
中央大通りにおける
魅⼒ある⼟地利⽤リーディング事業

― 令和２年度からの取組について ―

令和２年８⽉２０⽇（木）
佐賀市
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これまでの取組について
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中心市街地の活性化に向けて

中心市街地に都市機能が集積された
コンパクトかつ拠点性の⾼い都市構造を確⽴するため･･･

中心市街地活性化基本計画

「目的をもって街に来る人を増やす／
できる限り⻑く街を歩いてもらう」

という反応を引き起こす

中心市街地の活性化
“エリアの価値”の向上

街なかにおける
「時間消費／人の流れ（回遊・消費⾏動）」

を増進する

街なかの魅⼒を引き上げることにより、来街者を呼び込み、街なかにおいて強い経済を⽣み出す
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中心市街地活性化エリア

佐賀駅

佐賀駅周辺
エリア

中央大通りエリア

４核構想
エリア

中央橋

佐賀玉屋

エスプラッツ

呉服元町
・柳町

徴古館・
佐嘉神社

旧TOJIN茶屋

中心市街地
活性化エリア
(174ha)

中心市街地活性化基本計画
街づくりの基本方針

⇩
街なか再生計画

４核構想エリアの再⽣に向けた実践プログラム

中央大通り再生計画
中央大通りエリアの再⽣に向けた実践プログラム

佐賀駅周辺整備構想
佐賀駅周辺エリアの整備方針

中央大通りトータルデザイン
道路空間、沿道建築物等に係る具体的な整備方針

佐賀駅周辺整備基本計画
特に⾏政が担うべき公共インフラの整備方針・計画

重点エリア（計画等）を設定し、
中心市街地の活性化に向けた取組を推進中
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中央大通り再生計画
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中央大通りの再生に向けて（これまでの取組）

平成26年度 中央大通り再生計画 の策定 中央大通りエリアの再⽣に向けた実践プログラム

⇩
平成27年度

中央大通りエリアマネジメント協議会
の組織

地権者、⺠間事業者、街づくり団体等の連携によ
る実践プログラムの推進主体

平成28年度 道路空間の利活⽤に係る社会実験 の実施
中央大通りの⾃動⾞の通⾏制限を図り、道路空間
の憩い・賑わい創出の場としての利活⽤を検証

平成29年度 中央大通りトータルデザイン の策定
中央大通りの道路空間や沿道建築物等に係る具体
的な整備方針（基本方針・デザインガイドライ
ン）

平成30年度
中央大通り沿道賑わい空間創出支援事業
（補助制度） の創設

中央大通りトータルデザイン（デザインガイドラ
イン）に基づく沿道建築物等の整備・改修等を対
象とした⽀援制度

令和元年度
中央大通り沿道賑わい創出支援事業
（補助制度） の創設

中央大通りの沿道空間で実施される⺠間主体のイ
ベント等の開催⽀援制度
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中央大通りトータルデザイン

概要
中央大通り再⽣計画に位置付けられたコンセプトや実践プログラムに基づき、

中央大通りの道路空間や沿道建築物等に係る具体的な整備方針を定めるもの
◆基本方針 ︓道路、沿道建築物等の整備において配慮・対応すべき方向性
◆ガイドライン︓中央大通りの各構成要素（歩道、照明柱・灯具、沿道建築物等）について

推奨する整備基準
基本方針

『高集積』の街
－⼟地・建物の有効利⽤の促進－

『高機能』の街
－社会的ニーズに適合した機能の確保－

『高 質』の街
－県都の玄関口（佐賀駅）と連続する

シンボルロードとしての再生－

▶少子・⾼齢化、人口減少社会への対応
（都市のコンパクト化）

▶居住機能、公共的機能、商機能等の集
積化

▶散在する遊休不動産（空き地、空き家
・空き店舗等）への対応

▶誰もが利⽤し易い道路空間の創出
（ユニバーサルデザイン化）

▶増加する外国人観光客等の利便性の向
上（ユニバーサルデザイン化）

▶都市防災機能の確保・向上
▶人の流れを呼び込む道路空間の創出・

仕組みの構築
▶時代に対応した道路機能（ハード・ソ

フト）の適宜⾒直しの実施

▶歩道等における⽼朽・不具合箇所の改
善

▶景観と安全性の両⽴を図った質の⾼い
デザインの確保

▶佐賀駅周辺整備事業との連動性の確保



デザインガイドライン
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中央大通りトータルデザイン

道路空間の
デザインガイドライン

沿道建築物等の
デザインガイドライン
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中央大通り沿道賑わい空間創出支援事業

