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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
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▼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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第２章　整備方針

１. 整備に関する視点
２. 整備方針
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１

第３回佐賀駅周辺整備

基本計画策定会議 資料２

0 500 m

N

街なか４核エリア

中央大通り再生エリア

歴史・文化・芸術の拠点エリア

佐賀駅周辺地区

スポーツ・文化の
活動拠点エリア

佐賀城跡

佐賀駅

佐賀県
総合運動場

佐賀県総合体育館

佐賀市文化会館

県立博物館
美術館

佐賀城本丸
歴史館

市村記念体育館

県立図書館

佐賀県庁

佐賀玉屋

エスプラッツ

佐賀商工ビル

バルーン
ミュージアム

柳町

佐嘉神社
松原神社

徴古館徴古館

中心市街地
活性化エリア

④交通機能の再配置④交通機能の再配置

佐賀駅佐賀駅

北口北口

南口南口

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

ゾーニングイメージ

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

N

N

　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

１.　整備に関する視点

さがリンクステーション
　「佐賀駅周辺整備構想」では、佐賀駅周辺地区の整備コンセプトとして、「さがリンクステーショ
ン」を掲げています。
　佐賀駅周辺地区は、大都市圏や海外と県内とをつなぐ交通ネットワークの中心核であるととも
に、 市内の公共交通網の中核地点でもあります。
　このため、佐賀駅周辺地区には、グローバルとローカル、駅と街なかなど、各エリア間をつな
ぐとともに、人と人とをつなげる（リンクさせる）拠点としての役割が求められています。

《佐賀駅周辺整備構想における街づくりの視点とコンセプト》
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新たな視点としての「佐賀暮らし」
　佐賀市は、クリークに代表される水都の風景や、広々とした田畑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

「暮らしやすいまち」であることが特長だと考えます。
　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
けます。

　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す。
　このため、県都の玄関口である佐賀駅周辺の整備に当たっては、「さがリンクステーション」と
しての役割に加えて、街を象徴するコンセプト「佐賀暮らし」を感じ取ることのできる空間とし
て整備することが重要です。

▲町に張り巡らされたクリーク ▲黄金色の麦畑
出典：佐賀市観光協会 HP

さがリンクステーション 佐賀暮らし
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２.　整備方針

[ 整備コンセプト ]
　「さがリンクステーション」と「佐賀暮らし」という２つの視点を踏まえ、基本的な整備コンセ
プトを次のとおり設定します。

①佐賀暮らしを感じさせる
　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、街の顔にふさ
わしい空間を創出します。

②市民・来街者の滞留・交流を通じて、賑わいを生み出す
　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します。
　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
好循環化をめざします。

③駅からまちへ人々をつなぐ
　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・
連携を強化します。

④交通機能を最適化する
　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します。
　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
めます。
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○駅の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

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ます。
　このため、整備に当たっては、整備コンセプトを踏まえ、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します。

［駅南口の整備方針］
　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り、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ます。
　このため、南口には、駅や駅周辺の人の流れを賑わいにつなげ、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求められます。

①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、豊かなみどりのある空間
　・日常的な居場所として、佐賀暮らしの原風景となる空間

②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
　・駅周辺の賑わいを街なかへ波及させる効果的な動線

③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

［駅北口の整備方針］
　駅の北側には、県内随一のスポーツ・文化の拠点が所在し、アリーナ建設も計画されています。
また、近年人口が増加し、街なか居住が進展しています。
　このため、駅から拠点方面へ来訪者をスムーズに誘導する役割や、質の高い佐賀暮らしの基盤
となる空間づくりが求められます。

①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
　・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

②都市生活を支える快適で高質な空間
　・街の背骨となる快適な移動空間
　・人々が足を停めて佇む滞留空間

③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
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▲駅周辺の整備方針イメージ図

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

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

③交通結節機能の向上

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

①目的地への起点となる空間

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
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［市道三溝線の整備方針］
　駅北口の中でも、市道三溝線は、駅からアリーナ方面への主要アクセスルートであるとともに、
市北部エリアから駅への主要アクセスルートです。
　歩道内で輻輳している歩行者と自転車の動線分離など、安全性の向上と併せて、徒歩による移
動を促す仕掛けづくりが期待されています。

