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１．魅力ある観光の振興

２．活力ある商工業の振興

３．賑わいあふれる中心市街地の活性化

４．総合的な農業の振興

５．森林保全と林業の振興

６．特色ある水産業の振興

１．総合的な防災・危機管理対策の充実

２．安全で美しい河川環境の適切な管理

３．地域で守る生活者の安全確保

４．計画的な土地利用の推進

５．市民生活を支える総合交通体系の確立

６．道路ネットワークの充実

７．安全で快適な住宅環境の充実

１．互いに支え合う地域福祉の充実

２．住み慣れた地域で安心して暮らす高齢者福祉の充実

３．共生社会をめざす障がい者福祉の充実

４．健康づくりの推進と保健・医療の連携

５．自立を支える生活福祉の充実

１．地球にやさしい低炭素社会の構築

２．持続可能な循環型社会の構築

３．暮らしに身近な生活環境の向上

４．都市のみどりと美しい景観の創出

１．安心して子育てできる環境の充実

２．就学前からの教育の充実

３．家庭・地域・企業等の教育力の向上

４．自ら学ぶ生涯学習の推進

５．誰もが親しめる市民スポーツの充実

６．未来につなげる文化の振興

１．参加と協働によるまちづくり

２．情報共有の推進

３．人権尊重の確立

４．個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現

１．効果的・効率的な行政経営の推進

２．財政の健全性の確保

３．職員の資質向上による業務執行体制の充実

４．適正かつ効率的な議会活動への支援

基本計画［後期基本計画］

佐
賀
市
ま
ち
づ
く
り
自
治
基
本
条
例

第２次佐賀市総合計画
社会潮流の変化

わがまちの姿（佐賀市の特性）

基本構想

土地利用

基本政策

『豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち　さが』
将来像

基本理念

分野別計画

土地利用の基本方針・土地利用計画・将来の都市構造

❶地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち
❷災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち
❸住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活ができるまち
❹恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち
❺ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
❻互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち
❼効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまち

❶絆を強め、情報共有、参加、協働によるまちづくりを！
❷安心して暮らし続けることができる地域社会へ！
❸量から質への転換による豊かな地域社会の創造を！
❹地域の個性を磨き、自立したまちに！
❺グローバルに展開し、国内外から必要とされるまちに！

地理的特性、自然的特性、歴史的特性、人口、産業

•  人口構造の変化に伴い顕在化する諸問題
•  グローバル化の進展と社会経済情勢の変
    動による影響
•  第４次産業革命の進展と就業構造の転換
•  気候変動の深刻化と環境・エネルギーに
    対する関心の高まり

•  安全・安心への意識の高まり
•  ライフスタイルや価値観の変化と
    求められる共生
•  厳しさを増す行政経営と自治体の
   あり方の議論の高まり

事務事業（ 約1,000事業 ）

観光機能の整備ほか

既存商工業の経営支援ほか

街なか再生の基盤整備ほか

農業経営力の強化ほか

市産木材の利用促進ほか

地域ブランド「佐賀海苔」の販路拡大ほか

消防・救急体制の充実ほか

治水対策等の充実ほか

防犯対策の充実ほか

土地の有効利用の推進ほか

生活交通の維持・確保ほか

生活道路の整備による快適で安全な移動の確保ほか

快適な居住環境の充実ほか

地域による福祉活動の推進ほか

在宅生活・地域生活への支援ほか

地域生活への支援ほか

自主的な健康づくりの支援ほか

適正扶助の推進ほか

温暖化防止対策の推進ほか

家庭系ごみのリデュースとリユース・リサイクルほか

公害(騒音・振動・悪臭等)の防止ほか

緑化活動の推進ほか

子育てと仕事の両立のための支援ほか

幼児教育の充実ほか

「子どもへのまなざし運動」の推進ほか

多様な学習機会の提供ほか

生涯スポーツの推進ほか

歴史遺産等の保存・継承と整備・活用ほか

市民参加と協働の促進ほか

広報の充実ほか

人権意識の高揚ほか

男女共同参画の促進ほか

経営の仕組みの充実ほか

健全な財政運営ほか

職員の資質の向上ほか

議会活動への支援ほか

政策展開の基本方向（7） 施策（36） 基本事業（126）

地域資源を活かして
新たな賑わいと活力を

創出するまち

住み慣れた地域で
支え合い、自分らしく
自立した生活が
できるまち

ふるさとに愛着と
誇りを持ち、魅力ある
人と文化を育むまち

互いに尊重し合い、
共に創る

ふれあいのあるまち

効果的・効率的で
信頼される行政経営が
行われているまち

恵まれた自然と共生し、
人と地球にやさしいまち

災害に強く、
安心で利便性が高い
暮らしが実感できるまち
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第２次佐賀市総合計画は、将来の社会・経済構造の変化を予測しながら、市民と行政が
共有するめざすべき 10 年後の将来像を掲げ、長期的なまちづくりの基本的な方向を明ら
かにした「まちづくりの指針」となるものです。
また、めざすべき 10 年後の将来像及び佐賀市に暮らす人々の望ましい生活の実現に向

けた基本的な政策を体系的に示した「市政運営の指針」とも言えるものであり、本市の行政
運営における最上位計画と位置付けられます。
さらに、この計画は「佐賀市まちづくり自治基本条例」に策定が位置付けられており、市

民参加や協働などのまちづくりのルール等を示すこの条例と事業展開の基本方向を示す
「総合計画」は、相互補完の関係にあります。

本市は 2007 年度（平成 19 年度）からの第１次佐賀市総合計画に基づき、合併後の新しい
「佐賀市」のまちづくりを総合的かつ計画的に進めてきました。しかし、計画の策定から８年
が経過し、経済情勢や産業構造などの社会環境も変化してきており、行政ニーズも多様化・
高度化するなど、新たな課題への対応が求められています。
このため、将来にわたる時代の潮流を見通し、10 年後の佐賀市がめざす姿を描くととも

に各分野の政策展開を図り、計画的な行政運営を推進していくために、2015 年度（平成 27
年度）以降の佐賀市の「まちづくりの指針」を示すものとして、新たな総合計画「第２次佐賀
市総合計画」を策定するものです。

第２次佐賀市総合計画は、佐賀市のめざすべき将来像及び政策の大綱等を示した「基本
構想」と、この基本構想を実現するための具体的な施策及び基本事業を体系化した「基本計
画」から構成されています。

計画の基準年次を 2014 年度（平成 26 年度）とし、翌年度の 2015 年度（平成 27 年度）か
ら目標年次を 2024 年度（令和 6年度）とする 10 年間の計画です。ただし、社会的・経済的
要因による行政ニーズの変化が予想されるため、「基本計画」は中間年度の 2019 年度（平成
31 年度・令和元年度）に状況の変化に応じた見直しを行います。

・上記に基づき、社会的・経済的要因による行政ニーズの変化に対応するため、2019年12月に
基本計画の中間見直しを行いました。

総合計画は、本市の行政運営における最上位計画であり、この計画に位置付けた施策や
事業の進捗の把握、成果の検証を行い、その結果を次年度以降の施策の実施に反映させてい
くことが求められます。
このため、行政評価を活用し、基本計画の施策ごとに評価を行い、それぞれの成果目標の

