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第３０回佐賀市都市計画審議会 

議 事 概 要 

 

１．開催日時  平成３１年４月２６日（金）１３：３０～１５：３０ 

 

２．開催場所  （所在地）佐賀市大財三丁目１１番２１号 

        （会場名）佐賀市役所大財別館 ４階 ４－１・４－２会議室 

 

３．出席委員  １３名出席（全委員１９名、欠席６名） 

        荒牧軍治、川浪安則、後藤隆太郎、中野美和子、若松伯宗、 

久米勝也、川副龍之介、川原田裕明、山口弘展、王丸義明、 

成澤義和、德永浩、式町郁子の各委員 

※うち１名は審議採決後の出席であったため、採決時点の出席者は１２名。 

 

４．審議  諮問事項 

       第１号議案 佐賀都市計画道路の変更  （佐賀市決定） 

        【３・５・４１号 東高木木角線】 

       第２号議案 佐賀都市計画緑地の変更  （佐賀市決定） 

        【３号 多布施川河畔公園】 

 

５．報告 

       兵庫北地区の現状について 

 

６．配布資料 

      ・第３０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３０回佐賀市都市計画審議会 議案書 

      ・第３０回佐賀市都市計画審議会 議案用付図 

      ・佐賀都市計画の変更（PPT①） 

       （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） 

      ・兵庫北地区の現状について（PPT②-1） 

      ・兵庫北地区の現状について（PPT②-2） 

 

７．議事概要 

審 議 

○会長 

  今回は諮問事項が２項ある。第１号議案と第２号議案は強い相関を持っている議題の
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ため、一括して説明いただいた後、審議していきたい。 

○事務局（道路整備課） 

  都市計画道路３・５・４１号東高木木角線、都市計画緑地３号多布施川河畔公園の変

更について説明する。 

 はじめに都市計画道路東高木木角線の位置と役割を説明する。 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT①P01：表紙。 

PPT①P02：航空写真。西側の鍋島地区を南北に通る都市計画道路環状西線と東側の高

木瀬地区を通る国道263号を図示。鍋島地区と高木瀬地区を結ぶ主な路線としては、南側

を東西に通る国道34号と佐賀大学医学部附属病院の北側を東西に通る市道増田植木線、

市道上高木蠣久線がある。鍋島地区と高木瀬地区を互いの目的地に向かうためには、国

道34号と北側の市道増田植木線、市道上高木蠣久線を通ることが多いだろうが、特に国

道34号は大型ショッピングセンターや鳥栖、福岡方面、逆に唐津、長崎方面へ向かう車

も常に通っており、慢性的な渋滞が発生している。 

  また、緑の線で示している市道角目植木線は非常に狭い道路で、通学路でもある。抜

け道として利用する車も多く、朝夕の通勤時間帯や小・中学生通学時間帯が重なって、

歩行者、自転車、自動車が錯綜して危険を感じる路線である。 

  PPT①P03：国道34号の現況。場所は、上下水道局前の多布施川に架橋する多布施川橋

付近から西に向かった写真とホームセンターユートクの前から東に向かった写真。 

PPT①P04：医学部北側のローソン佐賀鍋島店。西と東に向かった写真。 

PPT①P05：先ほど抜け道と説明した市道角目植木線。写真を見ると、子供たちと自動

車が近くて危険であることがわかる。 

  PPT①P06：今回変更を計画する都市計画道路東高木木角線を図示。国道34号や北側の

市道増田植木線、市道上高木蠣久線の慢性的な渋滞の解消や抜け道となっている市道角

目植木線の交通量の減少も図られ、安全対策にも寄与できると考えている。佐賀大学医

学部附属病院への交通アクセスもよくなることから重要な都市計画道路と考えている。 

  PPT①P07：位置図。東高木木角線の整備において、多布施川に架橋する植木橋付近の

交差点は付加車線の関係で幅員が少し広くなるため、都市計画決定の変更が生じる。道

路幅員が広くなったことに伴い、都市計画緑地面積の変更も生じる。 
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  黒色の線が昭和44年２月に、植木橋と東の高木瀬地区を結んだ延長1,630メートルの道

