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6章 主要な都市計画決定の方針

　佐賀市総合計画が目指す佐賀市の将来像の実現に向けて、他の計画との整合を図りながら、

各分野における主要な都市計画決定の方針を設定します。

【佐賀市総合計画における将来像】

人と自然が織りなす ｢ やさしさと活力にあふれるまち　さが ｣
【都市計画マスタープランにおけるまちづくりテーマ】
　先代から我々にそして後世へと受け継がれる

　安心と快適性を兼ね備えたゆとりが感じられる住み良いまち

「 安心と快適性を後世へと受け継ぐまち　さが 」
【４つの基本目標】
　１）にぎわいや交流を盛んにする　様々な人が暮らしにぎわうまちづくり

　２）市民の多様な生活スタイルを実現させる　暮らしやすい快適なまちづくり

　３）自然・歴史・文化などの地域資源を大切にする　個性豊かなまちづくり

　４）市民・事業者・行政のパートナーシップによる　市民主体のまちづくり

　山間部や里山の森林、平野部に広がる農地、有明海沿岸などの自然的土地利用を積

極的に保全するとともに、ゆとりある快適な居住環境の形成と、住・農・商工のバラ

ンスのとれた都市機能集約型の市街地の形成のため秩序ある計画的な土地利用の推進

に努めます。

　

　豊かな自然環境や歴史・文化など地域資源を活用し、特色ある景観資源・歴史資源

や地域の特性を活かしながら、魅力あふれる美しい景観形成の保全を行ないます。

　市内外の円滑な自動車移動を促す道路ネットワークを形成するとともに、歩行者や

自転車が安全で快適に移動できる人にやさしい交通環境の形成を図ります。

　山林や有明海、河川、クリークなどの自然資源を保全するとともに有効に活用し、

市民に憩いとやすらぎを与え、多様な交流の場となる公園・緑地の形成を図ります。

　

　自然災害に対する安全性の確保や自然環境・生態系の保全に配慮した川づくりを

図るとともに、快適な生活環境の実現に向けた計画的な下水道等の整備を進めます。

　地震災害や水害、土砂災害、火災などから市民の生命と財産を守り、安心して暮

らせるように、災害に強い都市の形成を図ります。

（１）計画的な土地利用の推進方針

（２）美しい景観形成の方針

（３）交通体系整備の方針

（４）公園・緑地整備の方針

（５）河川・下水道等整備の方針

（６）防災対策のまちづくりの方針
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　佐賀市におけるまちづくりの基本方針、まちづくりの基本理念を受けて、山間部や里山

の森林、平野部に広がる農地などの自然的土地利用を積極的に保全するとともに、ゆとり

ある快適な居住環境の形成と、住・農・商工のバランスのとれた市街地の形成のため、秩

序ある計画的な土地利用の推進に努めます。

１）自然環境の保全と活用
　山間部や里山の森林、有明海沿岸の干潟などについては、豊かな自然環境を保全するととも

に自然とふれあう場としての活用などを図ります。また、市街化調整区域に広がる農地などの

自然的土地利用は、集落環境の整備と調和しつつ、農地の積極的な保全を図ります。

２）地域拠点の形成と連携
　地域拠点の既存の施設を有効に活用し都市機能の集積を図るとともに、各拠点の相互連携・

補完を図り、個性あるまちづくり、質の高い生活空間の形成を図ります

３）地域特性に応じた土地利用の誘導
　地域ごとに異なる成り立ちや特性、住民の意向、現況の土地利用の動向などを踏まえ、地域

地区や地区計画などの土地利用制度を活用した規制・誘導を行います。

４）集落の維持・活性化
　人口減少、少子高齢化の進行に伴い、活性化に課題を抱えている市街化調整区域の集落にお

いては、集落の生活環境、周辺環境などに配慮しながら持続可能な集落を形成し、維持できる

よう適切な土地利用に努めます。

　計画的な土地利用が行われ、秩序あるまちづくりができている。

（１）計画的な土地利用の推進方針

項　　　目 基準値 目　　標　　値

土地利用に関するルールの数
（単位：箇所）

平成19年

16

平成 22年

18

平成 26年

20

注：第１次佐賀市総合計画［合併改訂版］に準ずる
※平成19年基準値（16箇所）……特別用途地区、高度地区、高度利用地区、風致地区、
　　　　　　　　　　　　　　　　　地区計画、建築協定などの箇所数