達成状況、現状及び課題を検証することにより総合計画の確実な推進を図ります。

1）計画策定の趣旨 

3）計画の構成と期間

4）計画の進行管理と行政評価

2）計画の位置付け

.はじめに２
❶計画の構成

❷ 計画の期間

（社会的・経済的要因による行政ニーズの
　変化に対応するため、中間年に見直す）

基本構想
佐賀市のめざす将来像及び政策の大綱など

基本計画
構想実現に向けての具体的な施策・基本事業を体系化

前期計画 後期計画

2015年度
平成27年度
開始年次

2019年度
平成31年度・令和元年度

中間年次

2024年度
令和６年度
目標年次

佐賀市まちづくり
自治基本条例とは

市民や行政等が
まちづくりにおいて担う役割など、
みんなでまちづくりを進めるための

基本的なルールを
まとめたものです

総合計画とは
佐賀市がめざすべき
10 年後の姿を掲げ、
その実現のために

各分野の事業展開の基本方向を
体系的にまとめたものです

相互が補完しながら
佐賀市のまちづくり
を進めます
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要因による行政ニーズの変化が予想されるため、「基本計画」は中間年度の 2019 年度（平成
31 年度・令和元年度）に状況の変化に応じた見直しを行います。

・上記に基づき、社会的・経済的要因による行政ニーズの変化に対応するため、2019年12月に
基本計画の中間見直しを行いました。

総合計画は、本市の行政運営における最上位計画であり、この計画に位置付けた施策や
事業の進捗の把握、成果の検証を行い、その結果を次年度以降の施策の実施に反映させてい
くことが求められます。
このため、行政評価を活用し、基本計画の施策ごとに評価を行い、それぞれの成果目標の

達成状況、現状及び課題を検証することにより総合計画の確実な推進を図ります。

1）計画策定の趣旨 

3）計画の構成と期間

4）計画の進行管理と行政評価

2）計画の位置付け

.はじめに２
❶計画の構成

❷ 計画の期間

（社会的・経済的要因による行政ニーズの
　変化に対応するため、中間年に見直す）

基本構想
佐賀市のめざす将来像及び政策の大綱など

基本計画
構想実現に向けての具体的な施策・基本事業を体系化

前期計画 後期計画

2015年度
平成27年度
開始年次

2019年度
平成31年度・令和元年度

中間年次

2024年度
令和６年度
目標年次

佐賀市まちづくり
自治基本条例とは

市民や行政等が
まちづくりにおいて担う役割など、
みんなでまちづくりを進めるための

基本的なルールを
まとめたものです

総合計画とは
佐賀市がめざすべき
10 年後の姿を掲げ、
その実現のために

各分野の事業展開の基本方向を
体系的にまとめたものです

相互が補完しながら
佐賀市のまちづくり
を進めます
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■人口構造の変化に伴い顕在化する諸問題
我が国では、晩婚化や未婚率の上昇などを背景に出生率が低下し、少子化が進んでいます。一人

の女性が生涯に産む子どもの平均数にあたる合計特殊出生率は、2005 年（平成 17 年）に過去最低
の 1.26 を記録しました。その後、微増傾向に転じたものの、2018 年（平成 30 年）では 1.42 と、人口
の増減がない状態、いわゆる人口置換水準の2.07を大きく下回る状況が続いています。2016年（平
成 28 年）の出生数は初めて 100 万人を割り込み、今後も少子化の傾向は続くと予測されます。
その一方で、「健康寿命世界一」の長寿社会を迎えています。65 歳以上人口は増え続け、超高齢社

会がさらに進むと見込まれており、また 2025 年（令和 7年）には団塊の世代が 75 歳以上の後期高
齢者となります。「人生 100 年時代の到来」と言われる中、長寿命化した個人の生活を国や地方が
どう支えていくのか、社会保障をはじめとした、持続性のある制度設計が求められます。
また、こうした少子・高齢化の進行による人口構造の変化は、市場の縮小や労働力不足による経

済活力の低下を招くことが懸念されます。あわせて、地域活動の担い手不足によるコミュニティの
弱体化、日常生活に欠かせない交通手段の不足、空き家・空き地の増加による住環境の悪化など、
社会生活や地域経済、行政運営への様々な影響が危惧されます。
同時に、東京圏への人口一極集中も問題です。東京圏の人口は、日本の人口が減少に転じた 2011

年（平成 23 年）以降も、若者の進学や就職に伴い増え続けており、日本全体がバランスを保ちなが
ら持続的な発展を遂げていくためには、東京圏への人口一極集中を早期に是正していくことが求
められます。

■グローバル化の進展と社会経済情勢の変動による影響
交通、情報通信基盤等の充実に伴い、人、モノ、カネ、情報の流れは地域や国の枠を越え、世界規模

へと拡大しています。貿易自由化の流れが加速するなど経済活動におけるグローバル化は進展し
ており、地方においても国際的なつながりや競争力が一層求められる時代になっています。
特に日本と地理的な結びつきが強いアジアの新興国の経済成長は続いており、その活力を取り

込むための取組が求められます。観光面においても、アジア諸国を中心に訪日外国人観光客数が
年々増加しており、2020 年（令和 2年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックの効果
でさらに増加するものと見込まれます。
また、2019 年（平成 31 年・令和元年）には出入国管理法が改正され、外国人労働者の受け入れ

拡大を国として進めることになりました。今後は日本に定住する外国人がさらに増えていくと見
込まれており、諸外国との人の移動や交流が加速していくことが予想されます。
そのような中、国際社会全体が持続して発展をしていくためには、国や企業、個人が経済利益を

追求するだけではなく、社会や環境の問題にも関心や責任を持ち、持続可能な社会づくりに貢献し
ていくことが求められており、国際的にＳＤＧｓ＊の取組が広がっています。

■第４次産業革命の進展と就業構造の転換
近年、ＩｏＴやＡＩ、ビッグデータ、ロボットなど技術革新が急速に進み、第４次産業革命と呼ば

れる産業・経済活動の大きな転換期を迎えています。こうしたイノベーションは、自動運転や多言
語翻訳、キャッシュレス化、遠隔医療・教育など、様々な分野に取り入れられ、経済や社会生活にお
ける課題の解決や新たな価値の創造につながることが期待されます。
一方、このような技術革新に伴い、労働の一部が機械に代替されることによる失業問題を引き起

こす可能性も指摘されており、就業構造の転換に対応していくためには人材育成や教育改革の必
要性が求められます。
しかしながら、労働力人口の不足が避けられない日本においては、第４次産業革命による生産性

の向上が、その解消に寄与するとともに、新しい産業や仕事、雇用が生み出されることが期待され
ます。

■気候変動の深刻化と環境・エネルギーに対する関心の高まり
地球温暖化の進行や生物多様性の喪失、資源やエネルギーの大量消費など、環境問題の多くは

国境を越えて深刻さを増しています。
そのような中、2015年（平成27年）の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）では、

2020 年（令和 2年）以降の温暖化対策の国際的な枠組みとなるパリ協定が採択され、気温上昇の
抑制や温室効果ガスの排出削減の目標などが定められました。
我が国においても、化石燃料の消費に伴う二酸化炭素の排出量の増大は、気候変動防止に向け