路で、植木橋東高木線の名称で都市計画決定された。昭和53年４月に、当時の佐賀医科

大学の開設に伴い、道路網の編成を図る目的で、昭和55年11月に植木橋から西側の鍋島

地区まで延長1,640メートル延伸し、名称も東高木木角線に変更された。黒色実線の箇所

は幅員12メートルの都市計画道路として整備されている区間となる。緑色の線が現在植

木橋から西側の圃場整備事業に合わせて道路整備を行っている。今回都市計画道路とし

て整備を進める部分が赤色の線になる。今回の変更が生じる部分は、図面の赤丸で囲ん

でいる。 

  PPT①P08：東高木木角線の概要。中央に位置している赤い線が当初の東高木木角線の

計画線で、緑色が都市計画緑地多布施川河畔公園の区域。今回の計画変更に伴い、赤色

部分を新たに道路区域として拡幅する一方、真ん中付近の緑色が少なくなる公園区域の

面積を表示。 

  PPT①P09：計画平面図。前回の勉強会で、散歩する人の動線がわかりにくいとの指摘

（があったこと）について説明する。例えば、多布施川右岸を北から南へ下った場合、

橋を渡った後、横断歩道を通り、また橋を渡って南へ通ることになる。 

PPT①P10：計画概要。上の図が標準断面で、下の図が交差点部における断面図。上の

図の幅員構成は、車道において片側３メートルに路肩50センチの２車線で、合計７メー

トル。歩道部において両側2.5メートルずつの計５メートルで、全体幅員が12メートル。

下の図は、交差点部の付加車線３メートルを含めた合計幅員15メートル。道路の規格

は、道路構造令より、都市部、その他の道路、日当り交通計画台数4,000台以上１万台未

満として第４種第２項道路、車線数は２車線で、設計速度50キロとなる。 

  PPT①P11：都市計画の変更内容。東高木木角線の幅員については、12メートルの幅員

を右折車線が必要となることから、交差点部で一部15メートとなることによる幅員の変

更となる。都市計画緑地３号多布施川河畔公園の区域については、東高木木角線との交

差部において一部区域の変更が生じるため、全体面積が約330平方メートル減により32.1

ヘクタールが32.07ヘクタールと変更になる。 

  PPT①P12：都市計画の変更手続きの流れ。１月24日に原案説明会を行ったが、参加者

はいなかった。公述申出もなかったため、公聴会は中止した。都市計画審議会の勉強会

を２月に開催。案の公告縦覧を３月15日から29日で実施し、特に意見の申し出はなかっ
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た。本日審議いただき、決定告示は６月中旬を目安に手続を進めている。 

  続いて、前回の勉強会で２つの宿題が出ていた。資料は配布していないが会場スク

リーンで説明する。 

【パワーポイントにより説明】 

  １つ目の宿題が「水面側に回り橋の下をくぐっていけないか」だった。計画図では、

ハイウォーター（計画高水位）から桁下までの高さが約60センチ程度しかないため、人

が歩いて橋の下を通ることはできない。また、橋の下をくぐれるようにするには、橋の

高さをあと２メートルほど上げる必要があるが、周りの道路とのすりつけがあるため、

現実的にはできない。 

  ２つ目が、「堤内地に地下道を設置することができないか」だった。平成６年に当時

の建設省河川局治水課長からの通達「堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等にお

いて」によると、地下道のような工作物は、原則堤防の定規断面において、堤脚から２

割勾配の線より外側に設置しなければならないという基準が定められている。通称「２

Ｈルール」という。それに沿った計画にすると、この断面の青色部分に設置することに

なる。またバリアフリー法に基づき、車椅子でも利用できるスロープ勾配で計画すれ

ば、まわりの道路とのすりつけが片側約45メートル程度必要なため、物件補償に係る影

響が広域となり、事業費の面から見て非常に困難である。 

 

≪ご意見・ご質問≫ 

○会長 

  今の説明に質問、意見がある方はいるか。 

○委員 

２点確認したい。まず資料７ページ、整備状況について１点質問する。黒色部分は既

に整備済みだと認識したが、整備中の緑色部分と今後整備予定の赤色部分の整備が終わ

れば、東高木木角線については全て完了するということでよいのか。 

  もう１点は、幅員構成の図面10ページについて。幅員12メートルと示されているが、

自転車はどこを通るのか教えていただきたい。 

  それと、資料の表紙の写真が現在の植木橋の写真だとお教えいただいたが、多布施川

は佐賀市のまちづくりに関して非常に大切なところであるし、景観も非常にいいとこ
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ろ。桜マラソン（のコースで）もあるし、一般の市民の憩いの場である。ここにどうい

