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第３章　整備計画

１. 南口駅前広場
２. 北口駅前広場
３. 市道三溝線
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　第２章では、駅南口の整備について、
　①佐賀暮らしを象徴する高質な空間
　②周辺エリアと連携し、賑わいを生み出す空間
　③交通結節機能の向上
という３つの整備方針を提示しました。

　これらを限られた面積の中で実現するためには、駅前広場単独で考えるのではなく、周辺の施
設や、駅前広場に接する道路等の公共空間を含めて、面的な広がりのある空間整備を指向するこ
とが重要です。
　また、利用シーンや目的に応じた柔軟な活用を可能とする施設デザインや、日常と非日常どち
らにも対応する柔軟な空間デザインとすることも重要です。

　さらには、人が心地よく滞留できる空間や、街なかや周辺施設へと歩行者を誘導する開放的な
動線、安全で分かりやすい交通広場配置により、 駅と街なかとの接続性を向上させることも重要と
なります。街なかに人々を導く発地として、交通結節機能の向上を図ります。

　具体的な整備の考え方を次頁以降に示します。

１.　南口駅前広場

▲整備イメージ（駅舎から南側方向を望む）

▲イベント利用イメージ
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①佐賀暮らしを象徴する高質な空間

〈象徴的なエントランス空間〉

・駅を出た正面には、佐賀らしい「のびやかさ」を感じられる、みどり豊かな滞留空間
　を配置します。

・日常的な居場所として、佐賀暮らしの原風景となるような空間を創出します。
・イベント利用を想定し、広がりのある交流空間としてデザインします。

0 3 10 30(m)

0 2 7 20(m)

N

▲南口駅前広場の機能配置イメージ図



26

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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ベンチ
広場利用者の休憩や、
待合場所として活用

ベンチ
広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、広場利用者の休憩や、
待合場所として活用待合場所として活用待合場所として活用

ベンチ
広場利用者の休憩や、
待合場所として活用
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イベント広場としての
活用が可能な空間
イベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としてのイベント広場としての
活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間活用が可能な空間
イベント広場としての
活用が可能な空間
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植栽桝
地下水や人の侵入による
影響を避けて、植栽の成長を促す

植栽桝
地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による地下水や人の侵入による
影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す影響を避けて、植栽の成長を促す

植栽桝
地下水や人の侵入による
影響を避けて、植栽の成長を促す

②周辺エリアと連携し、賑わいを生み出す空間
〈賑わいを生み出すオープンスペース〉
・イベント広場としての利用を想定した空間を創出します。
・周辺施設との連続性を持たせ、賑わいの相乗効果を生み出す空間を創出します。

〈街なかへの動線〉
・駅周辺から街なかへの連続性を感じさせる開放的な歩行者動線により、人の流れを街なか方面
　へと誘導し、賑わいの滲み出しを図ります。
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・日常（居場所となる憩いの空間）と非日常（イベント利用）を想定した空間
・安全で維持管理にも配慮した形状・デザイン

・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、四季を通じて楽しめる緑陰空間
・人の滞留を促す、拠り所となるファニチャーの配置

▲多治見駅前広場

・ 周辺施設との空間的な連続性を持たせ、駅や施設利用者の滞留を促すことで、
　賑わいの滲み出しや周辺への波及効果を生み出す。

・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

《イベント広場としての活用が可能な空間》

《みどり豊かな滞留空間》

《賑わいの滲み出しを促す空間》

▲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）

▲沿道の滲み出しを促す緑陰：
　グランモール広場（横浜市）

▲施設との連続性のある広場：
　中野セントラルパーク（中野区）

出典：虎渓用水広場 HP 出典：多治見サンデーマーケット HP

出典：JAMES URBAN, FASLA HP

出典：グランモール公園 HP
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〈各交通機能の配置・動線の最適化〉
・タクシーと一般車の動線を分離し、それぞれが安全でスムーズに利用できる配置を実現します。
・車両出入口を西側に集約することにより、東西両方向へアクセスできる構造へと見直します。
・一般車駐車場の利用者が車道を横断せず、安全に駅舎方面へ移動できる動線へと見直します。
・身体が不自由な方の専用乗降場や駐車場を新設し、ユニバーサルデザイン化を進めます。
・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た規模を確保します。