た取組を進めるうえでの懸念材料と捉えています。特に東日本大震災をきっかけに、「再生可能エ
ネルギー」の活用促進や、「省エネルギー」の取組に対する関心が高まっています。
温室効果ガスの排出抑制や利活用を促進する低炭素社会や、廃棄物の削減や再利用等の促進を

通じて環境負荷を軽減する循環型社会、自然の恵みを享受し継承する自然共生社会を実現してい
くことにより、かけがえのない恵み豊かな地球環境を将来世代に引き継いでいくことができる「持
続可能な社会」を形成していくことが求められます。その重要性は、多くの人が認識するところと
なってきており、従来の経済活動や生活様式を見直す動きが広がっています。

■安全・安心への意識の高まり
東日本大震災の後も、熊本地震などの大きな地震やこれまでに経験したことがない豪雨、強い

台風などが日本各地を襲い、これに伴う土砂災害や浸水などの大規模な被害が相次いで発生して
います。今後、首都直下地震や南海トラフ地震などの発生が危惧されていることもあり、施設の耐
震化をはじめとしたハード整備の防災対策に加えて、災害発生時にできる限り被害を小さくする
減災に対する意識が高まっています。
また、悪質な運転による交通事故、ストーカー犯罪、国境を越えた感染症、国際的なテロなど、今

まで想定できなかった事件や事故も発生しており、生活に潜む不安も複雑かつ多様化しています。
さらに、地域や家庭における教育力の低下や社会全体のモラルの低下などにより、深刻ないじ

めや児童虐待の増加、犯罪の低年齢化などの問題があります。高齢者を狙った特殊詐欺や子どもを
巻き込むインターネット犯罪、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）も他人事ではなくなってい
ます。
このような中、安全・安心に暮らしていくための地域を挙げた取組が必要になっています。

. 計画策定の背景３
1）社会潮流の変化 
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■人口構造の変化に伴い顕在化する諸問題
我が国では、晩婚化や未婚率の上昇などを背景に出生率が低下し、少子化が進んでいます。一人
の女性が生涯に産む子どもの平均数にあたる合計特殊出生率は、2005 年（平成 17 年）に過去最低
の 1.26 を記録しました。その後、微増傾向に転じたものの、2018 年（平成 30 年）では 1.42 と、人口
の増減がない状態、いわゆる人口置換水準の2.07を大きく下回る状況が続いています。2016年（平
成 28 年）の出生数は初めて 100 万人を割り込み、今後も少子化の傾向は続くと予測されます。
その一方で、「健康寿命世界一」の長寿社会を迎えています。65 歳以上人口は増え続け、超高齢社
会がさらに進むと見込まれており、また 2025 年（令和 7年）には団塊の世代が 75 歳以上の後期高
齢者となります。「人生 100 年時代の到来」と言われる中、長寿命化した個人の生活を国や地方が
どう支えていくのか、社会保障をはじめとした、持続性のある制度設計が求められます。
また、こうした少子・高齢化の進行による人口構造の変化は、市場の縮小や労働力不足による経
済活力の低下を招くことが懸念されます。あわせて、地域活動の担い手不足によるコミュニティの
弱体化、日常生活に欠かせない交通手段の不足、空き家・空き地の増加による住環境の悪化など、
社会生活や地域経済、行政運営への様々な影響が危惧されます。
同時に、東京圏への人口一極集中も問題です。東京圏の人口は、日本の人口が減少に転じた 2011
年（平成 23 年）以降も、若者の進学や就職に伴い増え続けており、日本全体がバランスを保ちなが
ら持続的な発展を遂げていくためには、東京圏への人口一極集中を早期に是正していくことが求
められます。

■グローバル化の進展と社会経済情勢の変動による影響
交通、情報通信基盤等の充実に伴い、人、モノ、カネ、情報の流れは地域や国の枠を越え、世界規模
へと拡大しています。貿易自由化の流れが加速するなど経済活動におけるグローバル化は進展し
ており、地方においても国際的なつながりや競争力が一層求められる時代になっています。
特に日本と地理的な結びつきが強いアジアの新興国の経済成長は続いており、その活力を取り
込むための取組が求められます。観光面においても、アジア諸国を中心に訪日外国人観光客数が
年々増加しており、2020 年（令和 2年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックの効果
でさらに増加するものと見込まれます。
また、2019 年（平成 31 年・令和元年）には出入国管理法が改正され、外国人労働者の受け入れ
拡大を国として進めることになりました。今後は日本に定住する外国人がさらに増えていくと見
込まれており、諸外国との人の移動や交流が加速していくことが予想されます。
そのような中、国際社会全体が持続して発展をしていくためには、国や企業、個人が経済利益を
追求するだけではなく、社会や環境の問題にも関心や責任を持ち、持続可能な社会づくりに貢献し
ていくことが求められており、国際的にＳＤＧｓ＊の取組が広がっています。

■第４次産業革命の進展と就業構造の転換
近年、ＩｏＴやＡＩ、ビッグデータ、ロボットなど技術革新が急速に進み、第４次産業革命と呼ば

れる産業・経済活動の大きな転換期を迎えています。こうしたイノベーションは、自動運転や多言
語翻訳、キャッシュレス化、遠隔医療・教育など、様々な分野に取り入れられ、経済や社会生活にお
ける課題の解決や新たな価値の創造につながることが期待されます。
一方、このような技術革新に伴い、労働の一部が機械に代替されることによる失業問題を引き起

こす可能性も指摘されており、就業構造の転換に対応していくためには人材育成や教育改革の必
要性が求められます。
しかしながら、労働力人口の不足が避けられない日本においては、第４次産業革命による生産性

の向上が、その解消に寄与するとともに、新しい産業や仕事、雇用が生み出されることが期待され
ます。

■気候変動の深刻化と環境・エネルギーに対する関心の高まり
地球温暖化の進行や生物多様性の喪失、資源やエネルギーの大量消費など、環境問題の多くは

国境を越えて深刻さを増しています。
そのような中、2015年（平成27年）の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）では、

2020 年（令和 2年）以降の温暖化対策の国際的な枠組みとなるパリ協定が採択され、気温上昇の
抑制や温室効果ガスの排出削減の目標などが定められました。
我が国においても、化石燃料の消費に伴う二酸化炭素の排出量の増大は、気候変動防止に向け

た取組を進めるうえでの懸念材料と捉えています。特に東日本大震災をきっかけに、「再生可能エ
ネルギー」の活用促進や、「省エネルギー」の取組に対する関心が高まっています。
温室効果ガスの排出抑制や利活用を促進する低炭素社会や、廃棄物の削減や再利用等の促進を

通じて環境負荷を軽減する循環型社会、自然の恵みを享受し継承する自然共生社会を実現してい
くことにより、かけがえのない恵み豊かな地球環境を将来世代に引き継いでいくことができる「持
続可能な社会」を形成していくことが求められます。その重要性は、多くの人が認識するところと
なってきており、従来の経済活動や生活様式を見直す動きが広がっています。

