は、三次救急医療機関へのアクセスについて評価を行ってい

る。 

  （3.）プログラムの概要。プログラムは、短期整備計画、今後５年間着手する路線。

中期整備、今後５年から10年着手する路線。長期整備、今後11年以降に着手する路線。

水ヶ江町新郷線を短期路線、呉服元町渕線を中期路線、白山呉服元町線、惣座川上線を

長期整備路線として選定している。 

  報告①-1別紙1：左側は平成20年度の整備プログラムの概要。右側が、今回更新した平
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成30年度の順位表である。あわせて、ここの道路整備プログラム（報告①-2P04）の４

ページの右側の図面を見てほしい。短期路線として、龍谷高校南の赤で表示している

水ヶ江町新郷線。中期路線は副島病院から東へセブンイレブンのところを通っていく循

誘小学校の北側の呉服元町渕線。長期路線は、エスプラッツの東側で白山呉服元町線と

惣座橋があるところで惣座川上線を順次整備を行うこととしている。 

  もう一つ、一番西側に、上多布施町北島線、この前、都市計画決定をした路線とな

る。この分は、整備決定要因がある区間で挙げている。個別に説明すると、平成20年度

と平成30年度の比較表の下で、20年は大財木原線、大財藤木線、八戸天祐線、水ヶ江町

新郷線と、大財木原線が終わったら八戸天祐線の整備を行うことで挙げていた。 

  今回は、３本並行して今現在事業を進めている。今年度完成する大財藤木線。八戸天

祐線、これは北校の南側から旧貫通道路までの縦の路線。それと、東高木木角線、佐賀

大学の医学部から東に伸びる道路。ここの道路につきましては、平成20年度の順位表の

中で挙げているが、備考欄に基盤整備事業に併せて施工するので、ここは鍋島東のほ場

整備事業が始まった関係で事業に着手をしている。そういった条件の中で着手する時期

を決めていた路線となる。今、植木橋から東側も整備する必要があるため、今後継続し

て整備を行っていく。 

  先ほど、上多布施町北島線という整備時期未定の道路があると説明したが、これは佐

賀唐津道路のアクセス道路となる。佐賀唐津道路の進捗状況を見ながら着手を行ってい

く。水ヶ江町新郷線、呉服元町渕線については、大財藤木線が今年度で終わるので、来

年度から水ヶ江町新郷線の調査を行う。八戸天祐線が終了したら呉服元町渕線、東高木

木角線はそのまま並行して事業を進めていく。 

  報告①-1P01：（4.）これまでのスケジュール。平成30年７月にパブリックコメントを

実施。市報等で周知をしながら意見を伺ったが、意見はなかった。平成30年10月、プロ

グラム策定でホームページに公開を行った。今日、都市計画審議会への報告ということ

でこれまでのスケジュールについては以上である。 

  説明は以上である。 

○会長 

  このプログラムは、行政内で進められる方向性を示していると思っていいか。ここ

（佐賀市都市計画審議会）の審議事項ではない。我々は、ここを道路としてオーケーだ
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と、例えば、上多布施町北島線は、この前、都市計画決定をしたという認識でいいか。

その順番が今表現されているということか。 

○事務局（道路整備課） 

 はい。 

○会長 

  何か質問はないか。こういう手順で大体動かしていくプログラムが皆さんに示された

が、特にいいか。上多布施町北島線は、佐賀唐津道路の進捗状況を見ながら行くとい

う。御質問はないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 


