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佐賀市都市計画審議会（勉強会） 

議 事 概 要 

 

１．開催日時  平成３１年２月１８日（月）１３：３０～１５：２０ 

 

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  １４名出席（全委員１９名、欠席５名） 

        荒牧軍治、川浪安則、後藤隆太郎、髙島千鶴、中野美和子、 

        福島和代、江崎正徳、若松伯宗、久米勝也、中村宏志、 

        川副龍之介、山口弘展、日浦啓祐、式町郁子の各委員 

 

４．勉強会案件 

       （１）佐賀都市計画の変更について 

          【都市計画道路３・５・４１東高木木角線】 

          【都市計画緑地 ３号 多布施川河畔公園】 

       （２）佐賀都市計画道路の変更【３・４・８三溝線】について 

 

５．配布資料 

      ・佐賀市都市計画審議会（勉強会）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 

      ・資料１：佐賀都市計画の変更（都市計画道路３・５・４１東高木木角線）

（都市計画緑道 ３号 多布施川河畔公園）、現況の写真 

      ・資料２：佐賀都市計画の変更（都市計画道路３・４・８三溝線） 

 

６．議事概要 

勉強会 

【（１）佐賀都市計画の変更について】 

○会長 

  佐賀都市計画の変更について、２つ（東高木木角線と多布施川河畔公園）セットで

事務局の方から説明を求める。 

○事務局（道路整備課） 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT資料１現況の写真P01：都市計画道路の東高木木角線の現状を報告する。 

  東高木木角線の位置と役割について、西側の佐賀大学医学部付近に都市計画道路環
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状西線、通称医大通りがあり、東側の県総合運動場付近に、国道263号、高速道路まで

つながる道がある。高木瀬地区と鍋島地区はお互い行き来するとき、南側の国道34号

か医学部の北側の市道増田植木線、一部上高木蠣久線と言うが、この２カ所しか道が

なかった。緑色の線で示した市道角目植木線という細い道もあるが、お互い行き来す

るためには、北側の市道または国道を通るしかない。 

  PPT資料１現況の写真P02：これが国道34号で、（左側の写真が）上下水道局前の多

布施川橋から西側に向いて撮影をしているところ。（右側の写真が）ホームセンター

ユートクから上下水道局、東側に向いて写真を撮っている状況である。結構車が混雑

している。夕方５時ごろの写真である。 

  PPT資料１現況の写真P03：これが市道増田植木線で、（左側の写真が）医学部北側

のローソンに向かって撮った写真、（右側の写真が）逆方向から撮った写真である。

Ｇｏｏｇｌｅマップの写真なので時間帯はわからないが、昼間から渋滞をしている状

況である。 

  PPT資料１現況の写真P04：先ほど緑の線で示した市道角目植木線で、非常に狭い道

である。医大通りのセブンイレブンから向かって東側を撮った写真で、東に進んだと

ころ。小・中学生が通るところで車道がこれぐらいしかない。朝の通勤時間帯に子ど

もたちと重なり非常に錯綜して危険である。 

  PPT資料１現況の写真P01：お互い行き来するために渋滞または安全策を考慮するた

め、緩和するため東高木木角線が計画されている。 

  今回、この東高木木角線（上）に多布施川にかかる植木橋があり、この部分に右折

レーンが加わることで、少し幅員が広くなるため、計画の変更を今回の都市計画審議

会の中で議論していただきたい。 

 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P01：引き続き、都市計画道路３・５・41号の東高木

木角線並びに都市計画緑地３号多布施川河畔公園の変更内容について説明する。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P02：都市計画道路東高木木角線の都市計画決定の経

緯について、当初、昭和44年２月に現在の植木橋から高木瀬東高木地区を結んだ道路

として、植木橋東高木線の名称で、延長1,630メートル、幅員12メートルで都市計画決

定されている。それから、昭和53年４月に現在の佐賀大学医学部（当時の佐賀医科大
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学）の開設に伴い、昭和55年11月に、植木橋から西の鍋島地区まで1,640メートルの延

伸を行い、鍋島地区から高木瀬地区を結ぶ延長3,270メートル、幅員が12メートル、名

称も植木橋東高木線から東高木木角線に変更された。黒の線のところは整備が完了し

ている。 

  現在、緑の線のところが圃場整備に合わせて道路整備が行われている。そして、赤

の線が街路事業で整備を行う予定の箇所になる。（赤）丸で囲んでいる植木橋のとこ

ろが今回の変更箇所となる。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P03：これは先ほどの赤丸のところを拡大したもの。

現在、植木橋がかかっており、多布施川が北から南へ流れている。その周りの緑色の

箇所が都市計画緑地、多布施川河畔公園となる。 

  次に、この赤の線が、都市計画道路東高木木角線のラインになり、東西に真っすぐ1

2メートルの幅員で都市計画決定されていた。道路整備に当たり、多布施川の沿道との

取りつけが出てくるため、交差点部は右折車線が必要となり、幅員が変わることにな

る。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P04：路線の断面図である。上が（東高木）木角線の

標準断面。幅員構成は、車道が片側３メートル、路肩が50センチの２車線で７メート

ル、歩道部は、両側に2.5メートルずつの５メートルで、計12メートル、これが標準の

断面である。そこに、今回、交差点部に右折車線の３メートルを含めた15メートルに

変更することになる。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P05：この（図の）ように、12メートルから３メート