■安全・安心への意識の高まり
東日本大震災の後も、熊本地震などの大きな地震やこれまでに経験したことがない豪雨、強い

台風などが日本各地を襲い、これに伴う土砂災害や浸水などの大規模な被害が相次いで発生して
います。今後、首都直下地震や南海トラフ地震などの発生が危惧されていることもあり、施設の耐
震化をはじめとしたハード整備の防災対策に加えて、災害発生時にできる限り被害を小さくする
減災に対する意識が高まっています。
また、悪質な運転による交通事故、ストーカー犯罪、国境を越えた感染症、国際的なテロなど、今

まで想定できなかった事件や事故も発生しており、生活に潜む不安も複雑かつ多様化しています。
さらに、地域や家庭における教育力の低下や社会全体のモラルの低下などにより、深刻ないじ

めや児童虐待の増加、犯罪の低年齢化などの問題があります。高齢者を狙った特殊詐欺や子どもを
巻き込むインターネット犯罪、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）も他人事ではなくなってい
ます。
このような中、安全・安心に暮らしていくための地域を挙げた取組が必要になっています。

. 計画策定の背景３
1）社会潮流の変化 
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本市は、九州北西部において、福岡、熊本、長崎のほぼ中央に位置しています。
また、九州経済の中心であり、アジアのゲートウェイを標榜する福岡市と隣接しているこ

と、九州各地を結ぶ東西・南北の高速自動
車道が交差する鳥栖ジャンクションに近
接していること、さらに九州佐賀国際空港
を通じた首都圏や東アジアなどの国内外
とのアクセスが確保されていることなど、
広域交流を拡大する恵まれた条件を備え
ています。

本市は、南北に長く、南は有明海に面し、北は脊振・天山山系により福岡県と接しています。
北部の山間地から平野を下り有明海に注ぐ嘉瀬川、また、南東部には筑後川が流れており、中
南部の平野部は、クリークが縦横に巡る肥沃な佐賀平野が形成されています。

「さが」が歴史に登場したのは、「肥前国風土記」に遡り、日本武尊が九州御巡幸の時、この地
に楠の大樹が繁り栄えているのを見て「栄の国」と言われ、後に改めて「佐嘉郡（さかのこお
り）」と呼ばれたと記されています。その後、明治時代に現在の「佐賀」という地名となりました。
江戸時代には鍋島氏が佐賀藩を治め、幕末には 10 代藩主の鍋島直正（閑叟）が主導して、藩

独自で製鉄、加工技術、大砲、蒸気機関、電信などの研究や開発、生産を行い、最も近代化された
藩の一つとなりました。また、教育の充実にも力を入れることで、明治維新期に日本の近代化
を推進した多くの人材を輩出し、幕末の雄藩「薩長土肥」（肥＝肥前（佐賀））に数えられていま
す。
また、佐賀市は 1889 年（明治 22 年）に市制を施行し、佐賀県の県庁所在地となりました。
その後、昭和の大合併を経て、2005 年（平成 17 年）に、佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬

村が合併して新しい佐賀市が設置され、2007 年（平成 19 年）には、佐賀市、川副町、東与賀町、
久保田町が合併し、山から海まで多様な環境を有する現在の佐賀市となりました。
※地名の由来には諸説がある。

❶地理的特性

❷ 自然的特性

❸ 歴史的特性

2）わがまちの姿（佐賀市の特性）
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■ライフスタイルや価値観の変化と求められる共生
社会の成熟化が進むにつれ、人々が尊重する価値観も多様化しており、経済的、物質的な豊かさ

を重視するだけでなく、自然環境、文化・芸術、社会や環境に配慮した消費行動、健康、ゆとり、癒し、
人の絆といった、様々な心の豊さを重視する考えへと広がっています。
このような価値観の変化は、趣味・嗜好にとどまらずライフスタイルにも表れてきており、晩婚

化・未婚化など家族のあり方や、仕事と生活の調和の重視など、一人ひとりの個性を尊重する傾向
が強まっています。それにより、社会や行政に対するニーズもより多様化・複雑化しています。
また、価値観の多様化に伴う意識の変化は、ボランティア活動やＮＰＯ活動などを通してまちづ

くりに参加したいという「協働」への意欲にもつながっています。一方で、地域コミュニティは希薄
になり、その機能低下が問題となる中で、今後見込まれる移住者や在住外国人の増加によって、こ
れまで以上に多様な人と交流する機会が増えていくことを見据えて、地域社会が多様性を受け容
れる風土を醸成することが求められます。

■厳しさを増す行政経営と自治体のあり方の議論の高まり
人口減少、少子・高齢化の進行により、年金、医療、介護などの社会保障費は大幅な増加傾向にあ

り、子育て支援や保育、教育などにかかる経費もさらなる増大が見込まれます。加えて、高度経済成
長期を中心に整備してきた公共施設・インフラの老朽化が進んでおり、建設後 50 年以上が経過
する施設が多くなるため、その補修や維持・管理などに公的負担の増加が避けられない状況となっ
ています。
また、経済・社会・環境の変化により、市民の行政に対するニーズもますます多様化しており、

地方公共団体が担うべき役割は、以前に増して高度化・複雑化しています。
これからの地方公共団体には、地域の実情に応じ、自らの発想と創意工夫をこらした「まちづく

り」を進めることや課題を解決することが求められます。今後さらに進む人口減少、少子・高齢化
を見据え、一地方公共団体では対応が難しい広域的な課題などに対する圏域単位でのマネジメン
ト体制の構築や、ＡＩなどを活用して職務の適正化をはかる「スマート自治体」への転換の必要性
も指摘されています。
これからの暮らしを維持していくために、「公」「共」「私」の協力関係の構築が求められます。

　ＳＤＧｓとは、Sustainable Development Goalsの略称であり、一般的に「持続可能な
開発目標」と訳されています。2001年に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の
後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」に記載された2016年から2030年までの国際目標です。17のゴール・169のターゲッ
トから構成され、「地球上の誰一人として取り残
さない」ことを誓っています。
　ＳＤＧｓは発展途上国だけでなく、先進国にお
いても取り組む必要があるユニバーサル（普遍的）
なものであり、経済・社会・環境の三つの側面を
不可分のものとして調和させる統合的な取組とし
て策定されています。

＊ＳＤＧｓとは？
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推計値

産業構成
本市の就業人口は、2000 年（平成 12 年）から緩やかな減少傾向が続いており、2010 年

（平成 22 年）には、11.24 万人となっています。2015 年（平成 27 年）には、景気の改善や女
性・高齢者等の就業が進んだことなどを背景として、11.52 万人に増加していますが、こ
れまでの傾向や人口減少、少子・高齢化の影響から予測すると、2025 年（令和 7年）には
11.31 万人になると予測されます。
産業の構成は、サービス業や卸売・小売業を中心とする第３次産業が高い割合を占めて

います。今後も第１次、第２次産業の割合が減少し、第３次産業へのシフトが一層進行する
ことが予測されます。

❺産業　

就業人口の推移

2015 年実績（115,222 人） 2025 年推計（113,146 人）
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本市の人口は、1995 年（平成 7年）にピークを迎え、それ以降は緩やかに減少しています。
2015 年（平成 27 年）には、23.64 万人になっており、今後の予測では、2025 年（令和 7年）
には 23.06 万人になることが見込まれています。
年齢階層別で見ると、少子・高齢化が進行し、2015 年 （平成 27 年） の高齢化率は 26.0%

