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４章
まちづくりの基本方針
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4章
まちづくりの基本方針

　佐賀市を取り巻く環境の変化、問題などを踏まえて、市域全体に共通するまちづくりの取り

組みの指針としての基本方針を示します。

１）都市機能集約型のまちづくり
　人口減少、少子高齢社会の到来や地域コミュニティの維持の重要性、また、都市生活に必要

な機能配置のあり方や効率的で質の高い行政サービスのあり方などを踏まえ、今後は、既存の

都市機能の有効活用を図りつつ、生活に必要な都市の機能が中心市街地や地域拠点にコンパク

トにまとまった都市機能集約型のまちづくりを目指していくものとします。

（１）まちづくりの基本的な方針

【現状】
◇人口減少、少子高齢社会の到来

◇自家用車に依存した暮らしの進展

◇都市生活に必要な機能の郊外流出

◇市街地の拡大、中心市街地の空洞化

【このままだと】
◇自家用車に依存したまちとなり、自家用車を
利用しない人には不便なまちへ
◇市民への福祉・生活サービスなどの非効率化
◇地域コミュニティ維持が困難に
◇都市の魅力の低下、地域個性の喪失
 （自然環境、歴史・文化などの消失）
◇エネルギーや環境問題への悪影響

そこで…

これからのまちづくりの方向①

生活に必要な都市の機能が中心市街地や
地域拠点にコンパクトにまとまった

都市機能集約型のまちづくり

図　都市機能集約型まちづくりの都市構造イメージ

■求めるべき市街地像
【コンパクトな市街地形成を目指した場合】

・�広域的機能や全市的な機能の中心市街地への
集約

・日常生活に必要な利便機能を各地域に集約
・�中心地及び各地域の集約地などを公共交通機
関で連携

・自然環境、優良農地の保全　など
コンパクトな拠点市街地を結合して形成

■低密度になった拡散市街地
【低密度な市街地が拡大し続けた場合】

こうなると発生する諸問題
・都市の顔である中心市街地の衰退
・自動車がないと移動が不便な日常生活
・行政サービスの非効率化と財政負担の増大
　など

メリハリのない市街地の拡大
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図　都市機能集約型まちづくりにおける市街地イメージ
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２）地域拠点連携型のまちづくり
◇超高齢社会の到来に向け、都市機能へのアクセスのしやすさ、利用のしやすさを確保する上

　で、公共交通ネットワークの維持は重要な課題です。そうした観点からは、公共交通が成り

　立つような都市構造を維持、誘導していくことが必要であり、市街地の拡散抑制や、都市機

　能の集積を計画的に進めることが求められます。

◇市町村合併により市域が広範囲となった本市にあっては、日常生活の利便性の確保の観点か

　らは市の中心市街地を適正に維持形成し、中心核を成すとともに、地域の生活を支える複数

　の核（地域拠点）が形成されるといった構造が望まれます。

・…核となる中心市街地や地域拠点における既存ストックを有効活用し効率的な市街地形成

　を図る。

・…都市機能の集積により、歩いて暮らせるまちを実現し、現在の市街地の範囲で質の高い

　生活空間を形成。

・中心市街地と地域拠点との都市機能の相互連携・補完を図り、個性ある都市づくりの推進。

・…県外及び佐賀市周辺地域から鉄道、バスなどの公共交通機関の活用も可能である中心市街地

　に、佐賀県全体の発展をリードする様々な都市機能の集積を図ります。

・…多様な都市機能の集積を活かし、生活利便性を高めることによって魅力あるまちづくりを進

　め、中心市街地への居住を推進します。

・…地域に必要な都市機能の集積を図り、既存の木工産業などの集積を活かした産業振興や良好

　な自然環境と調和した住環境の整備を図ります。

・…地域に必要な都市機能の集積を図り、地域拠点の特性を活かした住環境の整備を図ります。

・…交通の要衝の地である優位性を活かした市街地の整備を推進します。

・…南部地域における生活拠点として、農漁村の生産環境の整備とゆとりのある良好な住環境の

　整備を図ります。

・…有明佐賀空港を活かしたまちづくりを進めます。

そこで…

これからのまちづくりの方向②
核となる中心市街地や地域拠点を形成し、

それらが相互連携・補完する

地域拠点連携型のまちづくり

　●中心市街地

　●地域拠点（諸富副拠点）

　●地域拠点（大和副拠点）

　●地域拠点（川副拠点）
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・…南部地域における生活拠点として、農漁村の生産環境の整備と田園に囲まれた健康で文化的