ルの右折車線を加えた、赤の着色部分の都市計画変更が必要となった。また、緑色の

都市計画緑地 多布施川河畔公園も、道路部と重なった箇所の都市計画変更が生じる。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P06：こちら（の図）は、道路計画線と緑地の重なる

部分を斜線で囲んでいる。赤の斜線が緑地から道路へと変更する部分。また、緑の

（斜線）が、逆に新たに緑地になる区域。面積的には、緑地から道路になる部分が約4

90平方メートル、逆に緑地に新たになる部分が160平方メートル程度となり、約330平

方メートルの緑地が減少する。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P07：これが今回の変更内容を整理したもの。都市計

画道路東高木木角線は、12メートルの幅員を、右折車線が必要となる交差点部を15
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メートルに変更、併せて都市計画緑地 多布施川河畔公園の区域面積が32.1ヘクタール

から32.07ヘクタールへと変更。この２つの都市計画の変更手続を進めたい。 

  PPT資料１佐賀都市計画の変更P08：こちらが手続の流れである。②の原案説明会を

１月24日に行ったが、参加者はいなかった。また、公述申出がなかったため、公聴会

は中止となっている。今後、④計画案の公告縦覧等を行い、⑤時期は予定だが、31年

の４月から５月にかけて、都市計画審議会に諮り、⑥の決定告示を６月ごろを目標に

手続を進めたい。 

  以上、簡単だが、都市計画道路東高木木角線並びに都市計画緑地多布施川河畔公園

の都市計画の変更について説明を終わる。 

 

≪ご意見・ご質問≫ 

○会長 

  冒頭の地図を出してほしい。（PPT資料１佐賀都市計画の変更P01）全体像はこれ。

ここで質問、疑問な点はないか。 

  緑の線は圃場整備の期間に合わせて道路事業でやって（整備して）いる。赤のとこ

ろが今回のテーマ（変更箇所）で、黒の部分はもうでき上がって（整備が終わって）

いる。 

  （東高木木角線は）左岸側、東側から、そのまま（堤防に）上がって、植木橋を渡

り、細い道（市道角目植木線）へ（つながっている）。 

  （PPT資料１佐賀都市計画の変更P05）茶色の線が自動車の走れるところ。茶色の線

と赤の線は平面交差し、堤防の高さとほぼ同じになる。西側の遊歩道も同じ高さで、

平面交差している。 

  橋はどういうふうに架かるのか。 

○事務局（道路整備課） 

  橋は、多布施川に対して、こういった形で（斜めに）架かるようになり、橋台部

は、ちょうどこの（多布施川の）両岸にできるようになる。 

○会長 

  （ここは）道路と公園の微妙な接点である。道路の側からだけでなく、公園の側か

ら、公園利用者の視点を説明していない。（そのあたりを）細かく聞きたい。 
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○事務局（道路整備課） 

  （PPT資料１佐賀都市計画の変更P03）現在、公園区域がこういう形（緑色部分）で

あって、（植木）橋を除いた形になっている。（PPT資料１佐賀都市計画の変更P06）

今回、赤（斜線）で囲んだところに道路ができため、この緑（斜線）で塗った（囲ん

だ）部分は道路区域に変わる。 

○会長 

  基本的に違いはないのか、区域の名前が変わるだけで。 

○事務局（道路整備課） 

  都市施設という意味では一緒だが、道路区域か公園緑化区域であるのかということ

になる。 

○会長 

  何か質問はないか。 

○委員 

  三点伺いたい。１つは、この図面（PPT資料１佐賀都市計画の変更P05）で、この縦

の道、堤防敷の道路が東高木木角線と交差している茶色（の線）で書いてある分が、

（緑色の多布施川）河畔公園に入っている。ここがどうなるのかの説明してほしい。 

  （２つ目、）ここは公園区域であるため、景観上も非常に大事なところである。橋

梁及び橋台を含めて、多布施川の景観に沿うような、デザインも考慮をした橋ができ

ればいいと思っている。これは要望である。 

  ３点目は、供用開始、車が通れるようになる時期がおおむねどの程度になるのか、

わかる範囲で教えてほしい。 

○事務局（道路整備課） 

  （１つ目、）この既設（堤防敷）の道路を（拡幅するために）ここの緑地から（用

地を）もらうわけだが、ここ（橋の左岸側）に信号機をつける条件として、警察と協

議をした結果、幅員が足りないため、少し拡幅したいと考えている。 

  （２つ目の）橋の景観については、前後の橋などを参考にしながら、なるべくマッ

チするような形で考えている。 

  それと（３つ目の）供用開始については、高木瀬の圃場整備事業とあわせて事業化

している、佐賀大学医学部のほうから植木橋までが、平成34（2022）年を今のところ
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計画をしている。北陵高校があるところから次の交差点までを今年度事業認可に向け