う橋がかかるのか面白みもあり、楽しみでもある。景観を損なわない、あるいはさらに

景観を押し上げるような橋をつくってほしい。 

○事務局（道路整備課） 

  １点目の７ページについて、赤色部分が終われば東高木木角線は全て完了となりま

す。 大まかなスケジュールについては、今年度都市計画の変更を受けることができた

ら、今年度中に事業認可を取りたいと思っている。実際、現地に測量等に入るのは来年

度からで、最終的に工事の完了は目標でしか言えないが36年ぐらい。事業の進捗具合で

用地買収等あるため、延びる可能性はあるが、目標としては36年度までと考えている。 

  ２点目の自転車が通るところについて、基本自転車は車道を通ることになる。車道３

メートル、路肩50センチとっているが、路肩50センチ内を通るようになると思う。 

○事務局（都市政策課） 

  今説明したことが基本的な自転車の通り方だが、圃場整備でつくっている緑色の区間

は自転車の通行がそんなにないと考えていて、警察との協議も済んでいる。基本的には

歩道３メートル以上が自転車歩行者道であるが、基準を決める佐賀市の条例で、自転車

と人がそこまで錯綜しない場合は２メートル以上でも自転車を通せるという技術指針が

あり、警察との協議（した上）で、その部分については自転車歩行者道でいきたいと考

えている。 

○会長 

緑色の区間だけか。 

○事務局（都市政策課） 

  はい。赤色部分については、北陵高校などあるため、今後警察と協議をしながら自転

車の通行位置を決めていくようになっている。 

○会長 

  付け加えて、先ほど小学生の通学路になっていると言われたが、狭い方（角目植木

線）は錯綜していると。そこからこちら側（東高木木角線）に車を誘導したいというこ

とだろう。通学する子供たちは古い道（角目植木線）を通っていくことになるのか。 

○事務局（都市政策課） 

基本的にこの道路は歩道がつくため、特に北側（に住む）子供はその歩道を通って医
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大（東側）の縦の道路に誘導していきたいと考えている。 

○事務局（道路整備課） 

  ３点目の橋梁のデザインについて、ご指摘のとおり景観を重要にする場所であるた

め、高欄灯、景観色灯を使いながら整備を進めていきたい。 

○会長 

  この表紙に関連して質問だが、高さはほぼこれと変わらないと思っていいのか。上に

上がるのではなくて、大体平面的に交差していると思うが、先ほど言われたハイウォー

ターはどこら辺まで来るのか。ハイウォーターのところに来るから、水面側に歩道（を

設置するの）は無理だと説明があった。（しかし）例えば下に歩道として桟橋的につく

れると思う。ハイウォーターはこの写真でどの辺まで来るのか。白い橋脚の延びている

ところぐらいまで来るのか。 

○事務局（道路整備課） 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT①01：この写真でハイウォーター（の位置）はここになる。 

○会長 

  わかった。 

  （勉強会で）私が宿題を出したが、（宿題に対する事務局の）説明に全く異存はなく

て、ボックスカルバートをつけたりすると（事業費が）高くなるし無理だとわかる。当

然納得できている。ただ公園側は、何か考えてみたら面白いと思っている。 

写真で言うとこれは右岸側か。 

○事務局（道路整備課） 

  上流から下流をのぞんでいる。 

○会長 

  車は左側を通っているのか。 

○事務局（道路整備課） 

  そうである。 

○会長 

  土手の下が遊歩道になるだろう。歩行者は（土手の）上を歩くイメージでつくってい

るが、大体ウォーキングする人たちは下を行く、河畔側を。だから、上を通ってくれと
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いうことになる。遊び心があると、いろんな仕掛けができて面白いと思っているので、

