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１ 前回までの振返り

2



3

１ 前回までの振返り

１－１ 取組の背景

居心地が良く歩きたくなる空間づくり

佐賀駅周辺の再整備

老朽建物の解体（更地化）

中央大通りを取り巻く
３つの状況の変化
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１ 前回までの振返り

１－２ 取組の方向性

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

様々な状況の変化に対応することで･･･

中央大通りの沿線エリアの

“将来像” ･ “土地利用方針”
を導き出す。

佐賀市のシンボルロード「中央大通り」の
賑わい創出に産学官民で連携して取り組む。
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１ 前回までの振返り

１－３ 取組の体系

１．基礎調査
①中央大通り（沿線）の現況把握

②土地・建物所有者等の意向調査

③旧TOJIN茶屋の利用状況 等

１．基礎調査
①中央大通り（沿線）の現況把握

②土地・建物所有者等の意向調査

③旧TOJIN茶屋の利用状況 等

２．ニーズ調査
①関係者ヒアリング

②アンケート（市民・来街者等）

③旧TOJIN茶屋跡地の市場調査 等

２．ニーズ調査
①関係者ヒアリング

②アンケート（市民・来街者等）

③旧TOJIN茶屋跡地の市場調査 等

市民等による
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

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･･･

民間投資喚起策
（支援制度等）

活用方針に
基づく整備
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１ 前回までの振返り

１－４ スケジュール（予定）

第１回 ➢令和２年度からの取組内容について【概要説明】 ［R2.8.20］

第２回 ➢中央大通り（沿線）の将来像・土地利用方針の「方向性」について【提案】 ［R3.1.28］

・市民アンケート調査（来街状況、期待する機能等）

・市民参加型ワークショップ（中央大通りの将来イメージを考えるアイデアワークショップ）

・関係者ヒアリング（旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地への評価、期待値 等）

第３回 ➢中央大通り（沿線）の将来像・土地利用方針の「試案」について【提案】
➢旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針の「方向性」について【提案】

［R3.5.28］

・中央大通り（沿線）の土地・建物所有者への意向調査

・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針のブラッシュアップ

（周辺エリアの機能配置状況調査、市民参加型ワークショップ、市場調査） 等

第４回
➢中央大通り（沿線）の将来像・土地利用方針の「案」について
➢旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針の「試案」について

［R3.8予定］

第５回
第６回

【最終案の提案】
➢中央大通り（沿線）の将来像・土地利用方針案・民間投資喚起策について
➢旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針について

［～R4.2予定］

中間報告



佐賀市総合計画
～10年後の佐賀市がめざす将来像～
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１ 前回までの振返り

１－５ 「将来像」の方向性

佐賀市の地方創生
～佐賀市人口の将来展望～

年少人口の減少の抑制・人口２０万人維持
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１ 前回までの振返り

１－５ 「将来像」の方向性

“こども”・“子育て世代”をメインターゲット として表現

中央大通り（沿線）の将来像［方向性］

シンボルロード

中心市街地（中央大通り）＝本市の中心拠点

・佐賀市がめざす“豊かな自然と こどもの笑顔が輝くまち さが”を

中心市街地（中央大通り）で表現

・佐賀市の人口維持（年少人口減少の特性）に向けて「暮らしやすさ」を追求し、

“子育てがしやすい空間”を中心市街地（中央大通り）に創出

【再生会議（第２回）にて提案】
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１ 前回までの振返り

１－６ 「土地利用方針」の方向性

③ 昭和51年以降開通 ① 江戸期～昭和期前半 ② 昭和40年以降開通

【唐人町の形成】
1599年／慶長４年

李宗歓が連れ帰った来日朝鮮人

の居住地として形成され、藩祖・

鍋島直茂が「唐人町」と名付けた

と言われる。

【中央大通りの開通】
1965年／昭和40年

都市計画道路佐賀駅－中ノ館線の整備

により、中央橋南側が開通した。この

時、佐賀商工会議所の一般公募により

「中央大通り」と名付けられた。

【新佐賀駅の開業】
1976年／昭和51年

佐賀駅が当時の駅舎から200ｍ北側

に移転・高架化され、新駅から旧駅

までの道路が供用開始された。

エリア－Ａ エリア－Ｂ エリア－Ｃ
〔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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１ 前回までの振返り