て着手したいと考えている。事業費などを調査しながら、できれば31（2019）年で事

業認可を受けて、32（2020）年ぐらいから着手できたらと考えている。（事業を急ぐ

理由の）一つは、総合運動場のアクセスで重要な道路になると考えているため、早急

な開通を目指して今後事業化を行いたい。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  幾つか質問したい。まず、公園の部分に関して、散歩道として使っている方々がい

ると思うが、そういった方々に影響はないのか。 

○事務局（道路整備課） 

  この（右岸側の）道路が散歩に使われている。（橋の左岸側に）信号機ができると

いう話をしたが、（橋の全体を一つの）交差点として使えないか、警察と協議を行っ

た。ただ、ここ（橋の左岸側）とここ（橋の右岸側）の間隔がある程度あいているの

で、一つの交差点としては見られないということになった。ここ自体は、こういうふ

うに（右岸側の散歩道から橋の両側にある歩道を使い、左岸側の横断歩道を渡って、

また橋の両側の歩道を使って、右岸側の散歩道へと迂回して）歩いていただくことを

想定している。ここ（横断歩道がない右岸側の橋の上）を交通安全のため渡らせな

い。また、ここ（右岸側の橋）の下を通れないか検討を行ったが、橋の目方（高さが

ない）から通れないことと、（橋の高さを高くするとしても）大分下（橋の両端）か

ら（高く）してこないといけないため、家屋に影響が出ることもあり、地元調整（の

中）では、こういうふうな（右岸側の散歩道から橋の両側にある歩道を使い、左岸側

の横断歩道を渡って、また橋の両側の歩道を使って、右岸側の散歩道へと迂回する）

歩き方を想定している。 

○委員 

  あわせて（質問）ですが、近隣への呼びかけが自治会への資料の配布という形で

（行われたとの）説明を受けた（PPT資料１佐賀都市計画の変更P08）。実際に取り壊

しになるところへも話が通っているのか。 

○事務局（道路整備課） 
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  今、ここ（植木橋の西側の家屋）を（別の場所に）建て直してもらっている。（そ

れが完成してから）撤去していただくようになる。もう一つ、ここ（植木橋の西側）

に神社の祠があるが、今月中に契約し、来年度動いていただくような段取りである。

建物と用地についても、一部を除いて今取得を行っている状況である。 

  植木橋から先（東側）については、32（2020）年度以降に事業化するため、そこで

補償の相談をしていく。 

○委員 

  最後（の質問）ですが、植木橋の上のほう（の植木橋西側の南北の道路）だが、生

活道路として使っている車が多い。右折などスムーズに行くのか疑問である。 

○事務局（道路整備課） 

  ここ（PPT資料１佐賀都市計画の変更P05）に写っていないが、基本的にはここ（東

高木木角線）の取りつけの幅を広げるよう斜めになっているため、できるだけ直角に

（植木橋西側の南北の道路と交わるように）ここの改良についても、地元と用地交渉

を進めている。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  ここ（植木橋西側の南北の道路）は私も、医大ができたころから使っていたが、こ

ういったきれいな道路や橋ができるようになるのはうれしい。遊歩道の関係も、より

よく景観がなるのであればいいと思う。 

  ここ（PPT資料１佐賀都市計画の変更P05）に当初告示日が昭和44年と昭和49年とあ

るが、時間がかかった理由を教えてほしい。 

○事務局（道路整備課） 

  佐賀市の都市計画で長年、事業が進まないものが多くある。いろんな要件があると

思うが、佐賀市は（都市計画道路を）１本ずつ評価して、どの路線を優先的に（整備

を）行うのかという（都市計画）道路整備プログラムをつくり、順次、整備を行って

いる。今（この地区で）圃場整備事業を行っていることから、それに合わせて道路を

つくるということで（整備に）着手している。 

  ここの路線（東高木木角線）は、廃止を含めて検討した時期もあったが、渋滞解消
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などメリットが大きい路線であるため、今回、圃場整備に合わせて着手している。限

られた予算の中で、街路事業は街なかが多いため、物件の移転等非常にお金がかか

る。そのため、優先順位の中で（順次、整備を）やっている。 

○委員 

  空白のところ（医大と高木瀬の間）がよりよく利用されたらいいと思う。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  これからのことについて質問したい。（PPT資料１佐賀都市計画の変更P01）真っ白