①安全・安心の実現
　・歩行者・自転車の通行空間の分離
　・ユニバーサルデザインに配慮した歩行空間の整備
　・右折レーン等の整備による車道の安全性向上

②歩きたくなる仕掛け・デザイン
　・楽しく、気軽に歩くことができる空間の整備
　・駅前広場との連続性を持った、おもてなし空間の整備

市道三溝線

アリーナ建設予定地

▲市道三溝線位置図

SAGA サンライズパーク
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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
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佐賀駅周辺検討平面図

���

���

���

����

佐賀駅周辺検討平面図
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断面ライン断面ライン

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

[

日
常
的
な
イ
メ
ー
ジ]

[

イ
ベ
ン
ト
時
の
イ
メ
ー
ジ]

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

みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間みどり豊かな滞留空間

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

　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間　賑わいの滲み出しを促す空間

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
降

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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タクシー
乗車

タクシー
降車
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凡例

車道

歩道

緑地等

駐車場

身障者
乗降

タクシー
プール

駐車場

交差点の信号スクランブル化を検討

送迎マイクロバス等の乗降場を設置

0 1 4 10(m)

N

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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アパホテル

P P

P

マンション

マンション

森永
歯科

ミニストップ

■三溝線右折レーン_現況図

N

5
0
0
0

歩
道

3
5
0
0

歩
道

アパホテル

P P

P

マンション

マンション

ミニストップ

■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
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　「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
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第４章　整備に向けて
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　公共空間とは、日常非日常を問わず、そこに集う人々の活動の舞台となる空間です。
　来訪者や市民など、佐賀駅の周辺を利用する全ての人々の活動に寄り沿い、質の高い「佐賀暮
らし」を具現化する空間をめざして整備を進めます。
　

≪整備に向けた検討≫
　整備した空間をどう活かしていくのか、市民が意見を出し合い、めざす将来像を共有しながら、
公共空間の整備を進めることが重要です。
　さまざまな議論の場を通じて、駅前広場や市道三溝線の整備に向けた検討を重ねていきます。

≪整備の進め方≫
　県営アリーナの開業や九州新幹線西九州ルートの暫定開業、さらには国民スポーツ大会・全国
障害者スポーツ大会の開催など、街づくりにインパクトを与える、いくつかの大きな節目を迎え
ようとしています。
　街の玄関口である佐賀駅周辺地区の整備は、これらの節目となる時期を見据えながら進めるこ
とが重要です。
　駅の利用や市民生活への整備による影響にも十分に配慮しながら、早急に整備を進めたいと考
えています。

　整備に向けて想定されるロードマップを、次頁に示します。

　整備に向けて
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2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

整備

北口
駅前広場

南口
駅前広場

市道
三溝線

空間活用に
向けた取組

関連事業

設計 整備

整備

継続的な活用に向けた枠組みの構築

九
州
新
幹
線
暫
定
開
業

県
営
ア
リ
ー
ナ
開
業

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

継続的な活用の実践

市民参加による議論
設計への反映

設計

≪想定ロードマップ≫

整備

年度
項目
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参考資料
検討経過
委員名簿
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　検討経過

検討経過 日時 内容

　佐賀駅周辺整備
　構想の策定 　平成 29 年 3月

　第１回佐賀駅周辺整備
　基本計画策定会議 　平成 29 年 11 月 20 日 　・佐賀駅周辺整備構想の要旨について

　・今後の議論の方向性について

　第２回佐賀駅周辺整備
　基本計画策定会議 　平成 30 年 4月 13 日 　・駅前広場及び市道三溝線の

　　整備コンセプトについて

　市道三溝線
　社会実験

　平成 30 年 9月 12 日～
　平成 30 年 9月 18 日 　一部車道を自転車道に変更する社会実験

　第３回佐賀駅周辺整備
　基本計画策定会議 　平成 30 年 11 月 19 日

　・駅南口エリアの一体的な街づくり
　　について
　・駅前広場及び市道三溝線の整備方針
　　について

　第４回佐賀駅周辺整備
　基本計画策定会議 　平成 31 年 2月 12 日 　・佐賀駅周辺整備基本計画（案）

　　について

　パブリックコメント 　平成 31 年 2月 13 日～
　平成 31 年 3月 14 日 　提出された意見：10 件

　佐賀駅周辺整備
　基本計画の策定 　平成 31 年 3月



43
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