１－６ 「土地利用方針」の方向性

視点 対応の考え方

・佐賀駅との近接性を活かしたエリア
・街なかへのエントランス・エリア

エリア－Ａ
・沿線の駐車場の有効活用の促進
（通り沿いの前面部分への機能誘導）

・中央大通りのセントラル・エリア
・“将来像”がイメージできるエリア
・唐人町の”街並み”（青空・開放的）が
活きるエリア

エリア－Ｂ

・賑わい拠点の整備・誘導
・リノベーション等の促進
・狭小地の集約・再編の促進
・“高さ”よりも“連続性”の重視
・駐車場配置の適正化

・城内・松原（歴史・文化ゾーン・住居
地域）との近接性を活かしたエリア
・街なか４核構想と連動するエリア

エリア－Ｃ
・賑わい拠点の整備・誘導
・画地の集約化等の促進
・土地の高度利用の促進

・シンボルロードとしての“道路空間”
（トータルデザインの基本方針の体現）

道路空間
（エリア共通）

・歩きやすい道路空間、景観形成の促進
・道路空間の活用、ＩＣＴ等の機能活用

【再生会議（第２回）にて提案】
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１ 前回までの振返り

１－７ 今回（再生会議：第３回）の説明内容

１ 前回までの振返り

２ 第２回会議以降の取組結果［報告］
（１）市民アンケート調査

（２）市民参加型ワークショップ

３ 将来像・土地利用方針［試案］
（１）将来像［試案］

（２）土地利用方針［試案］

４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］
（１）旧ＴＯＪＩＮ茶屋の概要

（２）関係者ヒアリング

（３）活用方針［方向性］



２ 第２回会議以降の取組結果［報告］
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－１ 市民アンケート調査

・実施目的 ： 中央大通り（沿線）の“将来像”や“土地利用方針”の

立案に向けて、中央大通りの満足度や期待する機能等に

ついて意見聴取

・実施期間 ： 令和３年３月３日～３月24日

・対象者 ： 佐賀市住民基本台帳に登録されている18歳以上の方から

2,000名を無作為に抽出

・調査方法 ： アンケート調査票の郵送による。

・回答者 ： 702名 ／ 2,000名 （回収率：35.1%）

■アンケートの概要



20.2%

17.8%

9.7%

5.3%

30.3%

41.3%

就学前のこども

小学生のこども

中学生のこども

１８歳未満のこども

高齢者（６５歳以上の方）

当てはまる人はいない
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－１ 市民アンケート調査

■アンケート結果－01 【年齢構成・同居家族】

・20～49歳の回答者が全体の6割程度

・こども（０～18歳）と同居している回答者が全体の4割程度

☞“こども”と触れ合う機会を有する回答者が多いことから、

将来像の立案において有用となるニーズの捕捉が可能

・年齢構成
２０歳未満

3.6%

２０～２９歳

19.1%

３０～３９歳

19.9%

４０～４９歳

20.7%

５０～５９歳

16.2%

６０～６９歳

10.8%

７０歳以上

9.4%

無回答

0.3%

※重複回答があるため、合計値が100％とならない。

・同居家族



・来街目的

167人飲食（夕方～夜） 9.8% 39.9% 42.9% 7.4%飲食（夕方～夜）

１時間未満 １時間～２時間 ２時間～４時間 ４時間以上
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－１ 市民アンケート調査

■アンケート結果－02 【来街目的×滞在時間】

84人

130人

192人

飲食（昼間）

食品の買い物

金融機関・郵便局

18.1%

32.8%

52.7%

47.0%

51.9%

37.2%

24.1%

10.7%

9.0%

10.8%

4.6%

1.1%

飲食（昼間）

食品の買い物

金融機関・郵便局

・来街目的は金融機関・郵便局が最も多いものの、滞在時間が短いことから
用事が済んだら他の場所に移動していると推察される。

・昼間より夜間の滞在時間の方が長いものの、
昼間でも、買い物や飲食目的で来街する人は滞在時間が若干長い傾向
☞単一目的での来街者を他の拠点へと誘導して滞在時間を高める方策が必要