のところを緑色の線（東高木木角線）が横切るような形になる。その場合、圃場整備

をしているとのことだが、基本的に農地のままで道路を通す考えなのか。 

  （PPT資料１現況の状況P01）上のほうの市道増田植木線・市道上高木蛎久線のあた

りも、ぱらぱらと家が建って、道が狭いため、農地として売るにも買う人も余りいな

いのではないか。黄色の線の部分（東高木木角線）の両脇は（今後も）農地なのか。

また、道路が通れば、開発が進んでいくのか。 

○事務局（道路整備課） 

  今、圃場整備で国の補助を受け事業を行っているため、優良農地として使うことに

なる。青地、農振（農業振興地域）の適用も受けるため、基本的に開発はないと思っ

ている。ただ、沿道に開発できる用件もあるため、この辺り（東高木木角線の両脇）

の農地をどうするのか（そのあたりについては）よくわかっていない。 

○会長 

  圃場整備の範囲を教えてほしい。 

○事務局（道路整備課） 

  （PPT資料１現況の状況P01）圃場整備の範囲は、大まかに言うと、こういう感じ

（市道増田植木線・市道上高木蛎久線から南側、住宅地を除いた部分）である。家屋

の近くなどは圃場整備の対象にはならないため、それを囲むような感じになる。基本

的には農地のままと思っている。 

○会長 

  （PPT資料１佐賀都市計画の変更P03）この間、（事務局との）打ち合わせの際も
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言ったが、多布施川堤防の右岸側、西側の下に、歩道みたいものがあり、ここを歩く

とき、植木橋で１回通りに出て、また下におりて歩くことになるため、できたら、下

の（橋台の）横をうまく抜けられないか、知恵を出して（ほしい）と言っている。 

  地下道みたいなことをイメージするから、土地が要るとかいうことになると思う

が、もう少しラフなやつでいいと思う。公園担当者は（道路担当者へ）公園の機能と

して、もうちょっとちゃんとしろとか（充実するように）言ってほしい。 

  ほかにないか。 

○委員 

  「植木橋」という橋の名前は変わらないのか。 

○事務局（道路整備課） 

  今ある植木橋を落とす（撤去する）ので、（新しく架ける橋は）「植木橋」になる

と思う。 

○会長 

  公園と道路がくっつくとき、公園の側が主張しないと、機能性や交通制御が優先に

なってくるため、知恵を出して頑張っていかないと公園の側（の主張）が押されてく

る（通らない）ということがある。私たち利用者として、ここら辺を何とかうまく処

理してもらえると助かる。 

 

【（２）佐賀都市計画道路の変更について】 

○会長 

 それでは、次の議論に移る。事務局からの説明を求める。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  都市計画道路３・４・８号三溝線の都市計画変更について説明する。 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT資料２P02：三溝線の位置づけである。 

  佐賀駅の北口から北に約920メートルの延長、最後（終点）が都市計画道路佐賀大和

線、国道264号線との接続までとなる。現状、幅員が20メートル、片側２車線の４車線

道路で、両側に自転車歩行者道がある。最終告示日が平成18年12月で、車線数（の変

更）となっている。 
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  今回、この４車線の道路を片側１車線、２車線の道路に変更したい。これは、自転

車専用の走行空間、いわゆる自転車レーンを整備するためである。 

  この三溝線は、北側にＳＡＧＡアリーナ、総合運動場や総合体育館、佐賀市文化会

館などがあり、佐賀駅からＳＡＧＡアリーナ方面に向かうメーンストリートであると

ともに、市の北側部分から佐賀駅方面へアクセスする、重要なアクセスルートになっ

ている。 

  PPT資料２P03：三溝線の現状と課題を整理している。県のほうで現在、ＳＡＧＡサ

ンライズパークの整備が進められており、そのメーンとして、8,000人収容のアリーナ

の建設が予定されている。このアリーナは2022年の秋にオープンする予定となってい

る。アリーナができると、頻繁にイベント会場に向かう歩行者が駅から三溝線を通っ

てアリーナ方面に向かうという予想を立てている。 

  写真はさが桜マラソン開催時のものだが、歩道上を多くの歩行者が歩いて移動さ

れ、歩道に入りきれない方が車道上にも出てきている。今後アリーナの整備により、

こういったケースが増えてくるのではないかと懸念している。 

  それから、（資料の）左下の写真では、歩行者と自転車が東側の歩道に集中し、歩

行者と自転車が輻輳している。特に朝の時間帯、沿線に佐賀商業高校があるため、多

くの学生が歩いている。その歩行者を避けるため、自転車が縫うようにして走ってい

る。場合によっては、急に車道に飛び出してくるような危険な状況も発生している。 

  ここに歩行者と自転車の通行数を載せている。特に東側が非常に多く、自転車歩行

者道のあたりは朝晩危険な状況が起きている。 

  資料の右上に、平成26年から29年までの４年間の事故を載せている。約半数が出会

い頭の事故となっており、さらにその半数が自転車と自動車の事故となっている。出

会い頭というのは、横から来て90度にぶつかったといった事故のこと。 

  県全体の出会い頭の事故の割合は22％で、この三溝線で発生している52％は、かな

り高い。（原因の）一つに生活道路が周辺に広がっているため、そこから三溝線に出

てくる車と自歩道上を走っている自転車とが出会い頭にぶつかる事故が非常に多いの

ではないかと考えている。 

  それから、交差点に右折専用レーンがないため、追突事故の原因になったと考えて

いる。今、信号交差点、全て右折と直進が同じレーンになっているため、右折車に直
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進車が後ろからぶつかるという事故の原因になったと考えている。 