公園側をもう少し何か（考えてほしい）。ここは公園区域の指定を解除したから（市）

の領域でないと言わないで、一連でつながっているから知恵を出すと面白いのにと思

う。大部分は（今の計画で）いいと思っている。歩行者には右岸側に回ってほしいと

言っているわけで、やむを得ないというのは理解する。だけど、歩いている人、子供た

ちはもう少しと何か手軽でもと思っている。 

  必要な道路であることは（委員の）皆さんも感じているし、手法としても土地改良の

部分とセットにやるという方法で行われるようなので、納得できると思う。もし洪水が

流れてくるのであれば、この設計では私は絶対反対する。なぜなら流木が来る。流木が

来るとこんな低い橋をかけていたら絶対反対、何しようと上に上げろと言う。しかし、

ここは（川上）頭首工と石井樋で水門を締め切って流木が流れないため、平たい橋もあ

り得るかなと感じている。 

  他に（質問等）ないか。 

○委員 

  資料の残し方について改めて確認したい。議案３ページ、変更前後の表と議案用付図

が正式の書類と考えていいのか。前後で数字は変わらなくて、変更理由のところに「一

部区間の幅員の変更（12ｍ→15ｍ）」という記載がある。それと付図３ページ。これだ

け見て何を変更したのかがわかりにくい。どこが15メートルの区間なのかは表現しなく

てもいいのか。要するに、都市計画の決定として正式書類はこれが全てか。 

○事務局（都市政策課） 

  全て都市計画法に要件を具備されている内容で議案、付図ともに作成をしている。こ

の件については県とも下協議をやっているため、そこでオーケーをいただいたものにつ

いてあげている。 

○委員 

これだとどこが変更したのかわかりにくい。（付図３ページの計画図について）2,500

分の１で比較というのは定められたものか。 

○事務局（都市政策課） 

  そうである。確かに図面だけではわかりにくいところはあるかと思う。そのために正

式な都市計画の図書以外に参考図というのをつけることがあるため、もう少し詳しい図
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面で対応については検討をしていきたい。 

○会長 

  採決を行う。第１号議案、第２号議案について、賛成の方は挙手を願いたい。 

 

≪採決≫ 

  第１号議案 佐賀都市計画道路の変更（佐賀市決定） 

   【３・５・４１号 東高木木角線】 

  第２号議案 佐賀都市計画緑地の変更（佐賀市決定） 

   【３号 多布施川河畔公園】 

  全会一致で承認（採決時点出席12名中 賛成12名） 

 

報 告 

○会長 

  続いて、報告事項に入る。兵庫北地区の現状について説明をお願いする。 

○事務局（都市政策課） 

  今回報告を行う経緯を説明すると、過去の都市計画審議会において、委員から兵庫北

地区の土地区画整理事業の総括が必要ではないかという意見を頂戴していたので、説明

する機会をもらうことにした。 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT②-1P01：表紙。 

PPT②-1P02：目次。土地区画整理事業の目的と目的を達成するための用途地域の設

定、変更、都市計画道路・緑道、公園・緑地等の整備、地区計画の決定、最後にその他

で人口や地価の変動ついて説明する。 

  土地区画整理事業とは、道路や公園が足りないとか、古い住宅が密集している地区

で、土地の所有者や住民が話し合いでまちをよくしていくという都市計画の手法の一つ

である。これは土地の所有者が、それぞれの土地の一部を提供して公園や道路などの公

共用地に充てて整備を進めるものである。土地の所有者にとっては事業後の宅地の面積

は小さくなるが、道路や公園などが整備されたり、宅地が成形化されたりすることに

よって、住みやすく、利用価値の高い土地が得られることになる。 
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  PPT②-1P03：兵庫土地区画整理事業と兵庫北土地区画整理事業の年表。右の図の青い