　な住環境の整備を図ります。

・…有明海のムツゴロウやシチメンソウなどの干潟の生き物の保護やブルーツーリズム（環境型

　観光）を推進します。

・…南部地域における生活拠点として、農漁村の生産環境の整備と水と緑が豊かでやすらぎのあ

　る住環境の整備を図ります。

・…久保田駅周辺および主要幹線道路の沿道にあっては、周辺環境との調和に配慮しながら、交

　通利便性を活かしたまちづくりを進めます。

・…山間部における生活拠点として、山村の生活環境の整備と生活機能の集積を図ります。

・…温泉資源などを活用した観光・景観・農山村交流機能の充実を図ります。

・…山間部における生活拠点として、山村の生活環境の整備と生活機能の集積を図ります。

・…三瀬温泉など既存の施設を中心として、自然の中で心身をいやすことができるいやしの空間

　づくりを図ります。

　●地域拠点（東与賀拠点）

　●地域拠点（久保田拠点）

　●地域拠点（古湯拠点・熊の川拠点）

　●地域拠点（三瀬拠点）
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　佐賀市総合計画においては、次の５つの土地利用の方針を定めています。

１.…域内資源を有効活用し、本市の経済の一層の活性化を実現するための土地利用を推進し

　　ます。

２.…本地域の山間部、沖積平野部、有明海沿岸部の自然環境の保全と有効活用を図ります。

３.…各拠点地区の都市機能の強化を図ります。

４.…本地域に残る歴史・文化遺産を生かし、個性豊かな生活空間の整備へと展開させます。

５.…それぞれの地区の特徴を生かし、暮らしやすい都市構造の実現のための土地利用を推進

　　します。

　この方針を受け、区域区分をはじめとする都市計画上の土地利用方針を次のように定めます。

１）都市計画区域指定の基本的な考え方
　　都市計画区域として指定する範囲は、都市計画制度の適用により一体の都市として総合的

　に整備、開発、及び保全する必要がある区域とします。また、一体的な都市計画を展開して

　いくため、本市には１つの都市計画区域を指定するものとし、複数の都市計画区域が存在す

　ることとなった場合には、原則として１つの都市計画区域に集約を図ります。

２）区域区分 ※ の方針（区域区分の堅持）
　　区域区分制度は、無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止と計画的な公共施設整備に

　よる良好な市街地の形成、優良な農地との健全な調和を図ることなどを目的としています。

　　本市では、豊かな自然環境と良好な農地を後世に受け継ぐとともに、都市生活に必要な機

　能が集積した質の高い市街地の形成、暮らしやすい都市構造実現のために区域区分を堅持し、

　都市機能集約型のコンパクトなまちづくりを推進します。

３）区域区分の見直しの基本的な考え方
　　人口及び産業の動向、新たな都市的土地利用の需要を適切に見通すとともに、市街地内の

　土地利用の現況を把握し、市街地再編の必要性を加味した上で、区域区分の見直しが必要な

　場合は、佐賀市総合計画及び佐賀都市計画区域マスタープランなどの上位計画を踏まえ、以

　下の点を考慮に入れて検討します。

　　・…将来の都市的土地利用の需要と比較し、増加人口が現状の市街地で収容しきれないこと

　　　が明らかな場合

　　・…産業が必要とする新たな土地が市街地内に確保できる見通しがない場合

　しかしながら、本市の将来人口は、今後も引き続き減少していくものと推測され、市街化…

（２）土地利用の基本的な方針

※�区域区分：都市計画区域を、市街化を図る区域（市街化区域）と市街化を抑制する区域（市街化調整区域）に
区分して、土地利用のコントロールを行うこと。「線引き」ともいう。
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区域の積極的拡大の必要性は低いと考えられることから、現在の市街地を維持し、暮らし