  以上の課題を解決していくために、その対応策を２点書いている。まず１点目が、

歩行者と自転車の通行空間を分離したいと考えている。平成28年度に策定した佐賀市

自転車利用環境整備計画の中で、この三溝線は沿線に学校があることもあり、特に優

先的に自転車レーンの整備を進める短期整備路線と位置づけている。そのため、今

回、自転車レーンを新たに整備したいと考えている。 

  それと（２点目）、あわせて、右折レーンを整理できないかと考えている。また、

周辺には生活道路が多いため、そこに入るための空間として、中央部にゼブラゾーン

をつくりたいと考えている。 

  こうした対応策の実現に向けて、現在、20メートルある幅員の中で、車道の再配分

を検討している。４車線の車道を２車線化して、そこで生み出された空間をこの自転

車レーンと右折レーンなどに配分をするとことを考えている。 

  PPT資料２P04：それが実現可能なのか、これから分析した結果を報告したい。 

  交通状況の分析だが、交通量が２車線化をしても大丈夫かという分析である。まず

１点目として、設計基準交通量による検証を行った。これは１日に通る車の数が２車

線道路として大丈夫かという算定になっている。三溝線の交通量は右側に地図のとお

り、三溝線の北から血液センター前の部分が12時間当たり約8,000台、アパホテル前の

交差点の北側で約7,300台、佐賀駅北口の交差点で約4,300台となっている。途中で東

西の道路に流れていく車があるため、駅に近づくにつれて減っていく状況になってい

る。 

  これらを、24時間当たりの台数に補正計数で換算した三溝線の１日当たりの平均交

通量が8,232台となっている。三溝線の道路区分は、第４種第２級となるが、こちらの

設計基準交通量が１万台となっている。この１万台というのは、１万台を下回れば２

車線で大丈夫、１万台を超えた場合は４車線が必要という基準になっている。よっ

て、設計基準交通量上は問題ないと判断している。 

  それから、設計交通容量による検証だが、これはピーク時１時間に通る交通量をも

とに算定している。三溝線のピーク時の交通量は朝８時台で910台となっている。これ

は血液センター前が910台である。こちらの台数を１時間で２車線化した場合、片側１

車線にした場合に処理できるかの算定を行っている。三溝線の交通量は、４車線の場
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合が１時間当たり約2,800台、２車線の場合が１時間当たり約1,400台となっているた

め、設計交通容量は処理可能と考えられる。この交通容量は、ひたすら車を流して

いって通れるかという算定になっており、参考に周辺の道路の１時間当たりのピーク

量を見ると、例えば、国道264号、旧堀江通りは４車線で１時間当たりのピークが2,25

8台で、４車線の場合の１時間当たりの交通容量が約2,800台なので、問題なく処理が

できているということになる。また、中央大通りがピーク時に1,258台で、先ほど（２

車線の場合の１時間当たり）の交通容量約1,400台に比べると、三溝線のほうが大分余

裕がある。 

  以上より、周辺道路との比較で、三溝線は４車線を２車線にした場合でも交通処理

上の問題は発生しないと判断した。 

  PPT資料２P05：佐賀県内でも４車線の道路を２車線にする取り組みは例のないもの

であるため、特に地元の中には車線を減らすことによる不安の声が大きかった。例え

ば、車線を減らすことによって混雑するようになるのではないか、あるいは周辺の生

活道路に流れ込んでくる車が増えるのではないかと。そのため、車線を減らして自転

車通行空間を整備することによってどういった影響や効果が出るのか、昨年９月に社

会実験を行っている。 

  この社会実験に際して、地元自治会、沿線の小・中学校、高校、警察にも入っても

らい、市道三溝線再整備検討会をつくり、議論を行っている。この中で、どういうふ

うに社会実験をするのか、社会実験後、その結果を分析して最終的な再整備をどうす

るかを、全５回にわたって議論してもらった。 

  社会実験の内容は、この会の中で決定し、平成30年９月12日から18日までの１週間

実験を行っている。内容は、車道の２車線化、自転車通行空間の仮設、残る３車線中

央のゼブラゾーンと右折レーンへの変更である。 

  その後、周辺の住民や佐賀商業高校の生徒、街頭のアンケート調査などを行い、あ

わせて交通量調査も行った。 

  PPT資料２P06：その（調査結果の）内容についてこれから説明する。 

  まず、交通量調査結果だが、三溝線本線の交通量、周辺の生活道路の交通量、いず

れも大きな変化はなかった。 

  （資料の）左下に載せているが、緑色が本線上の交通量、赤色が周辺の生活道路の
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交通量で、上段が社会実験前、下段が社会実験中で、大きな変化は発生していない。