部分が兵庫土地区画整理事業、赤い部分が兵庫北土地区画整理事業の区域を示してい

る。兵庫北土地区画整理事業の区域については、南側がヤマダ電機あたりで、北に上る

と佐賀中部病院、さらに北に上ると、ディスカウントストアダイレックス兵庫になる。

このあたりにねむのき公園があり、その下までが兵庫土地区画整理事業の区域である。

一方、ねむのき公園から国道34号よりも南の部分が兵庫北土地区画整理事業の区域であ

る。便宜上、青い部分を兵庫南、赤い部分を兵庫北と言う。兵庫南は昭和63年から平成

９年までが事業期間となっている。 

  PPT②-1P04：一方兵庫北については、この事業期間が平成10年から平成26年までと

なっている。赤字で大型商業施設のオープン時期を表示している。平成12年にイオン佐

賀大和ショッピングセンター、平成15年にモラージュ佐賀、平成18年にゆめタウン佐賀

と、短い期間に次々にオープンしている状況である。 

  PPT②-1P05・P06：事業の目的。「緑が多く、水がある、明るいまち」をテーマに、都

市計画道路の環状東線、大財藤木線、三溝藤木線をはじめとして、道路、水路、公園、

その他の公共施設の整備、改善及び宅地の利用増進を図るとともに、課題である排水施

設を整備し、健全で快適なまちなみ形成を目的としている。 

  PPT②-1P07：兵庫北の平成10年土地区画整事業認可当時の航空写真。一番上が国道34

号、右側が環状東線、この線がＪＲ九州長崎本線。ここが勤労者体育センターで、その

上が致遠館高校。これら以外はほとんど田園風景が広がる地区だった。 

PPT②-1P08：（兵庫北の）事業終了直前の平成25年８月に撮影された航空写真。新た

に、ゆめタウン、清和学園などが入り、平成10年と比べると住宅や商業施設が整然と建

ち並んでいることがわかる。 

  PPT②-1P09：施行前後の土地利用変化。航空写真の状況を具体的にパーセントで表示

したもの。左の円グラフが、土地区画整理事業の施工前の状況である。宅地には宅地の

候補地が含まれており、そのうち60.5％が田で、非常に田が多い状況であったことがわ

かる。一方、施行後では、宅地が55％、道路が19.5％、公園が5.5％と、土地の所有者か

ら提供された土地が、公園や道路などの公共用地に充てられて整備されたことがわか

る。 

  なお、ここに保留地14.4％とあるが、土地区画整理法第96条で認められた土地のこと
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で、事業施行の費用に充てる目的で定めることができる。将来的に事業主体が一般の方

向けに売却して、売却代金を事業費用に充てるものである。兵庫北の保留地の売却は既

に終わっている。 

  PPT②-1P010：用途地域について説明する。用途地域とは都市計画法第８条に規定され

ている土地利用規制の手法の一つで、市街化区域内にある土地を建築できる建築物の用

途や規模によって区分する制度である。佐賀市の場合は12種類に区分している。用途地

域の指定によって、住居や商業、工業などのそれぞれの土地の利用形態が似ているもの

が集まり、それぞれに合った環境が守られ、効率的な活動ができるようになる。 

  PPT②-1P11：兵庫北の土地区画整理事業施行前の用途地域。平成９年のものである。

農地等の保全を優先させる市街化調整区域ということがわかる。都市化を優先させる区

域として市街化区域に設定していく。 

  PPT②-1P12：平成10年に変更した用途地域。兵庫北が事業認可を受けた当時のもの

で、こちらの区域を市街化区域に編入し、事業計画が確定するまでの間、第一種低層住

居専用地域に指定している。県立致遠館高校の敷地については、土地利用の今後の変更

はないと予想できるため、第一種中高層住居専用地域を指定している。 

  PPT②-1P13：保留地の販売を開始した平成17年に変更した用途地域。「幹線道路沿い

には商業地として利用できる用途地域を配置し」とあるが、幹線道路沿いは国道34号や

環状東線のことで、こちらに商業地として利用できる用途地域の近隣商業地域、オレン

ジの部分の準住居地域を配置している。そのほかの地区には「健全で快適な居住性を有

する住宅地となるよう用途地域を配置し」ということで、緑の濃い部分が第一種低層住

居専用地域となる。これらを囲むように、薄緑色の第一種中高層住居専用地域、さらに

それを囲むように第一種住居地域という黄色部分を配置しており、商業地に隣接すると

ころは第二種住居地域を配置している。計画的にまちづくりを行うための用途地域の変

更を行っている。 

  PPT②P14：平成22年に変更した用途地域。赤色部分がその変更区域で、この地域に店

舗、事務所が多く立地することから、一定の店舗、事務所等の混在を許容しつつ、住宅

地としての環境を保全するために用途地域を第二種中高層住居専用地域から第二種住居

地域に変更している。 

  PPT②-1P15・P16：都市計画道路・緑道について説明する。図は位置図。兵庫北の都市
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計画道路及び都市計画緑道を示したもの。兵庫北の区域は水色の枠で囲っている。都市