の質の充実に努めます。

　また、区域区分の境界は原則として土地の範囲を明示するのに適当である地形、地物等

により定めていますが、境界として定めていた地形、地物等が自然的、社会的事由により

変わってしまい、定めていた区域区分の境界と相違する場合は、定めていた境界を現況の

土地利用に合致するよう修正します。
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４）市街化区域の土地利用方針
①拠点性を高めた質の高い生活空間の形成

　本市は、佐賀県の政治・経済・教育文化の中心地です。すでに整備されている都市基盤を有

効に活用し、産業、行政、文化、教育など県都としての様々な都市機能の集積を図ることによ

って、広域的な拠点性や生活の利便性を高め、中心市街地の活性化などによる魅力あるまちづ

くりを進めます。

　また、各副拠点においては、地域の特性を活かしながら必要な都市機能の集積を図り、拠点

性を高めることによって現在の市街地の範囲で質の高い生活空間を形成します。

②良好な住宅市街地の形成

　中心市街地を取り囲む周辺地域や、諸富、大和の各副拠点の住宅市街地においては、用途地

域などの地域地区や地区計画※などの制度を活用した規制・誘導により、良好な住環境の維持、

形成に努めます。

③大規模集客施設の適正な誘導

　平成 18年の都市計画法などの改正により、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域以外の用

途地域内においては、床面積の合計が１万平方メートルを超える劇場、店舗、飲食店などの大

規模な集客施設は原則として建築できないこととなりました。

　本市においては、これらの法改正を受けて大規模集客施設の適正な誘導に努めます。

◇�第７章では、同じ方向性を持った土地利用のまとまりを ｢ゾーン ｣ごとに区分し、将来の目

指すべき方向性を示しています。

　�市街化区域については、Ｐ 78｢ まちなかゾーン（中心市街地）｣とＰ 85｢ 住居ゾーン ｣をご

覧ください。

※�地区計画：都市計画法に基づいて、地区ごとに定めるまちづくりのルール。建築物の用途や形態、生垣など、
きめ細かく規制や緩和を行うことができる。

図　用途地域の種類 図　地区計画で定めるまちづくりのルール
（例：低層住宅地）
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５）市街化調整区域の土地利用方針
①優良な農地の保全