と概ね４人に１人が高齢者となっており、2025 年（令和 7 年）には高齢化率が 29.7% と概
ね３人に１人が高齢者となることが予測されています。
一方で年少人口割合（14 歳以下）及び生産年齢人口割合（15 ～ 64 歳）は減少し、特に

生産年齢人口割合の減少率が高くなっています。

※資料：国勢調査

❹人口　

佐賀市の年齢階層別人口割合の推移

佐賀市の人口の推計



2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年

■ 第１次産業 9,444 8,824 7,840 7,026 6,243 5,593

■ 第２次産業 25,664 22,141 21,551 22,293 20,638 20,083

■ 第３次産業 82,368 83,746 82,989 85,903 86,387 87,470
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2010年 2015年 2020年 2025年

■ 第１次産業 167 178 146 130

■ 第２次産業 1,393 1,396 1,313 1,278

■ 第３次産業 6,781 6,755 6,926 7,013
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第２次佐賀市総合計画

.基本構想４

市内総生産額の推移

事業所数の推移

※資料：事業所・企業統計調査、経済センサス

1211

事業所数は、過去 10 年間の推移を見ると、緩やかに減少傾向が続いており、今後も後継者
不足などの影響から、2025 年（令和 7年）には 10,954 事業所になると予測されます。
市内総生産額は、就業人口と同様に第３次産業が高い割合を占めています。今後は就業人

口や事業所数の減少による影響はあるものの、ＡＩやロボティクスなどの技術革新を背景と
して企業等の生産性が向上していくことにより、市内総生産額はほぼ横ばいで推移するもの
と予測されます。
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 ※資料：市町民経済計算
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第２次佐賀市総合計画
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※資料：事業所・企業統計調査、経済センサス
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事業所数は、過去 10 年間の推移を見ると、緩やかに減少傾向が続いており、今後も後継者
不足などの影響から、2025 年（令和 7年）には 10,954 事業所になると予測されます。
市内総生産額は、就業人口と同様に第３次産業が高い割合を占めています。今後は就業人
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＊内水氾濫：市街地等に降った大雨が下流の河川に排水できず地表にあふれること。（河川に降った大雨があふれることは外水氾濫という）
＊自助：自ら（家族を含む）行動し、問題の解決を図ること。
＊共助：隣近所や友人・知人、また、地域活動やボランティア活動などにより、住民同士で助け合い、支え合うこと。
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私たちの暮らしが便利で豊かになるにつれて、価値観やライフスタイルが多様化し、人と人と
のつながりや地域のコミュニティの活力は低下していると言われています。
2011 年（平成 23 年）3月に発生した東日本大震災では甚大な被害を被りましたが、被災地の復

興や地域再生に向けた取組によって、あらためて国民全体がコミュニティや人のつながりといっ
た「絆」の大切さを深く再認識しました。
本市では、自治会加入率が 80.3%（2019 年（平成 31 年）3月末）と比較的高く、コミュニティが

保たれていることが、本市の魅力や誇りのひとつと言えます。しかし、これから進んでいくであろ
う、少子・高齢化等の社会環境の変化に対応した安全で快適なまちづくりを進めていくためには、
住んでいる人どうしのつながりや関係をより一層充実させていくことが重要です。
このためには、市民をはじめ、事業者、市民活動団体が地縁やテーマごとに結びつき、お互いに

理解し、助け合いながら、行政も含め積極的な情報共有を通じて多様化する地域課題を解決して
いくことが求められます。
さらに、課題の解決を図るだけでなく、新たなつながりを生み出し、関係を充実させていくこと

が、本市の新たな価値や魅力を創造し、時代を切り拓く力になると考えます。

少子・高齢化が進む社会において活力ある地域づくりを推進していくためには、その土台とな
る市民の安心・安全を確保することが何より重要です。
本市では、近年、集中豪雨の増加に伴い、低平地である平野部の内水氾濫＊への対応や山間部の

土砂災害の防止対策が急務となっています。また、自然災害に加えて、身体への影響が懸念される
大気汚染、事故発生時の影響が極めて甚大な原子力災害、生活に身近な交通安全や健康、食の安全
などに対する市民の意識も高まっています。
また、年齢や障がいの有無等に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

る環境が求められます。
こういった地域社会の不安を取り除いていくためには、市民一人ひとりの意識の向上（自助＊）

とともに、市民相互の助け合い（共助＊）を深め、安心して暮らし続けることができる地域社会を
形成していかなければなりません。

私たちは高度経済成長を経て、一定の物質的な豊かさを享受してきました。本市においても、上
下水道や道路網の整備、文化会館や図書館の建設などの社会基盤の整備を推進し、市民生活の利
便性の向上に努めてきました。
このような中、現在では、環境問題への関心や健康志向の高まり、教育や市民活動・ボランティ

ア活動への参加を通じた自己実現など、暮らしに対する個人の価値観は多様化・高度化しています。
また、消費者は、価格や機能、安全性等を意識して商品を選ぶようになっており、大量生産・大

量消費に支えられてきた社会の価値観が変化してきています。
こういった市民意識の変化に対応し、市民、事業者、市民活動団体が相互に創造力を発揮し、真

にゆとりや豊かさを実感できる成熟した地域社会を創造していきます。

基本理念  
社会潮流の変化等を踏まえ、第２次佐賀市総合計画策定に当たっての基本理念を以下のとおり示します。

❷安心して暮らし続けることができる地域社会へ！

❸ 量から質への転換による豊かな地域社会の創造を！

❶ 絆を強め、情報共有、参加、協働によるまちづくりを！
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＊ＩＣＴ：Information & Communications Technology の略。コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなど
の総称。近年、AI やロボティクスなどの技術革新が急速に進んでいる。
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「恵まれた自然環境に囲まれ、豊かな人間関係を育みながら安心して暮らせるまち」で
あることは本市の貴重な財産です。この貴重な財産を更に磨き上げ、市民が幸せを実感で
きる成熟した地域社会をめざします。
豊かな暮らしを支え、その魅力を一層高めるには、基礎となる安定した経済的成長と

安心・安全な都市環境が必要です。
本市では、雇用機会の確保や経済産業の活力の向上が引き続き重要な課題となってお

り、少子・高齢化や市民ニーズの多様化・高度化等の社会環境は、経済産業活動を拡大す
る機会でもあります。また、グローバルな視点で本市の持つ魅力や資源を最大限に活かし、
安定した成長と賑わいを生み出すことで、市民の幸せにつなげていかねばなりません。
このような将来の姿の実現に向けて、市民や行政が相互に絆を深め、知恵と工夫を結集

するとともに、次世代の育成を進めることで、新たな未来を築きあげます。

将来像
基本理念を踏まえ、10年後の本市がめざす将来像を以下のとおり定めます。

人口減少社会を迎え、全国的に定住人口や交流人口をめぐる地域間競争が進んでいます。
また、地方分権の進展により、引き続き国から地方へ権限と財源の移譲が進み、まちづくりにお