概要
中央大通りにおける「賑わいの創出」や「魅⼒ある街並み景観の創造」を進めるため、

デザインガイドラインに基づく沿道建築物等の整備・改修等を対象とした⽀援制度（補助制度）

制度の内容
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中央大通り沿道賑わい空間創出支援事業
整備基準（例）

【活⽤事例】エッジ国際美容専門学校（平成30年度）
➢適合する整備基準

賑わいの創出 ／ 魅⼒ある街並み景観の創造 ／
快適な歩⾏空間の創出
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令和２年度からの取組について
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中央大通りを取り巻く情勢の変化

１．佐賀駅周辺整備やＳＡＧＡサンライズパーク整備等の進展［Ｒ1－4］

２．避難路指定［H30］に伴う沿道建築物の解体等の進⾏

３．ウォーカブル推進都市［R1.8登録］としての街づくりの推進
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情勢の変化－１ 〜佐賀駅周辺整備やＳＡＧＡサンライズパーク整備等の進展〜

佐賀駅を中核とした
各拠点エリアを有機的につなぐ

街の “南北軸” の強化

〜佐賀駅周辺を中心とした交流人口の拡大〜



●避難路（耐震診断義務化路線）の指定について
目的｜災害時の建築物等の倒壊に伴う道路の通⾏障害により避難困難となる事態の防⽌
根拠｜耐震改修促進計画（佐賀県・佐賀市）の改正（平成30年８⽉）
内容｜避難路沿道建築物の耐震診断の義務化

①昭和56年5⽉31⽇以前（旧耐震基準）の建築物
②倒壊の場合、前⾯道路の過半を閉塞するおそれ

のある建築物［右図参照］

➡ 中央大通りが「避難路」に指定︓沿道建築物のうち約30棟が耐震診断義務化建築物に
（旧ＴＯＪＩＮ茶屋︓Ｈ30の耐震診断により耐震性能が不⾜と判定）
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情勢の変化－２ 〜避難路指定に伴う沿道建築物の解体等の進⾏〜

トータルデザインに即した “新陳代謝” を促す
更なる誘導策が必要

〜建築物の解体等の進⾏が予測〜



●「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりの推奨（国交省）
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情勢の変化－３ 〜ウォーカブル推進都市としての街づくりの推進〜

“居心地が良く歩きたくなる”空間の
創出に向けた取組の促進

国において、「ウォーカブル推進都市」の理念に基づき、
多様な財政⽀援制度（補助制度、税制等）が創設

➢人々が安全・快適に滞在できる空間の確保
➢コンパクト・プラス・ネットワーク政策の加速化

・人々の出会いや交流を通じたイノベーションの創出
・新たな雇⽤やビジネスの拡大
・沿道商店街の売上げ上昇、地価の下げ⽌まり 等

➢人にやさしい空間の創出
・まちへの愛着の醸成、持続可能な地域づくり 等

【参考】「ストリートデザインガイドライン」（令和2年3⽉）
国土交通省都市局・道路局

〜国の取組に呼応し「ウォーカブル推進都市」に登録（Ｒ1.8）〜



➢佐賀駅を中核とした各拠点エリアを有機的につなぐ街の“南北軸”の強化

➢トータルデザインに即した“新陳代謝”を促す更なる誘導策が必要

➢“居心地が良く歩きたくなる”空間の創出に向けた取組の促進

各拠点エリアへの“導線”としての機能が必要 ＝ 中央大通り（沿線）の「連続性」を確保
沿線のほとんどが⺠有地 ＝ ⺠間事業者に訴求するアプローチ（制度）が必要不可⽋