昼
間

夜
間

滞
在
時
間

短

長

・滞在時間



53.0%

48.3%

33.3%

33.3%

34.2%

24.8%

24.4%

34.1%

39.4%

43.3%

45.6%

54.9%

8.3%

4.5%
9.1%

6.7%

7.0%

9.0%

14.3%

13.1%

18.2%

16.7%

13.2%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

こども・高齢者と同居していない

高齢者（65歳以上）と同居

その他こどもと同居

中学生のこどもと同居

小学生のこどもと同居

就学前のこどもと同居

一人 家族・親族 職場の同僚 友人
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－１ 市民アンケート調査

・こども・高齢者と同居していない者の半数以上が「一人」と回答
・中学生以下のこどもと同居している者の4割以上が「家族・親族」と回答
☞年齢の低いこどもがいる者ほど、こどもと一緒に来街すると推察される。
☞親子で過ごせる施設の立地が進むことにより、来街者の増加が期待される。

■アンケート結果－03 【同居家族×同行者】

・同居家族ごとの同行者の状況



0.130 

0.163 

0.357 

0.535 

0.577 

0.673 

0.832 

駐車場が十分に確保されている

緑が豊かで、自然景観が良いと感じる

不快に感じる広告物や看板などがなく、

景観が整っている

街灯等が整備され、夜間でも安心して通

行することができる

段差・傾斜がなく、歩きやすい歩行空間

が確保されている

公共交通（駅、バス停）が近くにあり、

利用しやすい

イルミネーション等でまちの雰囲気を良

くする工夫を感じる

-0.060 

-0.088 

-0.144 

-0.240 

-0.489 

-0.559 

-0.838 

自転車や歩行者と安全にすれ違うことが

できる

気軽に休憩できる場所がある（ベンチ、

木陰など）

エリアの情報案内板が整備されている

オシャレで入りたいと思えるお店がある

子供連れでも入りやすいお店がある

駐輪場が十分に確保されている

公共トイレが近くにあり利用しやすい

17

２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－１ 市民アンケート調査

・街の景観や交通利便性などに対する満足度は高い。

・公共トイレや駐輪場、子連れでも入れるお店などに対する満足度が低い。

☞現在不足する機能へアプローチする取組が重要である。

■アンケート結果－04 【中央大通りの満足度】

・満足度の高い項目 ・満足度の低い項目

※［そう思う］：２点、［まあまあそう思う］：１点、「あまりそう思わない」：－１点、
［そう思わない］：－２点として、各指標（全14項目）の加重平均値を算出



１位 飲食店

２位 カフェ

３位 休憩スペース・ベンチ

１位 本屋

２位 駐車場

３位 休憩スペース・ベンチ

・滞在したい
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－１ 市民アンケート調査

・上段の指標は、本屋、駐車場、休憩機能を求める傾向

・下段の指標は、飲食店・カフェ、子育て支援施設、休憩機能を求める傾向

☞中央大通りで滞在する（過ごす）動機付けとして、本屋やこどもと一緒に

入れる店舗や休憩スペースの充実が期待される。

■アンケート結果－05 【「滞在」に関する満足度×期待する機能】

※各指標について［そう思う人］よりも［そう思わない人］が期待する割合が多い機能（上位３位）

・居心地が良い

・家族と来て楽しく過ごせる ・赤ちゃん連れでも快適に過ごせる

１位 休憩スペース・ベンチ

２位 駐車場

３位 公共トイレ

１位 飲食店

２位 子育て支援施設

３位 公共トイレ
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

・名称 ： 中央大通りの将来イメージを考える

アイデアワークショップ

・開催日 ： 令和3年５月８日（土）

・会場 ： 佐賀商工ビル７階 大会議室

・参加者 ： 33名

■ワークショップの概要
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■ワークショップにおける検討テーマ