ける本市の裁量が大きくなっていくことが予想されます。
このような中、健全な行財政基盤の確立とともに、これまで以上に地域が自主性・自立性を持っ

て、知恵と工夫を最大限に発揮しながら、総合的な視点に立ったまちづくりを進めていくことが
必要です。
そのため、本市が有する人材、豊かな自然に培われた産業、これまで育まれてきた歴史や文化・

伝統など、地域が培ってきた貴重な資源を磨き上げ、自分たちが住むまちに愛着や誇りを持てる
個性あふれる自立したまちをめざします。

❺グローバルに展開し、国内外から必要とされるまちに！
総人口の減少に伴い、生活に関する消費が減少するなど、国内市場の縮小が懸念されています。

一方で国際的分業の進展、企業の海外進出や多国籍企業の展開など、経済活動は国境を越えて広
域化し、また、交通基盤やＩＣＴ＊等の情報通信技術の進展が、社会のグローバル化を急速に加速
させています。
本市では、九州佐賀国際空港の国内外への路線拡充など、将来に向けた広域交通基盤の充実に

より、経済活動が活発になることが期待されています。
企業誘致や観光誘客の取組は本市の重要な課題ですが、今後は、福岡都市圏をはじめとする国

内だけではなく、海外も視野に入れた経済や文化の交流を推進することが求められます。
特に、急成長する東アジアとの関係をにらみながら、観光業、農林水産業、工業、商業など多様な

分野において、魅力ある佐賀ブランドの創出と発信により、あらゆる場面で国内外から選ばれ、必
要とされるまちをめざします。

❹地域の個性を磨き、自立したまちに！
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これまで整備してきた社会基盤を有効に活用しつつ都市機能＊の集積や計画的な土地利用、良
好な住環境の形成に努めることで、利便性が高く安心して暮らし続けることができるまちをめざ
します。特に地震や豪雨等の自然災害に対しては、防災・危機管理体制の充実や防災教育・啓発
等を通じた地域における防災力の向上を図るとともに、大雨に伴う平野部の洪水・内水氾濫＊や
山間部の土砂災害への治水・治山対策に重点的に取り組みます。
また、利便性の高い市民生活や機能的な産業活動を行えるよう、鉄道や道路等の既存の交通基

盤の維持・活用を図りながら、バスを中
心とした効率的な公共交通網による環
境にもやさしい交通体系を確立します。
さらに、日常生活においては、子ども

や女性、高齢者をはじめとする市民が犯
罪や事故に巻き込まれないよう、意識啓
発や犯罪が起こりにくい環境づくりを
進めるとともに、安全で快適な住環境の
確保に向けて取り組みます。

高齢であっても、障がいがあっても、市民の誰もが生きがいを持って自立して健やかに暮らす
ことができ、積極的に社会に参画できるような地域社会の形成をめざします。この実現のために、
市民が主体的に生活習慣病などの疾病予防に取り組むことをはじめ、健康管理や健全な食生活を
行えるような支援を図ります。
また、高齢者や障がい者に対しては、きめ細かな福祉サービスの提供に取り組むとともに、地域

で支え合う体制を一層強化し、お互いに尊重し助け合う地域社会の形成を図り、生きがいを持っ
て、いきいきと暮らし続けられるような
地域福祉＊の充実に取り組みます。
さらに、生活困窮者＊や障がい者が安

心して地域で暮らせるように、経済的・
社会的自立を支援し、誰もが自分らしく
自立して暮らし続けられるような環境
づくりに取り組みます。

＊都市機能：居住、商業・業務、文化・交流、医療・福祉・教育など、その都市の住民に対するサービス及びその施設。また、その都市の住民のみならず、
周辺の人々が期待し利用するサービス及びその施設。
＊内水氾濫：市街地等に降った大雨が下流の河川に排水できず地表にあふれること。（河川に降った大雨があふれることは外水氾濫という）
＊地域福祉：それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解
決に取り組む考え方。
＊生活困窮者：現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。

＊６次産業化：農林漁業者（第１次産業）が農林水産物の生産だけではなく、自ら又は他業種と連携して加工（第２次産業）や流通・販売 （第３次産業）ま
でを行い、経営の多角化を進めることにより、所得の向上を図る取組。

1817

基本政策
将来像である「豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち　さが」の実現に向けて、以下に示す
７つの政策展開の基本方向に沿って施策を展開します。

❶地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち

❷災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち

❸住み慣れた地域で支え合い、
自分らしく自立した生活ができるまち

本市の自然や歴史、文化など多彩な地域資源を活かし、多種・多様な産業が活発に展開され、市
民がいきいきと働き、国内外から多くの来訪者で賑わうまちをめざします。
このため、福岡都市圏をはじめとする九州各地や西日本地域はもとより、東アジアを視野に入

れた広域的な観光誘客を推進します。また、雇用の受け皿と地域経済の活性化策として企業誘致
や産学官の連携等による新産業の創出に取り組むとともに、既存事業者の経営基盤の強化に向け
た人材育成や新たな市場開拓と販路拡大の支援に取り組みます。
中心市街地については、市民活動団体等との協働により、地域に根付いた活気や個性あふれる

商業の振興を支援しながら安全で快適な都市型居住環境の形成に努めます。
さらに、山から海まで連なる豊かな自然環境を活かし、魅力ある農林水産物の生産振興に努め

ます。農水産業については、地産地消の推進とともに、ブランド化や６次産業化＊により付加価値
を高め、福岡都市圏等への販路拡大を中心として、アジア市場の開拓も視野に入れて取り組みま
す。林業については、市産木材の加工、供給体制を整備し、市内外における利用拡大を図り、林業の
振興に加え、森林の保全にもつなげていきます。
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市民と行政、あるいは市民と市民が互いに尊重し合い、性別等に関わりなくその個性と能力を
十分に発揮できる環境づくりを進め、共に創るふれあいのあるまちをめざします。
特に、人口減少、少子・高齢社会の到来に伴う地域課題の多様化や厳しい財政状況の中で様々

な課題を乗り越えていくため、行政だけではなく、市民、事業者、市民活動団体の多様な主体が担
い手となり、互いに信頼関係を築き、力を合わせてまちづくりに取り組みます。
また、自治会活動やコミュニティ活動の気運が比較的に高い本市の強みを活かし、市民が地域

コミュニティ活動やＮＰＯ活動に積
極的に参加できるような支援を行う
とともに、地域への愛着と思いやり
の心を持った意識の醸成を促進しま
す。あわせて積極的な行政情報の発
信とその共有化を進め、市民からの
意見を広く市政に反映するとともに、
市内外に本市の魅力等を発信してい
きます。

多様化する市民ニーズに対して必要な行政サービスを継続して提供できるよう、行政評価等の
取組により戦略的な施策の展開を図るとともに、限られた経営資源を有効活用し、効果的・効率
的な行政経営をめざします。
特に、市の財政状況は社会保障関係費の更なる増大等が見込まれることから、これまで以上に

