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　佐賀駅の高架化移転事業（連続立体交差事業）から 40 年以上が経過しました。佐賀駅周辺地区
では、業務系施設や宿泊施設の立地が進んだほか、近年は、特に福岡都市圏への通勤・通学者の
増加などを背景に、集合住宅の建設が進み、定住人口が増加しています。
　また、佐賀空港へのＬＣＣ（格安航空会社）就航に伴い、佐賀駅周辺地区を利用する訪日外国
人が増加しています。
　このように、佐賀駅周辺地区を取り巻く社会情勢は、前回の整備当時から、大きく変化してい
ます。

　こうした変化に対応し、佐賀駅周辺地区の街づくりを円滑に進めていくためのガイドラインと
して、佐賀市では、「佐賀駅周辺整備構想」を平成 29 年 3 月に策定しました。

　今回策定する「佐賀駅周辺整備基本計画」は、この整備構想に基づき、特に行政が担うべき公
共インフラ（駅前広場、周辺道路等）の整備について、その整備内容を示すことを目的としてい
ます。

１.　計画の目的
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［中心市街地全体の賑わい再生］
　佐賀市では、「中心市街地活性化基本計画」に基づき、街なか４核エリアの再生や、シンボルロー
ドである中央大通りの再生に取り組んできました。佐賀駅周辺地区は、中心市街地活性化エリア
の北側に位置しており、県内最大の交通結節点である佐賀駅は、多くの利用者で賑わっています。
　この佐賀駅周辺の人の流れを、南側の街なか方面へと誘導し、中心市街地全体の賑わいに繋げ
ていくことが求められています。

［大型イベントを契機として］
　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では、佐賀駅北側のＳＡＧ
Ａサンライズパークがメイン会場となります。現在、このエリアでは、プロスポーツやコンサー
トなど多目的利用を想定した県営アリーナ（約 8,000 人収容）の建設が進められています。
　市外・県外から佐賀駅を利用してアリーナへ向かう来訪者に心地よい時間を過ごしてもらうた
めには、アリーナ等の整備計画と佐賀駅周辺の整備計画とが相互に連携しながら、整備を進める
ことが重要だと考えています。

［民間開発との連携］
　佐賀駅南口の大型商業施設が平成 30 年 3 月に閉店し、日常の買物の場が失われたことへの戸
惑いの声が多く寄せられました。
　閉店後の跡地では、民間資本による新たな集客施設の開発が検討されています。駅前広場等の
整備を進める上では、こうした開発計画との連携を図り、面的な賑わい創出に繋げていくことが
重要だと考えています。

［暮らしやすい街ナンバーワンをめざして］
　野村総合研究所が平成 29 年に公表した「成長可能性都市ランキング」において、佐賀市は「都
市の暮らしやすさ」部門で第１位になりました。特に、地域コミュニティの成熟など「人と人の
つながり」の強さが高く評価されています。
　駅や駅周辺は、人々が行き交う都市の拠点であり、街の顔となる空間です。この空間を、利用
する市民や来訪者が出会い、繋がり合うことを通じて、人々の活動が生まれる空間、豊かなコミュ
ニティが支える「佐賀暮らし」を象徴する空間として再生したいと考えています。

２.　策定にあたって
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　駅前広場は、駅に降り立った来訪者が最初に街に接する空間であるとともに、通勤通学で利用
する市民が日常的に接する、街の原風景となる空間だと考えています。
　九州有数の乗降客数を誇る佐賀駅をはじめ、駅周辺の施設などの利用者が、待ち合わせや休憩
など、快適な時間を過ごす空間、それぞれのライフスタイルに寄り添うような空間として整備を
進めます。
　さらには、イベントやパフォーマンスなど、個人や団体の主体的な活動を促し、それぞれのラ
イフスタイルを豊かなものにする空間として整備を進めます。
　「今日は何をやっているのかな。ちょっと寄り道してみようか」
　自然と立ち寄りたくなる、そんな空間にしたいと考えています。

　ＳＡＧＡサンライズパークでは、プロスポーツやコンサートなど、魅力的なイベントが開催さ
れるようになります。佐賀駅からイベント会場までのアクセスルートになるのが、佐賀駅北口の
市道三溝線です。
　来訪者が、佐賀駅からイベント会場まで、楽しく歩いてもらえる歩道空間を整備したいと考え
ています。
　また、沿線エリアでは、人口が増加し、街なか居住が進展しています。散歩やランニングなど、
心地よい歩道空間として整備を進めます。
　日々の暮らしに溶け込む「駅北口の新たなシンボルロード」と呼ばれるような、そんな道路空
間にしたいと考えています。

　こうして整備した駅前広場や道路空間が、市民のライフスタイルにとって、身近なものになっ
ていくことが重要です。行政が単独で整備を進めるのではなく、どのように空間を使っていくのか、
計画段階から活発な意見交換を行い、整備計画を磨き上げながら、整備を進めていきたいと考え
ています。