計画道路を赤色の矢印で、都市計画緑道を緑色の矢印で示しており、それぞれ路線面を

吹き出しで表示している。区域内には都市計画道路10路線、都市計画緑道３路線の計13

路線を配置し、健全で快適な住環境を確保している。 

  PPT②-1P17：都市計画道路とは、市街地の道路条件を改善するため、計画的な都市づ

くりのために都市計画の一環としてつくる道路であり、主に都市をつなぐ幹線道路の整

備を目的としている。幅員20、30メートルといった大きな道路が多いのが特徴。区域内

の幹線道路は、標準幅員を13～20メートルで余裕のある構成とし、車道の両側には緑を

配置することで快適性と景観に配慮した道路空間を形成している。 

  写真を載せているが具体的な場所がわかりづらいため、位置図（PPT②-2）とあわせて

確認してほしい。左の写真は中野森線で、（PPT②-2では）ちょうど中央の下付近に赤枠

で夢咲クリニックと囲んでいるあたりにある道路で、夢咲クリニックを背に東向きで撮

影したものである。右の写真、藤木土井線は（PPT②-2では）縦の道で、国道34号を背に

南側向きに撮った写真である。 

  PPT②-1P18：区画道路を説明する。都市内の道路のうち、交通の機能よりも沿道、宅

地利用の機能が高い道路で、宅地の大きさや形状などを規定するとともに、日照、通風

の確保、市街地の環境にも大きな役割を持つ道路である。沿道宅地へのアクセスや供給

処理施設の収容として標準幅員６メートルで整備を行っている。 

  区画街路37号線が左の写真。（PPT②-2では）夢咲公園が左側にあるが、そこから東に

セブンイレブンの交差点があって、その下が区画道路37号線である。右の写真が線路沿

いの区画道路53号線。（PPT②-2では）夢咲クリニックの西側に線路が通っていて、この

あたりの写真である。 

  PPT②-1P19：歩行者専用道路は、幅員６メートルの都市計画緑道と幅員３～６メート

ルの特殊道路を整備することで、歩行者ネットワークを形成するものである。右の写

真、藤木西中野線は、（PPT②-2では）夢の里兵庫というパークゴルフ場の西側の道路で

ある。その下が、左の写真の線路の南にある西中野河畔線である。 

  PPT②-1P20：交通量比較を説明する。四角囲みの数字は、上の段が平成10年の交通量

予測値で、下の段が平成22年の交通量実測値。日の100台単位である。 

（ここで平成20年当時の航空写真を示す） 
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  ２年さかのぼった平成20年当時、ゆめタウンから南の部分はまだ開発が行われていな