佐賀駅前広場計画平面図　〈南口〉　S=1/400(A3)

N

0 25[m]2 10

凡例

車道

歩道

緑地等

駐車場

タクシー
乗車+降車

一
般
車
乗
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身障者乗降

タクシー
プール

駐車場

東西両方向からアクセス可能な
交差点形状

一般車駐車場から駅舎へ
車道を横断しない
安全な動線を確保

一般車とタクシーの
動線を分離

0 1 4 10(m)

N

③交通結節機能の向上

▲南口駅前広場の交通機能配置イメージ図
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２.　北口駅前広場

　第 2 章では、駅北口の整備について、
　①目的地への起点となる空間
　②都市生活を支える快適で高質な空間
　③交通結節機能の向上
という３つの整備方針を提示しました。

　北口駅前広場には、駅からＳＡＧＡサンライズパーク方面への起点として、地理に不案内な来
訪者も含めて、円滑な移動を促す誘導機能や、イベント会場へと向かう高揚感を高める仕掛け、
徒歩移動の負担感を感じさせない仕掛けづくりが期待されています。
　また、街なか居住が進展する駅北側エリアのランドマークとして、質の高い佐賀暮らしを象徴
する高質な空間づくりが期待されています。

　これらの整備に当たっては、北側の市道三溝線と連続性を持たせ、一体的な空間づくりを進め
ることが重要となります。
　また、限られた交通広場の面積の中で、適切に各交通機能を区分し、街なか居住を支える交通
結節点としての機能を向上させることも重要となります。

　具体的な整備の考え方を次頁以降に示します。

▲整備イメージ（駅舎から北側方向を望む）
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〈街の背骨となるランドマーク空間〉
・駅を出た正面に快適な滞留空間を配置し、待ち合わせなどのランドマークとなるシンボリック
　な空間を創出します。

・市道三溝線との連続性を意識した舗装や意匠デザインにより、佐賀暮らしの基盤となる高質な
　空間を創出します。

①目的地への起点となる空間

②都市生活を支える快適で高質な空間

〈円滑な移動を促す空間・動線〉
・ＳＡＧＡサンライズパーク方面へ適切に誘導するサイン計画や空間デザインを行います。

〈会場へ向かう高揚感を高めるしつらえ〉
・イベント会場と連動した仕掛けなどにより、会場へ向かう高揚感や期待感を高めます。

ベンチ
足を止めて佇む空間や、
植栽のあるシンボリック
な空間を配置

ベンチベンチベンチベンチベンチベンチベンチ
足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、足を止めて佇む空間や、
植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック植栽のあるシンボリック
な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置な空間を配置

ベンチ
足を止めて佇む空間や、
植栽のあるシンボリック
な空間を配置

三溝線との連続性
舗装や植栽、ファニ
チャー等、連続性を
意識したデザイン

三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性三溝線との連続性
舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ舗装や植栽、ファニ
チャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性をチャー等、連続性を
意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン意識したデザイン

三溝線との連続性
舗装や植栽、ファニ
チャー等、連続性を
意識したデザイン

至 SAGAサンラインズパーク

▲北口駅前広場の機能配置イメージ図
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〈各交通機能の配置・動線の最適化〉
・駅前広場の出入口集約により、変則交差点を解消し、円滑な交差点処理を実現します。
・駅北口交差点の信号スクランブル化を検討し、歩行者・自転車動線を円滑化を図ります。
・身体が不自由な方の専用乗降場や駐車場を新設し、ユニバーサルデザイン化を進めます。
・タクシーと一般車の駐車・停車位置を分離して設けることにより、通路上での渋滞緩和を図り
　ます。

・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た規模を確保します。

佐賀駅前広場計画平面図　〈北口〉　S=1/400(A3)
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出入口を集約化

一般車専用の
乗降場を新設

③交通結節機能の向上

▲北口駅前広場の交通機能配置イメージ図
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３.　市道三溝線