【テーマⅠ】中央大通り（全体）に期待する将来イメージ

メインターゲットとする“こども”や“子育て世代”を

中央大通りに呼び込むためには、

中央大通りがどのような状態になればいいと思いますか？

【テーマⅡ】中央大通り（３エリア）に期待する機能・役割

テーマＩで提示された中央大通り（全体）の将来イメージや

それぞれのエリアの特徴を踏まえ、

各エリアにはどのような機能や役割があればいいと思いますか？



 豊かな日常が体感できる居心地の良い空間

 人と出会えるアットホームな中央ほっとロード

 子育て世代が長時間滞在出来る居心地の良い空間

 親も子も楽しめる。人中心の大通り

 子供からお年寄りまでふらっと（フラット）楽しい通り
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅠ】のグループ発表（５グループ）

中央大通り（全体）に期待する将来イメージ
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅠ】のグループ発表



安心安全 安心安全な道路空間 ／ 安心して自由に走り回ることができる

広場のような道路 ／ バリアフリー ･･･
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅠ】における主な意見（キーワード）

魅力が
ある

滞在する
活動する

長時間滞在 ／ 一日中過ごす ／ 休日にふらっと来る

雨でも大丈夫 ／ 気軽に立ち寄れる ／ 日頃の活動

アットホーム ／ 集い、くつろぎ、つながる ･･･

佐賀らしさを体感できる ／ 小さな楽しみ（個店、食、買う）

都会とは違う自然がある ／ 人と出会えるコミュニティの場

「インスタ映え」するオシャレなお店や街並み ･･･



・親子でゆっくりできる場所がある

・家族で長時間滞在したいと思う

・いろんな世代の市民が集える

・こどもからお年寄りまで楽しい

・世代間交流で学び合い、教え合い

・こどもが多世代と交流でき、多様性を体験・実感できる
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅠ】における主な意見（キーワード）

成長段階
に応じて

家族や
多世代と

・小さなこどもが安心して走り回れる

・こどもたちがゆっくりと勉強できる

・こどもたちが自由に集えて歩き回れる

・高校生が日頃から活動する

・市民が自ら活動できる

・こどもが大人になっても、佐賀への誇りや愛着を忘れない

・こどもが将来佐賀で仕事をしようと思うことができる



 佐賀の「わくわく」を知り、大人になっても「キラキラ」と働きたくなる空間

 人が交わるまちのリビング

 大通りの中心として歩いて楽しい、来て楽しい、住んで楽しい元気なエリア

 「いこい」と「はぐくむ」機能のオープン化（空き地を楽しむ）

 佐賀の文化も人も育つ街

25

２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅡ】のグループ発表（５グループ）

３エリアに期待する機能・役割（テーマ）

エリア－Ａ

エリア－Ｂ

エリア－Ｃ
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅡ】のグループ発表



・佐賀の魅力を知ることができる機能

・街なかの情報発信の場（サイネージなど）

27

２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅡ】における主な意見（キーワード）

案内

エリア－Ａ  佐賀の「わくわく」を知り、大人になっても「キラキラ」と働きたくなる空間

誘導 ・街なかへ人の移動を促す機能（シェアサイクルなど）

・街なかへ歩いてみたくなる仕掛け

働く
・佐賀で働きたくなる環境（オフィス機能の強化）

・佐賀でも楽しく働けるという雰囲気が分かる工夫

・働く人が憩い、くつろげる空間（ランチなど）



・市民が自ら活動できる場所（多目的スペースなど）

※ワークショップ、イベント、体験、集会など

・若者がチャレンジできる場所（コワーキングなど）

多様な
活動

様々な
機能

・多様な商機能（カフェ、アパレル、生活サービスなど）

・休憩できる機能（広場、緑地、多目的トイレなど）

・子育て支援機能（遊戯室、託児・授乳施設など）

・現在ない機能（本屋、こども図書館、読書スペースなど）

エリア－Ｂ
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２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅡ】における主な意見（キーワード）