中央大通りにおける
効果的な（魅⼒ある）『⼟地利⽤方針・実現するための方策』の構築
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中央大通りにおける魅⼒ある⼟地利⽤リーディング事業

１．佐賀駅周辺整備やＳＡＧＡサンライズパーク整備等の進展［Ｒ1－4］

２．避難路指定［H30］に伴う沿道建築物の解体等の進⾏

３．ウォーカブル推進都市［R1.8登録］としての街づくりの推進



中央大通りの状況等について
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

１ 中央大通りの間口率
【間口率とは】

道路の⻑さに対する建物等の間口の⻑さの割合をいう
※通りの賑わい（≒連続性）を表す指標として、佐賀市が設定

⇒間口率の状況からエリアごとの⼟地利⽤傾向を把握

対象範囲に占める建物の間口⻑さを
建物種類ごとに算出
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

２－１ 間口率の変化（H26 → R2）

【H26（2014）】 ※佐賀市中央大通り再生計画

【R2（2020）】 ※ユマニテさが調査資料

〔佐賀駅〜唐人⼀丁目北〕 〔唐人⼀丁目北〜中央橋〕 〔中央橋〜郵便局前〕

〔佐賀駅〜唐人⼀丁目北〕 〔唐人⼀丁目北〜中央橋〕 〔中央橋〜郵便局前〕
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

２－２ 間口率の変化（H26 → R2）

●中央大通り全体での間口率の状況
【H26（2014）】

【R2（2020）】

➢店舗・事業所等の増加
（47.7% → 49.0%）

➢空き店舗等の減少
（11.7% → 7.0%）
【空き店舗等を活⽤した

機能の進出等】
➢低未利⽤地の増加

（1.4% → 6.1%）
【避難路指定に伴う

建物の解体等】
➢遊休不動産※はほぼ横ばい

※空き店舗等+駐⾞場+低未利⽤地
（29.1% → 28.8%）
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