基本的な考え方

基本方針

成果目標
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6章 主要な都市計画決定の方針

　本市には、南の有明海や嘉瀬川や筑後川、平野部の田園やクリーク、そして北部の山林

に至る身近に残された豊かな自然や、歴史を感じさせるまちなみなど様々な特徴がありま

す。こうした本市の特色ある景観資源・歴史資源や地域の特性を活かしながら、『自然とま

ちが織りなす美しい佐賀づくり』を基本目標に「みどり」と「みず」、「まち」の共生を目

指す３つの基本方針、５つの視点を示し、都市計画法、景観法、歴史まちづくり法等を活

用した、魅力あふれる美しい景観形成の保全・創出を行います。また、その実現のために、

市民・事業者・行政が『協働』で取り組むことにより推進していきます。

１）自然と歴史を大切にする
　佐賀市には、みどり豊かな脊振山麓、多布施川などの水辺、クリークが縦横無尽に走る広大

な田園などの自然や近世城下町として培ってきたさまざまな歴史・文化の資源や面影、風情あ

る温泉街などがあり、多くの市民に親しまれています。

　こうした自然や歴史・文化を佐賀の景観の基礎となる心象風景の一つとして、また安らぎと

憩いの空間として大切にしていきます。

２）うるおいあるまちをつくる
　佐賀市内にある人々が集い賑わう商業地、その周辺の落ち着いた住宅地や風情ある集落は、

山なみや田園のみどり、河川やクリークなどの水辺、歴史・文化と一体的にまとまりをもって

形成されてきました。

　人々が暮らしや活動に季節感を感じることができるよう、街路樹や生垣などによりまちに花

やみどりがあふれ、祭りや伝統行事が息づくうるおいあるまちをつくっていきます。

3）美しく快適なまちなみをつくる
　佐賀市はこれまで、県都として佐賀県内の政治・経済・文化の中心となる魅力的なまちを形

成し、人々が暮らし、集い、活力を生み出してきました。

　今後も、まちなみ全体と調和、デザインされた建築物をはじめ、コントロールされた広告物

などにより、佐賀の個性や魅力を高め、人々のまちへの愛着と誇りを引き出すような美しく快

適なまちなみをつくっていきます。

（２）美しい景観形成の方針

基本的な考え方

基本方針
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①山から海までつながる広がりある景観づくり
　市を形づくる「みどり豊かな山なみ」「田園」「山、田園・市街地、海を結ぶ河川」「豊かな