い。ゆめタウンは大体でき上がっているが、それ以外の部分は家が張りついていない状

況である。それを踏まえて、表（PPT②-1P20）を見ほしい。ゆめタウンから南のエリア

の交通量が非常に少ないことがわかる。ただ、ゆめタウンの西側、藤木土井線という縦

の道は、ゆめタウンの影響もあり、予測値よりも交通量が多くなっている。（PPT②-1P2

0の）「０」表記は、100台未満をあらわしており、全くゼロではない。 

平成22年当時で約2,900人がこの地区内に住んでいた。現在は約5,700人。現在の約半

分の方が住んでいた（ことを考えると）ゆめタウンという外的要因を除けば、計画当時

の平成10年予測値を賄える道路整備ができている。健全で快適な住環境が確保できてい

ると考える。 

  PPT②-1P21・P22：公園・緑地等について説明する。位置図は兵庫北の都市公園を示し

たもの。兵庫北の区域は、赤色枠で囲っている。公園緑地は緑色枠で表している。近隣

公園が夢咲公園とトンボの池公園の２カ所、それ以外が街区公園で９カ所配置してい

る。近隣公園は、既存の夢咲公園を活用し、街区公園はできるだけ大規模な公園とし

て、調整池や寺社に隣接した配置して一体的な活用を図っている。 

  PPT②-1P23：近隣公園は、主に公園を中心に半径約500メートル以内に住む人が利用す

る公園である。面積２ヘクタールを目安に配置している。写真はトンボの池公園で、住

民が散歩などでくつろいだり休んだりするために緑がたくさんある公園である。 

  PPT②-1P24：街区公園とは、主に公園を中心に半径250メートル以内に住む人が利用す

る公園である。0.25ヘクタールの面積を目安に配置している。上２枚の写真は藤木公園

で、下の写真がねむのき公園。住民が遊ぶための遊具があったり、走り回ったりできる

広場がある公園である。 

  PPT②-1P25・26：地区計画について説明する。地区計画のイメージを示した図。兵庫

北では用途地域に加え、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを行うための地区計

画を設定している。地区計画とは、用途地域では規制できない建築物の形態や敷地等に

関するルールを定め、制限を設ける制度である。右の図は、兵庫北の地区計画区分図

で、用途地域に連動して５つの区域に色分けしている。 

  PPT②-1P27：５つの地区の拡大図。緑色が低層住宅地地区、黄色が一般住宅地地区、

それから沿道地区、住宅・商業共生地区Ａ、住宅・商業共生地区Ｂがある。 
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  PPT②-1P28：低層住宅地地区は、用途地域の第一種低層住居専用地域の区域内にあ

り、コミュニティあふれる良好な住環境の形成に向けて、緑豊かでゆとりある低層住宅

地としての土地利用を誘導する。左の写真は第18回佐賀市景観賞特別表彰を受賞した

「兵庫北のまちづくり」で、一枚紙（PPT②-2）にも（位置を）載せている。右の写真は

（PPT②-2では）夢咲クリニックの西側の住宅地を撮影したものである。 

  PPT②-1P29：一般住宅地地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用

地域の区域内にあり、地区形成の歴史的経緯を踏まえ、良好な住環境を形成するために

緑豊かでゆとりある中高層住宅地としての土地利用を誘導する。写真は、一枚紙（PPT②

-2）で夢咲クリニックの南側の通りに面したところを撮影したものである。中高層の住

宅が建ち並ぶまちなみとして掲載している。 

  PPT②-1P30：沿道地区は、第一種住居地域の区域内にあり、幹線道路沿い、鉄道沿線

及び商業地周辺の良好な住環境を保全するため、緑豊かでゆとりある土地利用を誘導す

る。左側の写真は、一枚紙（PPT②-2）で夢咲クリニックあたり西側の鉄道沿線の写真で

ある。右側の写真は、佐賀清和中学校・高等学校南側の幹線道路沿いにあるバス停あた

りの写真である。鉄道沿線や幹線道路沿線のまちなみを撮影している。 

 PPT②-1P31：住宅・商業共生地区Ａは、準住居地域や近隣商業地域などの区域で、特

性に応じた建築物の制限を誘導する。住宅・商業共生地区Ｂは、第二種住居地域などの

区域で、住環境に影響を及ぼす建築物等の制限を行い、住宅地及び商業地の調和のとれ

た共存の土地利用を誘導する。写真は、ゆめタウン南の幹線道路沿いに建ち並ぶ商業施

設を写したものである。 

  PPT②-1P32・33：都市計画以外の項目について説明する。人口動態について、上の表

と下のグラフの間にある米印の２つ目にあるとおり、平成10年兵庫北の土地区画整理事

業認可当時の地区内人口は619人だった。計画人口6,500人を計画していた。平成19年が

地区内（人口）約800人。毎年ふえ続けて、平成25年には4,700人ほどになっている。一

方、佐賀市の人口が約2,000人減少している。兵庫北の佐賀市の人口に占める割合は約

２％である。 

  計画人口は、米印の３つ目に、平成31年２月時点で地区内の兵庫北１丁目から７丁目

の人口が約5,700人とあり、順調に計画人口の6,500人に近づきつつあるとわかる。 

  PPT②-1P34：地価の動向について説明する。地価公示調査額の推移。地価公示とは、
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地価公示法に基づいて国土交通省が毎年一回公示する標準地の価格のこと。調査額と