３－１ ブロック別・間口率の変化（佐賀駅 〜 唐人⼀丁目北）
【H26（2014）】

☞変化の要因分析のため、
3ブロックで間口率を整理
●佐賀駅 〜 唐人⼀丁目北
●唐人⼀丁目北 〜 中央橋
●中央橋 〜 郵便局前

小売業

17.3%

金融・保険業

12.4%

宿泊・飲食業

9.7%

医療福祉

5.0%

不動産業

4.6%

その他

5.9%

➢店舗・事業所等の増加
（47.8%→55.0％）

➢⾦融・保険業の増加
（9.0%→12.4%）
【駅周辺への店舗・

事業所等の⽴地】
➢低未利⽤地の減少

（2.4% → 1.0%）
➢遊休不動産の減少

（23.6% → 16.9%）

【R2（2020）】
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

３－２ ブロック別・間口率の変化（唐人⼀丁目北 〜 中央橋）
【H26（2014）】

【R2（2020）】

➢店舗・事業所等の微増
（56.1% → 58.4%）

➢宿泊・飲食業の増加
（10.6% → 19.8%）
【小規模飲食店等の

⽴地】
➢低未利⽤地は横ばい

（2.1% → 1.8%）
➢遊休不動産は横ばい

（26.4% → 25.8%）
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

３－３ ブロック別・間口率の変化（中央橋 〜 郵便局前）
【H26（2014）】

【R2（2020）】

➢空き店舗等の減少
（13.5％ → 6.5％）
【バルーンミュージアム

の整備】
➢低未利⽤地の増加

（0.0％→13.7％）
【避難路指定に伴う

建物の解体等】
➢遊休不動産の増加

（35.4% → 40.4%）
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

４－１ 現在の⼟地利⽤状況（佐賀駅 〜 唐人⼀丁目北）
コムボックス佐賀駅前

佐賀駅

福岡銀⾏佐賀支店

朝日生命佐賀駅前ビル

駅前まちかど広場
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

４－２ 現在の⼟地利⽤状況（唐人⼀丁目北 〜 中央橋）

CAFE 木と本

SHOKUDO欅

そば勢

tojin242旧TOJIN茶屋

PAPER MOON

arukcafe NANAROKUpain

まちなかオフィス
TOJIN館

エッジ国際
美容専門学校
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

４－３ 現在の⼟地利⽤状況（中央橋 〜 郵便局前）
ニュー佐賀ビル

（跡地）

松尾ビル（解体中）

佐野ビル（跡地）

バルーン
ミュージアム

NHK新佐賀放送会館
（建設中）※R3.12運⽤予定

福岡銀⾏
佐賀支店（跡地）

中央佐野ビル
（コインパーキング）

旧三井住友銀⾏
佐賀支店
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

５－１ 路線価の推移（佐賀駅 〜 唐人⼀丁目北）

H28以降 全ての地点（路線）で増加
［H28 → R2 平均値の増加率︓21.0%］

【参考】中央大通り全体︓11.9%
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

５－２ 路線価の推移（唐人⼀丁目北 〜 中央橋）

H28以降 全ての地点（路線）で増加
［H28 → R2 平均値の増加率︓23.0%］
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中央大通りの⼟地利⽤等の状況

５－３ 路線価の推移（中央橋 〜 郵便局前）

H28以降 全ての地点（路線）で横ばい
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今後の取組の進め方について

32
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今後の取組の進め方

６－１ 取組の体系

１．基礎調査
①中央大通りの現況把握
②土地建物所有者の意向調査
③旧TOJIN茶屋の利⽤状況 等

１．基礎調査
①中央大通りの現況把握
②土地建物所有者の意向調査
③旧TOJIN茶屋の利⽤状況 等

２．ニーズ調査
①アンケート（市⺠・来街者等）
②関係者ヒアリング
③旧TOJIN茶屋跡地の市場調査 等

２．ニーズ調査
①アンケート（市⺠・来街者等）
②関係者ヒアリング
③旧TOJIN茶屋跡地の市場調査 等

市⺠、来街者等による
ワークショップ 等

中央大通り再生会議中央大通り再生会議

事業
目的 中央大通りにおける効果的な（魅⼒ある）『⼟地利⽤方針・実現するための方策』の構築

３．⼟地利⽤方針の⽴案３．⼟地利⽤方針の⽴案

“導線”としての機能（連続性）を確保した

中央大通り（沿線）の将来像

“魅⼒ある”⼟地利⽤方針

４．実現化方策の構築４．実現化方策の構築

旧TOJIN茶屋跡地の
活⽤方針

土地利⽤方針の
モデル事業として･･･

⺠間投資喚起策
（支援制度等）

活⽤方針に
基づく整備
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今後の取組の進め方

６－２ スケジュール（案）

第１回 ➢中央大通りにおける魅⼒ある⼟地利⽤リーディング事業について
（これまでの取組、中央大通りの状況、今後の取組の進め方 等）

［R2.8.20］

●中央大通りの現況把握（土地の状況等を中心に）
●関係者ヒアリング（再⽣会議委員、エリアマネジメント協議会、街なかの事業者等）等

第２回 ➢中央大通り（沿線）の将来像（試案）について
➢“魅⼒ある”⼟地利⽤方針（骨⼦案）について

［R2.11〜R3.1予定］

●アンケート調査（市⺠、来街者等）、土地所有者等の意向調査
●旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の市場調査、市⺠、来街者等によるワークショップ 等

第３回 ➢中央大通り（沿線）の将来像（案）について
➢“魅⼒ある”⼟地利⽤方針（試案）について

［R3.4〜5予定］

●取組の進捗に応じたプログラム（調査・分析、施策の検討等）

第４回
➢“魅⼒ある”⼟地利⽤方針（案）について
➢旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活⽤方針（案）について
➢⺠間投資喚起策（案）について

［R3.7〜Ｒ4.2予定］第５回
第６回