自然あふれる干拓地・干潟」など広がりのある骨格的な景観を守ります。

②暮らしを豊かにする身近な景観づくり
　昔ながらの集落環境や閑静な住環境を維持しながら、うるおいと安らぎを感じる地域景観

を育てます。

③歴史と文化が香る風格ある拠点景観づくり
　佐賀城周辺の城下町としての面影、昔ながらの町割を残す長崎街道を始めとする各地に点

在する歴史・文化資源を活かしながら、風格と魅力あるまちなみを形成していきます。

④賑わいと活力あふれるまちなか景観づくり
　駅からのびるシンボルロードや商業・業務施設が集まる市街地を中心に、人々が出会い、

集い、賑わうための快適なまちなか景観を育みます。

⑤まちをつなぎ、人を迎える道の景観づくり
　周辺市町とつながる国道 263号、国道 34号及び新しい都市の賑わいを創出している環

状線等は、沿道が一体となった快適な道路景観をつくります。

市内はまちなみが整い、良好な景観が形成されており、市民は美しいまちだと感じている。

項　　　目 基準値 目　　標　　値

地域のまちなみは整い、良好な景観
が形成されており、美しいと感じて
いる市民の割合（単位：％）

平成19年

54.9

平成 22年

55.0

平成 26年

60.0

注：第１次佐賀市総合計画［合併改訂版］に準ずる

成果目標

5つの視点
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6章 主要な都市計画決定の方針

　道路や鉄道、バスなどの公共交通機関は、多様な都市活動を支える基盤であり、利用者

の利便性、効率的な交通処理、地球環境問題などの観点から適正に配置して行く必要があ

ります。

　本市においては、主に主要幹線道路と市道との交差点においての交通渋滞や、歩行者や

自転車の安全性の確保、また超高齢社会に対応した交通政策などといった課題があげられ

ます。

　このような課題を踏まえ、市内外の円滑な自動車移動を促す道路ネットワークを形成す

るとともに、歩行者や自転車が安全で快適に移動できる人にやさしい交通体系の形成や今

後の社会情勢に対応した公共交通機関の整備を図ります。

１）公共交通の利用促進
　地球規模での環境問題や超高齢社会に対応して、鉄道やバスなどの公共交通機関の必要性が

高まっていることから、自動車を運転しない人の移動手段の確保のためにも、生活交通路線の

維持・存続に努めるとともに、利用者の減少が著しい公共交通機関であるバスの利用促進に向

けた様々な方策を講じていきます。

・ニーズにあった公共交通サービスの提供

　バスの運行本数や運行時間帯、経路の適正化を図るとともに、鉄道輸送機関との連絡強

化を図るなど、関係機関との連携のもと、サービスの向上に努めます。

・公共交通利用促進のための環境改善

　鉄道駅、バス停などの交通結節点などにおいて、わかりやすく安全に、公共交通手段が

利用できるような環境改善を図ります。

・コミュニティバスなどの検討

　山間部をはじめとする交通空白地帯の解消や高齢者などの移動の円滑化を図る観点から、

教育・文化施設や医療・保健・福祉施設などを巡回するコミュニティバスの運行など、多

様なニーズに対応した公共交通手段について検討します。

２）都市間及び市内地域交流に寄与する道路ネットワークの構築
　広域幹線道路や幹線道路の整備促進により、体系的な道路ネットワークを構築し、都市間及

び市内の交通の円滑な処理を目指します。

・幹線道路の整備促進

　地域間を結ぶ幹線道路において、国、県と連携しながら計画幅員の未整備区間や歩道未

整備区間など未改良区間における改良・整備を進めるとともに、交通渋滞箇所での交差点

改良を進めます。

（３）交通体系整備の方針

基本的な考え方

基本方針
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・アクセス道路の改良

　他都市と結ぶ広域的な道路とのアクセス道路の改良を進めます。

３）歩行者に配慮された交通空間の形成
・歩道などのバリアフリー化の推進

　主要な歩行者ルートとなる道路では、高齢者や障がい者の社会参加や外出機会の向上に

も役立つように、憩いの空間の創出や移動のしやすさに配慮し、歩道などのバリアフリー

化を図るなど、質の向上に努めます。

４）生活道路の整備による安心・快適な移動の確保
　道路の拡幅改良、自転車走行・駐車空間の整備など安心・快適な交通環境を実現します。

５）環境にやさしい自転車環境の整備