三溝線での社会実験により周囲に流れ込むという懸念は、発生しなかった。また、こ

の社会実験に起因する渋滞の発生はなかった。 

  それと、国土交通省からデータ提供を受けて、本線上の（自動車の）速度を調べた

ところ、下の表のとおり、自動車の走行速度が実験前と実験中で、南行きが約3.8キロ

の減、北行きが1.0キロの減となっている。これはＥＴＣ2.0プローブデータという最

新のＥＴＣの技術を活用したデータで、通行した車の平均速度を出している。東側に

自転車道用のバリケードを設置したので、そちら側のスピードが落ちたという結果が

出ている。 

  また、アンケート結果だが、歩行者と自転車利用者からは高い評価を得ている。歩

行者、自転車利用者ともに、普段から歩道内での接触や、脇道から来る自動車との接

触に危険を感じていた。今回の実験に対する評価は、安全性がよくなった、もしくは

特に変わらなかったといった意見が大多数を占め、社会実験によって悪くなったとい

う声は少なかった。 

  一方で、ドライバーからはいろいろな意見があった。自転車が車道に急に飛び出て

来るようなことがなくなったとか、路上駐車が減ったというような（社会実験を）評

価するものも多かったが、道路が混雑したとか、停車車両を追い越しにくかったと

いった意見もあった。（この原因の）１つは、バス停の部分が本線上でそのままとま

る構造になっていたため、バスを追い抜くのが難しかったのではないかと考えてい

る。それから、道路が混雑したというところは、前の車のスピードが遅くなったこと

によって、車間が詰まって混雑しているような印象を受けたドライバーが多かったの

ではないかと考えている。 

  以上、社会実験の結果を総合すると、歩行者と自転車の利用者からは高い評価を得

たと考えている。また、車線の減少による自動車交通への影響は特に発生しなかった

と考えている。ドライバーからは混雑したという印象を受けた方が多かったため、今

後、道路整備をする中で、そういった印象を与えないような空間づくり、車道づくり

が必要であると考えている。 

  PPT資料２P07：社会実験の結果を踏まえ、市道三溝線の再整備計画、再整備方針を

まとめた。道路の東西両側に一方通行の自転車レーンを設置したいと考えている。自
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転車は基本的に左側通行となるため、道路の両側に車道と同じ方向に走る自転車レー

ンを設置する必要があると考えている。車道については２車線化し、右折レーンとゼ

ブラレーンを設置したいと考えている。これらは、現行の幅員20メートルの中で整備

したいと考えている。この20メートルの中で車道空間を再配分し、自転車レーン、右

折レーンなどを振り分けていくと、最終的に２メートルほど余裕が出てくるため、こ

の２メートルは、道路東側の歩道を拡幅したいと考えている。今後、アリーナ方面へ

歩く人の数が増えてきたときに、歩行者の多い東側の歩道幅員を確保したいと考えて

いる。 

  （資料の右下は）整備イメージを模型で示している。両側に自転車レーンができ、

東側の道路を拡幅したイメージで、歩道にベンチやテントなどを置いているが、将来

的にこのような歩道空間の活用も地元と協議しながら検討したい。 

  PPT資料２P08：こちらに平面図と将来のイメージを載せている。この（資料の）右

側の日常の風景イメージで、北側から南側を見たときの道路のイメージになってい

る。現行3.5メートルの歩道を最大２メートル広げる。街路樹から自転車レーンまでが

約２メートルで、この分が広がったことになる。東側の歩道を広げることにより、非

常に通りやすい空間になると考えている。また、この空間は、今後、イベント利用な

ど、地元とも話をしながら、検討を進めていきたい。 

  PPT資料２P09：今後の都市計画の変更手続について説明する。地元説明会等で、平

成30年５月から今年１月まで市道三溝線再整備検討会を５回開催している。この検討

結果は、毎回検討会だよりで沿線の全世帯に回覧しており、検討、進捗状況について

報告している。今後、今年10月ぐらいに原案説明会、その後、公聴会、案の縦覧と

いった形で進め、都市計画審議会には平成32（2020）年１月から２月ぐらいに諮りた

いと考えている。 

  簡単だが、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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  現在の状況では、４車線から２車線にしても問題ないとのことだが、実際にアリー

ナなどができ、交通量が増えた場合、渋滞がひどくなったりしないのか。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  三溝線は最終的に一番南が佐賀駅で行き止まりとなっているため、イベントなどに

よる車両の増加はないのではないかと考えている。 

○委員 

  抜け道で使われるのではないかと思ったが、そういったのもないという予測なの

か。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  はい。今も例えば、総合グラウンドでイベントがあるときなどに我々も現地に行っ

て見ているが、ここの路線が混むということは余り見たことがない。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  基本的に問題ないと思う。確かにここは交通量がそんなに多いところではないが、