　質の高い「佐賀暮らし」を実現する活動のためのフィールドとして、駅前広場や道路空間の整
備を進めていきます。

３.　めざす将来像
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▲市道三溝線（整備イメージ）

▲南口駅前広場（整備イメージ）

▲北口駅前広場（整備イメージ）
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第１章　佐賀駅周辺地区の状況

１. 地区の現況
２. 地区の課題
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[ 佐賀駅・バスセンターの利用状況 ]
　佐賀駅は、長崎本線のほか、久保田駅を起点とする唐津線の列車がすべて乗り入れています。
　乗車人員数は増加傾向にあり、平成 14 年からの 15 年間で約２割増加しています。平成 29 年
度の一日当たり乗車人員数は 12,535 人であり、ＪＲ九州管内の乗車人員ランクでは第 10 位に位
置しています。
　佐賀駅に隣接する佐賀駅バスセンターからは、一般路線バス、高速バスのほか、九州佐賀国際
空港へ向かう空港連絡バスが発着しており、一日あたり乗車人員数が 3,000 人前後で推移してい
ます。

　　　　　　　　　　　

１.　地区の現況

2017 乗車人員
H29 （人/日）

1 博多 124,436
2 小倉 36,052
3 鹿児島中央 20,597
4 大分 19,421
5 折尾 16,035
6 黒崎 15,394
7 熊本 15,098
8 吉塚 14,445
9 香椎 12,660

10 佐賀 12,535

駅名

出典：佐賀市調査

出典：九州旅客鉄道株式会社 HP 出典：九州旅客鉄道株式会社 HP

▼佐賀駅の乗車人員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　▼ JR 九州管内の駅別乗車人員数
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▲佐賀駅とバスセンターの位置関係

▼佐賀駅バスセンター１日当たり乗車人員数
調査年 調査日 区分

1月18日（土） 休日

1月22日（水） 平日

1月16日（土） 休日

1月20日（水） 平日

1月24日（水） 平日

1月27日（土） 休日

平成26年

平成28年

平成30年
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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

N
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[ 施設立地の状況 ]
　佐賀駅周辺には、市役所など業務系施設や、ビジネスホテルを中心とした宿泊施設が多く立地
しています。
　駅南側は、中央大通りを軸として、商業・業務機能などの都市機能が集積している地域です。
さらに、その南側には、バルーンミュージアムや佐賀城公園、佐賀城本丸歴史館、佐賀県立美術館・
博物館など、観光・文化施設が集積するエリアとなっています。
　駅北側には、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会等のメイン会場として、アリーナ等
の整備が計画されている「ＳＡＧＡ サンライズパーク」や佐賀市文化会館が所在し、県内随一の
スポーツ・文化施設の集積地となっています。
　佐賀駅周辺地区は、この拠点エリアを結ぶ南北軸の中間地点に位置しています。

▲ SAGA サンライズパーク整備イメージ図
出典：佐賀県 HP

市道三溝線

▲主要施設配置図
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[ 土地利用及びエリア人口の状況 ]
駅南側では、商業用地が集積しており、駐車場も多くみられます。

　駅北側では、幹線道路沿いに商業用地が延び、その後背には住宅用地が広がっています。
　佐賀駅周辺地区では、人口・世帯数とも増加傾向にあり、特に駅北側エリアで大きく増加して
います。

▲土地利用状況図 出典：佐賀市都市計画基礎調査

２

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

N



11

▼駅南北エリアの人口の推移

▼駅南北エリアの世帯数の推移

出典：佐賀市 町・丁目・大字別人口統計表 ( 各年 12 月末 )

出典：佐賀市 町・丁目・大字別人口統計表 ( 各年 12 月末 )
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有効活用できていないモニュメント

周辺の空間

駅前広場の混雑

《北口》送迎ピーク時間帯は通路上
が混雑し、駅へのスムーズなアクセ
スを阻害している

《南口》乗用車とタクシーの動線が錯
綜し混雑や先詰まりが発生している

《市道三溝線》歩行者と自転車が輻輳し、
安全・安心な歩行空間となっていない

《市道三溝線》イベント時は歩行者が多く、
一部は車道を通行している

《駅周辺》駅周辺に居場所となる空間が少ないため、駅構内
のベンチに人が集中している

《南側》南口から街なかへアクセス
する動線が分かりにくい

《北口》反射炉（縮小復元）等が設置
されているが動線がない

《南口》自転車走行空間が少なく
自転車が利用しづらい

《交差点》駅北口交差点が変則で
青信号が短く横断しにくい

《南口》南口駅前広場から南側へ渡
ることができる横断歩道がない

南口駅前広場

佐賀停車場線

市道三溝線

佐賀駅
えきマチ1丁目

バスセンター

駐輪場

北口駅前広場

駐輪場

周辺道路や駅前広場での通りにくさ

居場所となる空間の不足 街なかアクセスの分かりにくさ

《南口》モニュメント周辺を通る動線
がなく、中央の広場が生かされてい
ない

２.　地区の課題
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