 人が交わるまちのリビング

 大通りの中心として歩いて楽しい、来て楽しい、住んで楽しい元気なエリア

唐人町
らしさ

・唐人町の歴史・街並み（水路、景観）を活かす

・定期的なマルシェ（唐人町のルーツ）を開催する



エリア－Ｃ

・公園（バルーン係留、BBQ、イベント、余暇利用など）

・オープンカフェ

・こどもが自由に利用できる空間

29

２ 第２回会議以降の取組結果［報告］

２－２ 市民参加型ワークショップ

■【テーマⅡ】における主な意見（キーワード）

憩い

 「いこい」と「はぐくむ」機能のオープン化（空き地を楽しむ）

 佐賀の文化も人も育つ街

学び
育み

・こどもの学習（体験）の場所

・教育施設（塾、学習スペース、専門学校など）

・働きながら子育てできる（保育施設、児童館など）

拠点施設
との連携

・歴史・文化エリアとの近接性を活かした機能

・企業や市民がよく利用する施設（公共公益施設など）

・南の玄関口の機能（交通拠点、宿泊機能など）



３ 将来像・土地利用方針［試案］

30
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３ 将来像・土地利用方針［試案］

３－１ 将来像［試案］

来街のきっかけとなる

“魅力＝目的”があり、
日常的に

“滞在＝時間消費”できる

中心市街地活性化の基本方針 「こども」や「子育て世代」にとって

に加えて

さらに

こどもだけでなく

家族や多世代とともに滞在できる
こどもだけでなく

大人になっても滞在できる

“安心安全”に
滞在できる

☞これまでの取組を踏まえた「将来像」の考え方･･･



1. こどもたちが自由に楽しく活動（遊び・学び）できる空間

2. こどもたちが家族とゆっくりと気軽に滞在できる空間

3. こどもたちが多世代との交流から多様性を学び育つ空間

4. こどもたちが大人になっても挑戦・活躍できる空間

5. こどもたちがいつまでも佐賀への誇りと愛着を忘れない空間

32

３ 将来像・土地利用方針［試案］

３－１ 将来像［試案］

中央大通り（沿線）の将来像［試案］

こどもたち シンボルロード

佐賀の“次世代”の成長とともにある「中央大通り」



33

３ 将来像・土地利用方針［試案］

３－２ 土地利用方針［試案］

エリア－Ａ 佐賀の豊かさを享受する街なかリーディングエリア
市民や来街者に佐賀の魅力を伝える ／ 佐賀や街なかの情報を伝達する
街なかや拠点エリアへ来街者を誘導する ／ 将来の夢（佐賀で働く）につなげる

【期待される機能】

情報発信機能
（サイネージなど）

オフィス機能
（多種多様な働く場）

人中心の交通手段
（シェアサイクルなど）

ワーカー向けの機能
（カフェ、小公園など）



唐人町のルーツが活きる街なかリビングエリア
唐人町の歴史・街並み（青空・開放的）が活きる ／ 日常的に活動が生まれる
家族が楽しく快適に過ごせる ／ 小さな楽しみ（飲食、買い物など）が集まる

【期待される機能】

商機能
（飲食店、アパレルなど）
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３ 将来像・土地利用方針［試案］

３－２ 土地利用方針［試案］

エリア－Ｂ

子育て支援機能
（遊戯室、育児支援など）

活動・チャレンジの場
（多目的スペース、コワーキングなど）

休憩機能
（広場・緑地、トイレなど）
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３ 将来像・土地利用方針［試案］

３－２ 土地利用方針［試案］

エリア－Ｃ 憩いと育みが共存する街なかネットワークエリア
市民や来街者が交流できる ／ 城内・松原エリアとの一体感がある
佐賀の歴史・文化を受け継ぐ人材を育成する ／ 拠点施設との連携を図る

【期待される機能】

憩い・交流の場
（公園など）

人材育成機能
（教育施設、学習スペースなど）

新たな拠点
（複合施設、拠点施設との連携など）

保育機能
（保育施設、児童館など）



４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

36



・建築時期
昭和４８年１２月

・運営期間
平成１８年度～令和元年度

・構造・面積
［土地］１９７．５３㎡
［建物］鉄骨造３階建て

３１３．０２㎡（延床面積）

・施設概要
［１階］公共トイレ、レストスペース
［２階］フリースペース
［３階］ワークスペース

37

４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－１ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋の概要