　市街化調整区域に広がる優良な農地は、佐賀らしさを演出するまちの貴重な景観としても重

要であり、無秩序な農地転用による開発や遊休農地の増加を防ぐため、今後も積極的な保全を

図ります。

②自然的環境の保全と活用

　田園や森林などの豊かな自然環境は、市民が自然とふれあい憩うことのできる場であり、

また生物の生息に適した環境として適切に保全・活用していきます。

③集落の維持・活性化

　市街化調整区域は原則として開発が抑制されており、人口減少、少子高齢化の進行等の要

因により、集落の維持・活性化に課題を抱えている地区もあります。このような地区におい

ては、集落の生活環境や周辺の自然環境などに配慮しながら、地域コミュニティの維持など

の集落の活性化が図れるよう適正な宅地誘導を行い、集落内に集約されたまちづくりを行い

ます。

　また、みどり豊かな田園や自然環境、地域の伝統文化などを満喫しながら、生き生きとし

たコミュニティの形成が図れる個性豊かな生活環境の実現に努めます。

■都市計画法第 34条第 11号とは

　　平成 12年の都市計画法の改正により、市街化調整区域の開発行為に関して、市の条

　例で指定する土地の区域内においては、建築物の用途を限定したうえで開発行為を許可

することができるようになりました。市の条例の概要は以下のとおりです。

土地の対象区域：次の要件全てを満たす 5,000�㎡未満の土地の区域

・50戸連たんの区域

・幅員４ｍ以上の道路に接する

・優良な集団農地などを含まない

建築物等の用途：

　　・一戸建ての専用住宅

・兼用住宅

・150㎡以下の店舗（ただし接する道路は幅員６ｍ以上）

◇人口減少、少子高齢化が進行している本市においては、市街化調整区域の活性化に資
　する都市計画法第 34条第 11 号などの条例（佐賀市都市計画法に基づく開発行為等
　の許可の基準に関する条例）と市街化調整区域における地区計画運用基準を平成 20
　年７月１日から施行しています。
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■市街化調整区域における地区計画とは

　市街化調整区域における良好な居住環境の維持・形成や良好なまちなみ形成等に寄与

するとともに、協働によるまちづくりを支援することを目的として、市が定めた地区計

画の類型のいずれかに適合している場合は、都市計画決定をして開発行為を許可するこ

とができます。地区計画の類型の概要は以下のとおりです。

　①既存集落型・・・住宅の立地誘導と必要な公共・公益施設の整備等により、良好な

居住環境の形成や地域コミュニティの活性化を図る。

（一戸建ての専用住宅、兼用住宅、150㎡以下の店舗等）

　②計画開発型・・・上位計画を踏まえて個別具体的な土地利用方針が定められている

　　　　　　　　　　地域に、方針に基づき土地利用を誘導し産業の振興等を図る。

（非住居系の工業団地等）

　③環境整備型・・・既存の集落や住宅団地で、不良な街区環境の形成を防止し、ゆと

りある良好な環境の維持を図る。

（既存住宅団地の建築協定に代わるもの等）

◇第７章では、同じ方向性を持った土地利用のまとまりを ｢ゾーン ｣ごとに区分し、将来の目

　指すべき方向性を示しています。

　市街化調整区域については、Ｐ 93｢ 田園集落ゾーン ｣、Ｐ 99｢ 有明海沿岸ゾーン ｣をご覧く

　ださい。
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６）都市計画区域外の土地利用の方針
　富士町、三瀬村及び大和町の北部に位置する都市計画区域外は、農地や森林などを中心と

した自然的土地利用が大半を占めており、豊かな自然環境を有する地域です。

　しかしながら、近年の車社会の進展などの社会情勢の変化によって都市計画区域外におけ

る無秩序な開発や建築活動が進行することにより、生活基盤の遅れや周辺環境と調和しない

建築物の立地、無秩序な開発行為による自然環境の損失といった問題が生じることが考えら

れます。

　このような問題に対しては、都市計画的な土地利用の規制誘導方策の適用を検討する必要

があります。

①準都市計画区域などの適用による適正な土地利用の誘導の検討

　相当数の住居などの建築や敷地の造成が行われたり、または、行われると見込まれ、そ

のままにしておくと将来のまちの形成に支障が生じると認められる区域がある場合には、

準都市計画制度の適用などを検討し、周辺環境との調和に配慮した土地利用の誘導に努め

ます。

②自然的環境の保全と活用

　市域北部に広がる森林地は、水資源のかん養、大気の浄化など社会にとって重要な役割を果

たしています。また、脊振北山県立自然公園、天山県立自然公園、川上金立県立自然公園の３

つの自然公園が指定されており、本市の貴重な資源として保全を図るとともに自然とのふれあ

いの場としての整備を進めます。

�◇第 7章では、同じ方向性を持った土地利用のまとまりを「ゾーン」ごとに区分し、将来の目

　指すべき方向性を示しています。

　都市計画区域外については、Ｐ 101「山村集落ゾーン」をご覧ください。

■準都市計画区域とは
　準都市計画区域は、都市計画区域外で、都市としての積極的な整備や開発を行う必要は
ないものの土地利用の規制を行わなかった場合、何らかの支障をきたすおそれがある場合
に土地利用の整序のみを行う目的で定める区域です。
　土地利用の整序のために、用途地域、特定用途制限地域などの必要な都市計画が定めら
れます。
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