駅の北口のロータリーから出たところの交差点が、東西に長く、南北の部分が短いた

め、日常的に交差点の中に残ってしまう車が多い。交差点の中でじっととまっている

車や交差点の中であることに気づいて、横断歩道が青になっているのにそのまま無理

に通っていく車も結構ある。歩行者とか自転車と接触しそうになって、結構危ないな

というのはよく見る。自転車のレーンをつくるなら、そのときに車が注意して渡れる

ように、何かそういうサインができるとよりいいと思う。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  ＳＡＧＡサンライズパーク方面の整備とあわせて、この佐賀駅の駅前広場を市で整

備し、駅の北口からのアクセスを改善しようと計画している。ご指摘のとおり、この

北口の駅前広場は変則交差点となっている。出口と入り口が分かれていることで非常

に信号がいびつな形になっている。今回、この駅前広場の出口と入り口を１カ所にす

ることを計画、検討している。この信号を単純化して青時間を長くすることで、朝晩

の混雑解消になると思っている。 

○会長 
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  次回図面を持ってきてほしい。駅前の北口の処理の仕方のところ。歩行者単独の、

歩車分離型をやるとか。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  はい。これから警察との協議になるが、この交差点の駅前広場の出口の一元化を図

ると同時に、スクランブル交差点にできないかと考えている。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  実験でドライバーが道路の混雑感を感じたというが、それを払拭するような何か方

策とかを示してほしい。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  （混雑感を感じた理由の）１つは、追い越しがしにくかったこと。１つは、バス停

部分の処理で、本線上でバスが止まり、それをゼブラゾーンで追い抜くという形に

なってしまったこと。本整備をするときは、きちんとバスカットをつくるとか、そう

いう対応を具体的に考えている。 

○委員 

  ここは駅からの歩行者がとても多い道路だと思うので、この計画はとても期待して

いる。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  このあたりはそんなに車に問題なさそうなので、歩行者、自転車を優先させていく

というのは、長い目で見ると、いいチャレンジではないかと思っている。その先の話

で、この機動隊前の区間が恐らく自転車道の接続とか、そのあたりが課題になってく

ると思った。あと、サンライズパークは、基本的に現状よりも駐車場を増やさないと

聞いた。車で来てもらうのではなく、歩行者、自転車中心、あるいはシャトルバスで

と言っていたが、この三溝線以外の特につなぎの部分やサンライズパーク周辺も、住

民とイベント時等の錯綜など、全体的に今後考え続けていかないというふうな感想を

持った。 
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○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  ここはイベントとかあるときは、アリーナができてから歩行者天国にすることはで

きるのか。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  駅に向かう重要なアクセスルートなので、車道を使った歩行者天国は非常に難し

い。ただ、今回、東側の歩道の拡幅を予定しているため、この空間を使って露店など

はできると思う。そういったことを実際に取り組むかどうかは、これから地元と話し

合いをしながら検討したい。 

○委員 

  それと、極端な案だが、アリーナに駐車場が少ないため、その４車線のところの半

分を駐車場として利用できないかと思った。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  佐賀工業高校の前の道が少し今広がって、歩行者と自転車が歩道の上を通るように

整備されている。それと、堀江通りも自転車と歩行者が同じ歩道を通っているが、こ

ちらは車と自転車が街路樹を挟んで並行して走り、歩行者が歩道という形だと思う。

その設計の思想、何が違うのか、場所によってどういう分け方をしているのか。 

○事務局（道路整備課） 

  自転車専用レーンの考え方はいろいろあり、今国において自転車のガイドラインが

出されている。ガイドラインに沿ったこの形が今一番安全だと言われている。何が安

全かというと、歩道の中に分離した場合は完全な分離ではないため、歩行者との接触

がある。ドンスリー（どん×３の森）から工業（高校）へとつくって（整備して）い

るが、あそこも実はこういうふうにしたかった。ただ、地元から根強い反発があっ

た。あそこは非常に特殊で、工業高校が南側、北高が北側にある。北高生は北側を通

り、工業生は南側を通っているため、一方通行にしたら、非常に危ないという懸念を

していた。そのときは基本的に車と自転車を一緒に走らせたら自転車が危ないという
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ことをよく言われていた。 

  何で（三溝線を）こういうふうにしたかというと、ここは交差点がある程度あり、

自転車の利便性は一方通行にしてもさほど変わらないだろうということと、あと一方

通行にすることで出会い頭の事故が半減すると言われているため。車が車線に出ると

きに右左を見るが、右からしか自転車が来ないとわかるので非常に事故が減るという

結果が出ている。ですから、我々は、こういった整備が一番事故を減らすのではない

かと考えている。 

  基本的に、ガイドラインの中では、歩道の中に自転車を走らせたらだめだというの

が今の国の流れであり、警察の流れでもある。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  二点伺いたい。１つは、今回のこの（都市計画道路変更の）きっかけは、佐賀駅か