行財政改革に取り組むとともに、業務執行プロセスの改善や職員の資質向上を通じた組織力の強
化に取り組みます。
さらに、市政の意思決定という重

要な役割を担っている市議会が、民意
を的確に反映した適正かつ効果的な
運営を行うことができるよう、その活
動を積極的に支援していきます。

豊かな環境を未来に引き継ぎ、佐賀市らしさが実感できる自然や歴史、文化が調和したまちの
形成と持続可能な社会の実現をめざします。
このため、二酸化炭素をほとんど排出しない太陽光や水力、バイオマス＊等をはじめとする再

生可能エネルギー＊の普及促進を通じた低炭素社会の構築と、リデュース（発生抑制）、リユース
（再使用）、リサイクル（再生利用）を推進していく循環型社会＊を構築します。また、水とみどりの
調和をはじめ、生物多様性の確保、良好な街並み形成や田園、クリーク等の自然景観の保全等に取
り組むとともに、身近な環境問題である
大気汚染や騒音・振動等の対策やペット
問題、空き家の適正管理などの生活環境
の改善に向けた取組を充実します。
さらに、上下水道については、取水か

ら排水までの一貫した管理による安全・
安心でおいしい水道水の安定的な供給と
下水の適切かつ、効果的・合理的な処理
による水環境の保全を図ります。

本市の豊かな歴史や文化に触れ合うことができ、本市に愛着と誇りを持てる人と文化を育むま
ちをめざします。特に、未来を担う子どもたちが健やかに育ち、心豊かで、確かな学力とたくまし
く生きる力を身に付けられるよう、家庭・地域・企業等・学校等が相互に連携・協働し、地域に
根ざした子どもの育成を推進します。
また、市民誰もが生涯にわたって様々な知識や教養を身に付けることができる環境や、心身の

健康づくりに向けてスポーツに親しむこ
とができる環境を整備します。あわせて、
これまで培ってきた歴史・文化の適切な
保全・活用を図るとともに、文化芸術の
創造につながるよう取組を進めます。
さらに、子育て世代が大きな不安や負

担を感じることなく子育てができるよう、
地域や企業を含む社会全体で出産や育児
を支援するなど、子どもを生み育てやす
い環境の充実を図ります。

＊バイオマス：生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般的には再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。
＊再生可能エネルギー：太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスなど、資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時
や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しないエネルギー。
＊循環型社会：大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会形成推進基本法では、第一に製品等が廃棄物等
となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分す
ることが徹底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」。

2019

❻互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち

❼効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまち

❹恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち

❺ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を
育むまち
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土地利用  

＊水源かん養：水田で利用される農業用水や雨水が地下に浸透し、時間をかけて下流域まで還元されて海へと到る水循環系を構築すること。

＊内水氾濫：市街地等に降った大雨が下流の河川に排水できず地表にあふれること。（河川に降った大雨があふれることは外水氾濫という）
＊既存ストック：これまで蓄積された道路、橋、上・下水道、公園などの都市基盤や居住、商業・業務、文化・交流、医療・福祉・教育などの各種都市機能
のこと。
＊土地需要の量的調整：（農地や宅地など）土地利用区分ごとの現在及び将来における需要に対し、計画的な土地利用の観点から、規制や誘導などの調整
を行うこと。
＊土地利用の質的向上：（農地や宅地など）土地利用の適正な配置計画や、建築物の立地等に関する適切な規制・誘導により、都市環境のゆとりや美しさ、
都市活動における賑わいなど、質的な向上を図ること。
＊都市機能：居住、商業・業務、文化・交流、医療・福祉・教育など、その都市の住民に対するサービス及びその施設。また、その都市の住民のみならず、
周辺の人々が期待し利用するサービス及びその施設。

2221

都市ゾーン
中心市街地を中心に一体的な市街地を形成している既成市街地、その他の既成市街地を

中心としたエリアを「都市ゾーン」として位置付けます。
既存の都市基盤の有効活用を図りながら、様々な都市中枢機能を強化し、一層の集積を

図るとともに、定住の促進や交通体系の整備などを総合的に展開し、都市的土地利用を推進
します。

田園集落ゾーン
主に農用地としての土地利用がなされているエリアを「田園集落ゾーン」として位置付

けます。本ゾーンには、集落や住宅団地、工業団地などが点在しています。
まとまりのある農用地の保全及び集落機能の維持を基本とし、地域の活性化の観点から、

住宅団地や工業団地の機能を確保しつつ、適正な土地利用の誘導を図ります。

山村集落ゾーン
主として山林としての土地利用がなされているエリアを「山村集落ゾーン」として位置

付けます。本ゾーンには、河川や道路沿い等に農地、集落が点在しています。
環境保全や水源かん養＊など多面的機能を有する山林の保全を基本に、農林業やレクリ

エーションの振興、集落機能の維持を図ります。

有明海沿岸ゾーン
有明海の海岸域と海岸線に沿って形成された集落などを含む有明海沿岸一体を中心と

したエリアを「有明海沿岸ゾーン」として位置付けます。本ゾーンには、本市の広域交流機能
の役割を担う九州佐賀国際空港や有明海沿岸道路が位置しています。
海洋環境の保全を基本に、漁業やレクリエーションの振興、集落の生活環境の維持向上

を図ります。

❷土地利用計画
土地利用の基本方針に基づき、同じ方向性を持った土地利用のまとまりを４つの基本ゾーンに

区分し、それぞれの土地利用計画を示します。

【基本ゾーン】

❶土地利用の基本方針
土地は、人々の生活とあらゆる生産活動の基盤であり、現在及び将来における市民のための限

られた資源です。個々の土地の利用は周辺環境への配慮や一定のルールのもとに行い、自然環境
の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮しながら、総合的かつ計
画的に利用していくことが求められます。
本市の土地利用は、これまで人口の増加や地域全体の生活環境の向上とともに都市的基盤の整

備が精力的に進められ、道路や上下水道などの社会資本が整備されてきました。また、車社会の進
展により、日常生活圏が拡大し、優良な農地の虫食い的開発、大規模集客施設等の郊外立地、一部
の公共公益施設の郊外移転など、市街地の拡散が生じてきました。
人口減少、少子・高齢化の進行等の中で、このような市街地の拡散型拡大の影響は、社会資本の

整備や維持管理に対する費用対効果の低下、市民の日常生活における公共サービス機能の非効率
化、内水氾濫＊被害の拡大など、様々な問題を引き起こす可能性があります。また、中山間地域で
は、人口の流出や高齢化が進行しており、農林業の経営や地域コミュニティの活力の低下などが
問題となっています。そのため、既存ストック＊を活用したコンパクトな市街地形成を誘導しつ
つ、それぞれの地域の拠点性を高めていくことが重要です。
したがって、本市では、効率的で持続可能な都市経営の観点を踏まえながら、自然と都市が調和

した計画的な土地利用を推進していく必要があり、以下にその基本方針を示します。

●各拠点の役割に応じて機能分担がなされ、中心拠点及び地域拠点が有機的に相互連携した都市
構造を実現するため、今後も引き続き、土地需要の量的調整＊や土地利用の質的向上＊を図り、
都市機能＊を適正に配置したコンパクトな都市形成を推進します。