　自転車は、環境にやさしく、健康的で経済的であり、幅広い年齢層で利用できる乗り物です。

佐賀市南部においては、平たんでまとまりある市街地という地形的特性を活かして、自転車を

安心かつ快適に利用できる環境整備を進めます。

・歩行者・自転車が利用しやすい道路への改善

　あらゆる人が安全に移動できるように、歩道と車道との間の段差解消を図るなど既存歩

道の改良に努めます。

・駐輪施設の整備

　商店街周辺などでは路上駐輪が見られることから、駐輪需要に応じた施設整備を行って

いきます。

・自転車利用空間ネットワークの整備

　自動車・自転車及び歩行者を基本的に分離する道路や、自転車が自動車や歩行者と道路

空間を共有するコミュニティ路線の環境整備を行い、自転車利用空間のネットワークを形

成していきます。

　市民は、公共交通機関を快適に利用でき、主要な場所へスムーズに移動することができる。

項　　　目 基準値 目　　標　　値

公共交通機関の利用者数
（単位：万人）

平成19年

266.1

平成 22年

266.4

平成 26年

266.8

　地域の拠点間や市内の道路を快適で安全に通行できる。

項　　　目 基準値 目　　標　　値

地域拠点間や市内の道路を快適で安
全に通行できていると感じている人
の割合（単位：％）

平成19年

48.4

平成 22年

55.0

平成 26年

60.0

注：第１次佐賀市総合計画［合併改訂版］に準ずる

成果目標
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6章 主要な都市計画決定の方針

　公園や緑地は、自然的な環境の中で、休息を取ったり、散歩や遊び、レクリエーション

活動を行える場であったり、環境の保全や災害の防止の場であったりと、いろいろな機能

があります。

　公園や緑地が持っているこれらの機能を活かして、山林や有明海、河川、クリークなど

の自然資源を保全するとともに有効に活用し、市民に憩いとやすらぎを与え、多様な交流

の場となる公園・緑地の形成を図ります。

１）安全で快適な公園づくり
　公園の段差や砂利道の園路、トイレなど、車いすやベビーカーで利用しにくいところや街灯

が少なく暗い公園など防犯上問題を抱える公園があることから、以下の整備を推進します。

・公園のバリアフリー化

　子どもからお年寄りまで快適に利用できるように、公園の出入り口の段差解消、トイレ

の改修などのバリアフリー化を進めます。

・公園の安全性の向上

　街灯の設置や公園内の遊具の定期的な点検、的確な施設の管理、樹木の消毒など環境に

配慮した公園の適正な管理に努めます。

２）魅力ある公園づくり
　市内には佐賀の歴史を伝える公園や、みどりと水辺の公園など特徴を持った公園があります。

　地域住民の意見などを反映しながら、地域の特性を活かし、生態系に配慮した魅力ある公園

づくりを進めます。

３）バランスのとれた公園配置
　市内には大小様々な都市計画公園がありますが、地区によっては公園が少ないところもある

ことからバランスのとれた公園整備を進めます。

・都市計画公園をバランスよく配置

　本市の市民１人あたりの都市計画公園面積は平成 19年度末で 6.65 ㎡と同年の全国平

均の 9.4 ㎡を下回っており、まだまだ少ない状況にあります。

　配置バランスや市民ニーズに配慮しながら公園の整備に努めます。　

（４）公園・緑地整備の方針

基本的な考え方

基本方針
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４）市民参加による計画的な公園づくり
　公園などの整備にあたっては、市民に親しまれる公園づくりを目指し、ワークショップ※を開

催するなど計画段階から積極的に市民参加の場を設け、市民ニーズを反映した公園づくりを進

めます。

５）樹木や樹林などの保全
　市街地に残る貴重な緑地などの保全や、名木・古木の保存、歴史を感じられるみどりの空間

の保全に努めます。

項　　　目 基準値 目　　標　　値

市民1人あたりの都市公園面積
（単位：㎡）

平成19年

6.7

平成 22年

7.6

平成 26年

8.1

注：第１次佐賀市総合計画［合併改訂版］に準ずる

成果目標

※�ワークショップ：グループ討議などを重ねて行い、参加者の意見を集約させながら一つの計画にまとめ上げて
いく方法。
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6章 主要な都市計画決定の方針