ら総合運動場までの人の流れをどう持っていくかということ。佐賀駅からこの三溝

線、国道263号を通って総合運動場まで人をどういうふうに誘導するのか。（三溝線

の）歩道は5.5もあるが、国道263号の歩道は5.5メートルないので、そこで狭まってく

る。また、総合運動場のほうに渡るところをどう誘導していくか。そういった説明の

資料を用意してほしい。 

  それから、（三溝線以外の）どこかに無理が来ないかどうか、ここの分だけ5.5メー

トルで整備すれば解決するのかどうかということも含めた説明の資料を用意していた

だきたい。 

  それと、この都市計画の変更というのが、この場合に何が変更になるのか。車線の

変更だけなのか。この都市計画審議会で何を諮るのか教えてほしい。 

○事務局（佐賀駅周辺整備構想推進室） 

  まず１点目だが、今回、県がこの周辺に新しい駐車場の増設は行わないという判断

をしている。（その理由の）一つに、現状ではイベント終了後、このあたりの交通混

雑がひどいこともあり、駐車場を原則利用しない都市型の施設に位置づけ、県でＳＡ

ＧＡアリーナの整備を検討している。最大8,000人収容なので、駅から少なくとも半分

ぐらいは歩いてもらわないと、処理できないと考えている。 
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  ここを歩いてもらうため、駅や駅前広場での誘導が重要になる。今も、文化会館や

総合運動場周辺でイベントがあるとき、駅のコンコースなどで迷っている人がいる。

そういった方に歩いて１キロ半、20分程度であることを案内して、歩く方向を誘導し

ていくのが重要であると考えている。 

  それから、先ほど北口のスクランブル化と説明したが、東側だけではなくて西側へ

も誘導して歩いてもらう必要がある。最大の課題は、どこで国道を渡ってもらうかと

いうこと。全ての来場者が国道34号線との横断歩道で渡るということになると大渋滞

するため、適切に誘導して分散をさせるという工夫が必要になる。このあたりの交通

計画はこれからの検討になるが、次回の審議会の中で説明したい。 

  それと、資料の中で今回、変更内容を明確に書いておらず申しわけない。車線数を

４から２に変更することをお諮りしている。 

○会長 

  ほかにないか。 

  この議論は、実は駅周辺整備構想委員会で議論しており、もともとは南の駅広の話

がメーンかと思っていたが、北のところが一番大きなテーマになった。国スポ、国民

スポーツ大会が2023年だから、４年後になる。しかも、県がアリーナをつくる。8,000

人という人間をどうやって動かすかというのが非常に大きなテーマになっている。 

  後で教えてほしいが、唐人町の地下鉄駅でおりてからヤフオクドームまで歩いてど

れくらい距離があるか、そういう比較を教えてほしい。他のところの、いわゆる都市

型の施設とどういうふうに違うのか。例えば、長崎のサッカー場は諫早にあって、あ

の社長さんが歩かせると決めて、そこで非常に大きな成果を上げている。ああいう距

離とかも教えてほしい。 

  この間の委員会では、佐賀県はまだ佐賀バスターミナルからどういうふうにアリー

ナに連れていくかというルートが全然議論されていないと言っていた。そうは言って

も佐賀の人は絶対車で来るということがわかっているので、バルーンのときはこっち

（市内）にできるだけ停めて向こう（河川敷）にシャトルで送っているが、今度は河

川敷のほうがあいているので、河川敷に停めて反対に向けてシャトルさせるとか、い

ろんなアイデアはしておかないといけない。 

  それくらい8,000人は大きい。佐賀市（文化会館）の一番大きいホールが1,800人ぐ
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らい。それでも大渋滞を起こすので、ここは非常に大きな役割を果たす道路になって

くる。 

  ４車線を２車線にするのは、都市計画上、基本的に余り例のないことなので、非常

に慎重に進めていかなければいけない。４車線を２車線にするという決定をこの審議

会で下すことになる。あと３年間ぐらい余裕があるので、その間にいろんな実験やま

だやらなければいけないことがいっぱい残っている。例えば、地元の人たちが、ア

リーナで何かあったときにはそこで、いろんなおもてなしが本当にどれぐらいできる

のか。そうすると、あのゼブラゾーンをやめて、もっと歩道を前に出していいのでは

ないとかいう意見も出てくる。この前、駅前の検討会のときにアドバイザーのほうか

ら出ていましたので、紹介しておく。 

○委員 

  これだけの内容で、資料を今日初めてもらった。こういった勉強会をしてもらうの

は非常にいいことであるが、会議に臨むにあたり、きょうは何の会議なのか、どうい

うことを議論するのか全くわからないのは問題である。会議について、どういう内容

を議論し、こういう説明するなど、細かい資料が間に合っていなければ、おおむね簡

単なものでもいい。具体的な資料は会議のときでもいい。どういう会議の内容なのか

簡単に内容だけは事前に知らせてほしい。また、可能な限り資料もあれば一番いい。

これはお願いである。 

○会長 

  それでは、事務局にお返しする。 

○事務局（都市政策課） 

  次回の審議会は、今回の案件の進捗にもよるが、現在のところ４月の下旬に開催で

きればと考えている。審議事項が決定次第、後日、日程の調整をさせていただきた

い。 

  それでは、これをもって佐賀市都市計画審議会を閉会させていただく。 

 