●広域交通基盤の充実等を踏まえ、地域の経済活動を支え、活力ある都市形成につながる土地利
用を推進します。

●農山漁村部の集落機能の維持など地域特性に配慮しながら、優良な農地や自然環境の保全を図
ります。

●開発と保全が調和し、豊かな自然環境との共生が可能となるような土地利用の規制及び誘導を
図ります。

●防災の面からの市民の安全への配慮や環境負荷の低減に寄与する土地利用を推進します。
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＊高次都市機能：日常生活を営む圏域を越えた広範な地域のたくさんの人々を対象にした、質の高いサービスを提供する機能のこと。（例：総合病院、文
化ホール、デパートなど）

❸将来の都市構造
土地利用計画を踏まえ、本市の「拠点」と「都市軸」を以下のとおり設定し、計画的な都市空

間の形成を図ります。

これまで蓄積されてきた都市・生活基盤の既存ストックを有効に活用することを
基本に、今日の本市が形成されてきた歴史的経緯や地域特性などを踏まえ、拠点の配
置を以下のとおりとします。

中心拠点
商業・業務、行政、文化、交流等の都市機能が蓄積された中心市街地を中心に一体的な市

街地を形成している区域は、都市の中心としての機能を持ち、市域全体の発展を牽引する
役割を担ってきました。今後も本市の中心拠点として、市域全体の発展に必要な高次都市
機能＊を更新・集積し、広域拠点性の向上を図ります。
また、城下町として栄え、近世佐賀の中核を成した中心市街地は、県都としての広域中枢

拠点の役割を担っており、本市の顔であると言えます。蓄積されてきた文化や伝統、社会資
本などの既存ストックを活かすとともに、本市の顔にふさわしい品格と賑わいのあるまち
を実現するため、重点的に高次都市機能の充実を図ります。

地域拠点
都市・生活基盤の既存ストックの有効活用や中心拠点へのアクセス性といった観点から、

地理的、歴史的なつながりを持った、まとまりのある地域において、一定の都市機能が集積
された地区を地域拠点として位置付け、地域の特性や役割に応じた諸機能の集積や維持向
上を図ります。また、地域拠点における市街化区域については中心拠点の都市機能の一部の
役割を担います。
なお、地域拠点を中心とする各生活圏の中には、既に生活利便施設の立地や集落が形成

され、一定の拠点性を有する地区もあり、こうした地区では地域拠点の機能を補完する役割
を担います。

【 拠 点 】

拠点の配置

Ⅰ）諸富地域拠点
本市の南東部に位置する諸富地域は、大川市を中心とした筑後川下流域の地域と一体

となった全国有数の木工産地です。交通利便性の高い国道沿道や筑後川下流域に商工業
機能が集積し、その周辺では商工業機能等と共存した住宅市街地が形成されています。
これらの区域を諸富地域拠点として位置付け、中心拠点と連携した都市機能の充実を図
ります。

Ⅱ）大和地域拠点
本市の北央部に位置する大和地域は、域内に高速自動車道のインターチェンジを有す

る広域交通の要衝の地です。交通利便性の高い沿道に商工・流通業機能が集積し、その周
辺では住宅市街地が形成されています。これらの区域を大和地域拠点として位置付け、
中心拠点と連携した都市機能の充実を図ります。
また、本地域拠点に近接する地区において、都市活力の向上や雇用確保などの観点から、

広域交通網の優位性を活かした新たな産業用地の確保を図ります。

Ⅲ）富士地域拠点
本市の北西部に位置する富士地域は、古湯温泉、熊の川温泉などの豊かな地域資源に

恵まれた地域であり、河川や道路沿い等に山村集落が点在しています。本地域において、
主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を富士地域拠点として
位置付け、地域住民の日常生活を支える機能の維持向上を図ります。

Ⅳ）三瀬地域拠点
本市の北端部に位置する三瀬地域は、中山間地域の田園や里山とあいまって、豊かな自

然環境に恵まれた地域であり、交通利便性の高い沿道に山村集落が点在しています。本地
域において、主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を三瀬地
域拠点として位置付け、地域住民の日常生活を支える機能の維持向上を図ります。
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本市の北央部に位置する大和地域は、域内に高速自動車道のインターチェンジを有す

る広域交通の要衝の地です。交通利便性の高い沿道に商工・流通業機能が集積し、その周
辺では住宅市街地が形成されています。これらの区域を大和地域拠点として位置付け、
中心拠点と連携した都市機能の充実を図ります。
また、本地域拠点に近接する地区において、都市活力の向上や雇用確保などの観点から、

広域交通網の優位性を活かした新たな産業用地の確保を図ります。

Ⅲ）富士地域拠点
本市の北西部に位置する富士地域は、古湯温泉、熊の川温泉などの豊かな地域資源に

恵まれた地域であり、河川や道路沿い等に山村集落が点在しています。本地域において、
主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を富士地域拠点として
位置付け、地域住民の日常生活を支える機能の維持向上を図ります。

Ⅳ）三瀬地域拠点
本市の北端部に位置する三瀬地域は、中山間地域の田園や里山とあいまって、豊かな自

然環境に恵まれた地域であり、交通利便性の高い沿道に山村集落が点在しています。本地
域において、主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を三瀬地
域拠点として位置付け、地域住民の日常生活を支える機能の維持向上を図ります。
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本市の骨格を形成し、本市と広域都市圏を結び、また、市域内の拠点を結ぶ都市軸を設定します。

広域交流軸
広域交流軸は、ＪＲ長崎本線、九州横断自動車道、有明海沿岸道路、国道 34 号など、福岡

都市圏をはじめとする主要都市間を結ぶ軸であり、広域都市圏との交流や産業活動を促進
するとともに、市域全体の発展を支える役割を担っています。

域内交流軸
域内交流軸は、広域交流軸を補完し、中心拠点と各地域拠点を有機的に結ぶ軸であり、市

域の一体的な都市形成や地域間交流を促進する役割を担っています。
　
環状軸
環状軸は、中心拠点を囲む広域交流軸や域内交流軸を補完する軸であり、中心拠点へ流

入する通過交通などを適切に分散し渋滞緩和を図るとともに、広域都市圏や各地域拠点へ
適切に誘導する役割を担っています。

【 都 市 軸 】

将来都市構造図

都市軸の配置
Ⅴ）川副地域拠点

本市の南部に位置する川副地域は、佐賀県の空の玄関口である九州佐賀国際空港を有
し、また、ノリ養殖業が盛んな地域であり、市の支所や教育施設などの公共公益施設を中
心に比較的規模が大きな既存の住宅地が形成されています。本地域において、市の支所や
教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を川副地域拠点として位置付け、地域
住民の日常生活の利便性を確保するための機能の充実を図ります。

Ⅵ）東与賀地域拠点
本市の南部、有明海の湾奥部に位置する東与賀地域は、穀倉地帯である佐賀平野に広が

る田園地域であり、交通利便性の高い沿道に住宅地が形成されています。本地域において、
主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を東与賀地域拠点とし
て位置付け、地域住民の日常生活に必要な機能の充実を図ります。

Ⅶ）久保田地域拠点
本市の南西部に位置する久保田地域は、交通利便性の高い沿道や鉄道駅を中心に商工

業機能が集積し、その周辺では商工業機能等と共存した住宅地が形成されています。本地
域において、主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を久保田
地域拠点として位置づけ、地域住民の日常生活に必要な機能の充実を図ります。
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