は、都道府県が国とは別に定めた標準地の価格を言う。表には、平成22年から平成30年

までの住宅地における兵庫北、兵庫南、佐賀市の平均の価格をあらわしている。下にグ

ラフでは、平成26年に向かって価格が下落していることがわかられる。しかし、兵庫

北、兵庫南は、地価が上昇している。佐賀市平均は、平成26年から下がるが、価格を戻

りつつある状況だとわかる。当初兵庫南の地価が高かったが、現在は兵庫北が高く、逆

転している。 

  PPT②-1P35：市街化調整区域だったこの兵庫北が、土地区画整理事業とそれに伴う都

市計画事業などにより、「緑が多く、水がある、明るい」まちなみに整備された。用途

地域、地区計画では、佐賀市の北東部の市街化を地区の特性に配慮したまちなみ誘導が

できていると思っている。兵庫北の人口が計画に即して進行していることから一定の成

果を出していると考えている。 

 

≪ご意見・ご質問≫ 

○会長 

  今の説明に何か質問、意見があればお願いする。 

○委員 

  １点教えてほしい。33ページ、米印２つ目に事業認可当時が619人、計画人口が6,500

人、米印３つ目に現在31年２月時点で5,700人とあるが、増えた人口がどこからこの地域

に来たのか。佐賀市内外からか、あるいは県外からか、そのデータがあればと思う。な

ければ仕方ないが、何かの折にそういう調査をして、この事業の検証も必要なのかな

（と思う）。中心市街地の空き家問題などが絡んでくるし、わかれば教えてほしい。 

○事務局（都市政策課） 

  データは持ってきていない。ここの地区だけを目指して行った調査はないことから、

今後特別な機会があれば、そこも検討したいと思うが、そこだけの調査を行う理由が難

しい部分もあり、機会があればということでご容赦いただきたい。 

○会長 

  我々が一番気にしなければいけないことは、ゆめタウンをどう見るかという（こ

と）。今後どう位置づけられるかが非常に大きいと理解している。 
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  中心街をどうしていくか考えるときに、郊外型立地の仕組みが、佐賀にとってどうい

う意味を持っていたか。あるいは、今後中心街の設計に対してどうするかを次世代の人

たちで考えていただきたい。私らの時代から言うと、こうしようと思ってやったわけで

はなく、こうしかならなかったと思う。バブルが弾けなければ違った形があったと思う

し、中心街の設計図も変わっていたと思う。ただ、社会的な情勢に翻弄されて、ある意

味でこうしかならなかったと思う。だから、このあり方を踏まえて、佐賀市をこれから

どういう構造にしていくかを、次世代では考えなければいけない。 

  コンパクトシティ（として計画する）というのは法律で決まっている。佐賀をどうい

うコンパクトシティにするのかを考えてなければいけないときに、中核となるような物

流拠点や人が動くところ、それと人をどこに住まわせるかが話題になると思う。委員が

指摘したことは非常に大事で、人口がどう動いているか基礎的な資料として、佐賀市は

分析する能力を持つべきである。例えば、都市計画法第34条第11号で市街化調整区域に

住宅を建てることを50戸連たん（制度）で許可しているが、このまま続けられる政策か

どうか、人口がどう動いているか、いわゆる住居届（などのデータが）、コンピュー

ター上にあるはず。（そのデータを）どうやって分析に使っていくか、個人情報がある

から非常に難しいと思うが、分析する能力を佐賀市は持つ必要があると思う。（分析で

きれば）今の話が出たときに１カ月後に答えを出しますと（答えられる）。兵庫北地区

にどこから入ってきたか、できれば１戸建て、中高層に住んでいる人たちを（対象に）

分析できるようにならないとコンパクトシティをどう誘導していくのか（を考えるこ

と）は難しい。50戸連たんでどこから入ってきたか、あるいはどこから移動してきたか

というデータが欲しい。次世代がどういう佐賀をつくるか分析してほしい。 

  （兵庫北土地区画整理事業の）当事者は非常に苦労をされたと思うが、よかったのか

悪かったのか。今事務局はいい点を挙げたが、もしかしたらしまったと思うときもある

かもしれない。それは次に議論していただければと思う。都市計画審議会自体は原則諮

問されたことを議論する場だが、先ほど言ったように50戸連たんをどうするかという議

論を考える際には、佐賀市がやってきた都市計画を振り返っておくことは非常に重要だ

ということで（分析することを）お願いする。 

  特になければこれで終わりにする。 

 