■施設概要

・中央大通りが「避難路」に指定されたことに

伴い、耐震診断が義務付け

・平成３０年度の耐震診断により耐震性能不足

と判定

・令和３年度中に解体予定
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－１ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋の概要

■施設の立地状況

旧ＴＯＪＩＮ茶屋

【中央大通り】
全長1,427ｍ

【佐賀駅から】
約550ｍ

エリア 距離

A 384.1ｍ

B 497.1ｍ

C 545.8ｍ



１階 ２階 ３階

公共トイレ レストスペース フリースペース ワークスペース
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－２ 関係者ヒアリング

■ヒアリング結果－01 【これまでの施設機能への評価】

・１階部分の公共トイレやレストスペースに対する評価が高い。

☞市民、来街者の休憩に寄与する機能の有用性が見出せる。



3人

7人

9人

10人

10人

家族みんなで楽しく「食事」や「買い物」ができる場所

［例］家族連れに優しい飲食店、ショッピング施設など

子育て世代が安心して「働く」ことができる場所

［例］子育て世代が働きやすい職場と近接する保育機能など

こどもが楽しく「学ぶ」ことができる場所

［例］こども図書館、読書スペース、学習室、本屋など

こどもが家族と一緒に、元気に「遊ぶ」ことができる場所
［例］こどもの遊び場、公園・広場、イベントスペースなど

子や孫とゆったりと「憩い」ながら過ごすことができる場所

［例］カフェ、休憩スペース、芝生広場など
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－２ 関係者ヒアリング

■ヒアリング結果－02 【目指したい活用方法】

・「憩い」や「遊び」に寄与する機能や、こども図書館、読書スペースと

いった「学び」に関わる機能への評価が高い。

☞これまであった機能（憩い）と合わせて、

これまでにない機能（遊び・学び）に対する有用性が見出せる。
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－３ 活用方針［方向性］

エリア－Ｂ 唐人町のルーツが活きる街なかリビングエリア

唐人町の歴史・街並み（青空・開放的）が活きる ／ 日常的に活動が生まれる
家族が楽しく快適に過ごせる ／ 小さな楽しみ（飲食、買い物など）が集まる

【期待される機能】

商機能 ／ 活動・チャレンジの場 ／ 子育て支援機能 ／ 休憩機能

【土地・建物の活用方法】 ※再生会議（第２回）で提案

・賑わい拠点の整備・誘導 ・リノベーション等の促進
・狭小地の集約・再編の促進 ・“高さ”よりも“連続性”の重視
・駐車場配置の適正化

方向性① 土地利用方針（エリア－Ｂ）の実現（モデル事業）

☞土地利用方針（テーマ、機能、土地・建物の活用方法）に沿った活用策を構築する。



方向性② 中央大通りの中心地として求められる機能の実現
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－３ 活用方針［方向性］

☞中央大通りにおける立地状況を勘案し、人の流れの創出に寄与する活用策を構築する。

旧ＴＯＪＩＮ茶屋

【中央大通り】
全長1,427ｍ

【佐賀駅から】
約550ｍ

エリア 距離

A 384.1ｍ

B 497.1ｍ

C 545.8ｍ



方向性③ 民間では実現が困難な機能の補完（行政としての役割の発揮）
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－３ 活用方針［方向性］

CAFE 木と本

そば勢 PAPER MOON

arukcafe NANAROKUpain

エッジ国際
美容専門学校

tojin242まちなかオフィス
TOJIN館

SHOKUDO欅

☞周辺エリアの機能配置状況等を考慮し、行政（公共）に求められる活用策を構築する。



方向性④ 中央大通りトータルデザイン（ガイドライン）への対応
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－３ 活用方針［方向性］

☞中央大通りトータルデザインのモデルとなるような活用策を構築する。
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４ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

４－３ 活用方針［方向性］

［４つの方向性］

① 土地利用方針（エリア－Ｂ）の実現（モデル事業）

② 中央大通りの中心地として求められる機能の実現

③ 民間では実現が困難な機能の補完（行政としての役割の発揮）

④ 中央大通りトータルデザイン（ガイドライン）への対応

☞今後、周辺エリアの機能配置状況調査、ワークショップ等を踏まえて活用方針を具体化する。