　第 2 章では、市道三溝線について、
　①安全・安心の実現
　②歩きたくなる仕掛け・デザイン
という２つの整備方針を提示しました。

　整備に当たっては、限られた幅員（20 メートル）の中で、適切に道路空間を再配分し、歩行者・
自転車・自動車それぞれの通行の安全性を向上させることが重要です。
　また、整備による周辺道路への影響など、広域的な視点を持ちつつ整備を進めることが重要と
なります。
　また、歩くことを促す仕掛けづくりに当たっては、地域住民、通勤通学利用者、ＳＡＧＡサン
ライズパーク利用者など、様々な利用シーンを想定しながら、柔軟な活用が可能な空間として、
歩道空間をデザインすることが重要となります。

　道路空間の再配分に向けては、地元検討会での議論を経て平成 30 年 9 月に１週間の社会実験
を実施し、車線減少による影響や、歩行者と自転車の分離による効果を検証した上で、整備内容
を取りまとめました。

　具体的な整備の考え方を、次頁以降に示します。

▲現在の市道三溝線（駅から北側方向を望む）

▲社会実験
　（平成 30 年 9 月 12 日～ 9 月 18 日）
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①安全・安心の実現
〈歩行者と自転車の分離〉
・歩道内に歩行者と自転車が混在している現状を改善するため、車道の両側に自転車レーン（自転
　車専用通行帯）を新設します。

・特に歩行者の多い東側の歩道を拡幅（最大２メートル）し、十分な幅員の歩道空間を確保します。

3.0 3.01.5 2.0

11.0

20.0

3.5

1.5

5.5

2.0

拡幅スペース

〈東〉〈西〉

3.0 3.00.5

13.0

20.0

3.5 3.5

〈東〉〈西〉 3.0 3.0 0.5

▲市道三溝線整備イメージ

【現況】

【整備計画】

（メートル）

（メートル）
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■三溝線右折レーン_現況図
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■三溝線右折レーン_計画図

N

▲市道三溝線の平面イメージ図

〈走行しやすく安全な車道整備〉
・信号交差点への右折専用レーンの新設や、車道中央部へのゼブラ帯の新設など、追突事故の
　危険性が低い車道を整備します。

・バス停部分へのバスカットの新設など、混雑を抑制する道路線形を検討します。

【現況】

【整備計画】

中央部にゼブラ帯を新設

右折専用レーンの新設
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②歩きたくなる仕掛け・デザイン
〈快適で歩きたくなる空間〉

・距離を感じさせず、快適に歩いてもらうための休憩スポット（緑陰空間、ベンチ等）を配置します。
・イベント会場へ向かうワクワク感を盛り上げつつ、日常にも溶け込む高質な歩道空間をデザイン
　します。

〈交流が生まれる空間〉

・日常の井戸端会議から非日常のイベント利用まで、様々な利用シーンに柔軟に対応できる空間を
　創出します。

・子どもや高齢者、障がい者、ベビーカーの親子など、誰もが利用しやすい居場所となる空間づく
　りを進めます。

・ＳＡＧＡサンライズパークのイベントと連動した歩道や沿道利用方策など、効果的かつ継続的な
　活用の仕組みづくりを検討します。

▲整備イメージ（佐賀駅方向を望む）
　（上図）日常の風景 /（下図）イベント利用



36

　「ストリートライフのあるまち」をコンセプトに、自転車道、舗装の高質化、植栽の充実、
シンボルサインとバナー整備などを実施し、生活・交流の場となる街路空間として再生。

▲緑陰のある歩道空間 ▲歩道上に設置されたベンチ

▲人の滞留空間

▲佐渡市相川地区 ▲長崎市　出島表門橋公園▲富山市

▲イベントで賑わう歩道空間

　「歩いて暮らせるまち」を象徴する、新たなシンボルロードとして再生。片側３車線（副
道含む）を１車線（一部副道残置）に縮小し、広い歩道空間を確保しつつ、自転車道と
人の滞留空間を新設。

風景に溶け込むサイン

《歩きたくなる仕掛け・デザインの先進事例》

柏の葉キャンパス駅西口 ( 柏市 )

花園町通り ( 松山市 )

出典：EAU HP

出典：柏市資料

出典：長崎市ＨＰ出典：富山商工会議所ＨＰ

バナーフラッグ キャラクターを活用した仕掛け