　河川は治水上の機能に加え、様々な動植物が生息する水とみどりの空間として、市民に

潤いと安らぎをもたらす機能や、震災時における避難地としての防災機能など多様な機能

を有しています。また、下水道については、生活環境の改善、水質の保全、浸水の防除な

ど都市活動を支える上で必要不可欠な施設です。本市においては、生活基盤の充実を図る

とともに、景観、環境などに配慮した水辺空間の整備や恵まれた自然環境を保全するため、

公共下水道などの普及に取り組んできました。

　今後も自然災害に対する安全性の確保や自然環境・生態系の保全に配慮し、地域の特性

を活かした水辺空間の整備を図るとともに、快適な生活環境の実現に向けた計画的な下水

道等の整備を進めます。

１）自然環境・生態系の保全に配慮した河川及び下水道雨水幹線整備
　近年豊かでゆとりのある質の高い市民生活や良好な環境を求める市民ニーズの増大に伴い、

環境や地域づくりの観点から河川及び水路の持つ多様な自然環境や水辺空間としての機能を活

かした河川及び下水道雨水幹線整備や自然環境・生態系の適正な保全を図ります。

２）下水道事業の推進による水質保全と快適な生活環境づくり
　・公共下水道事業をはじめとした下水道事業の効率的かつ効果的な推進を図り、快適で健

　　康的な生活環境の実現と公共用水域における水質の保全を図ります。

　・下水道等エリアマップ基本構想に基づき、公共下水道、農業集落排水、浄化槽の生活排水

　　処理全般を市が主体となって実施することにより生活環境の快適性を高めます。

（５）河川・下水道等整備の方針

項　　　目 基準値 目　　標　　値

水辺空間が整備され、身近な憩いの
場として利用している市民の割合（単
位：％）

平成19年

26.9

平成 22年

30.0

平成 26年

34.0

下水道普及率（単位：％）
平成19年

79.1

平成 22年

85.7

平成 26年

92.5

※下水道普及率：公共下水道、農業集落排水、浄化槽の普及状況の合算
注：第１次佐賀市総合計画［合併改訂版］に準ずる

基本的な考え方

基本方針

成果目標
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CITY PLANNING MASTER PLAN

City Planning Master Plan

　本市においては、多くの河川が流れ、下流域での治水対策や排水対策、また、山間部に

おけるがけ崩れや土砂災害、沿岸部における高潮などの災害に対する防止対策が重要な課

題となっています。

　地震災害や水害、土砂災害、火災などから市民の生命と財産を守り、安心して暮らせる

ように、災害に強い都市の形成を図ります。

１）震災・火災対策のまちづくり
　道路や公園、河川は、災害時の避難路や避難地、延焼遮断の防災のための空間としての機能

を備えており、都市計画の側面から震災・火災対策として幹線道路、都市公園、河川の整備を

図る必要があります。

・防災性に配慮した市街地の改善

　狭あいな道路が多く ､沿道に老朽建築物が密集する地区では ､地区計画や防火地域・準

防火地域の指定などにより、耐火性の高い住宅市街地への誘導や、避難路 ･避難地となる

生活道路や公園などの整備と一体的な改善を図ります。

　また、倒壊による危険性を低減するため、ブロック塀の撤去や生垣化を促進します。

・延焼遮断帯の形成と避難路の整備

　道路は、災害時の避難路、火災延焼の遮断、消火活動や救急活動などの緊急活動空間と

しての機能を有していることから、避難場所とのネットワークに留意しながら整備を図り

ます。

　また、延焼遮断帯としての緑地や災害時の避難場所としての機能を持つ公園整備を、配

置バランスや利用者ニーズに配慮しながら推進していきます。

２）水害対策のまちづくり
　本市の河川の下流域においては、低平地であり、排水が悪いことから集中豪雨時などにおい

ての治水対策や排水対策を図る必要があります。

・地域の防災力の向上

　自治会等の組織を中心とした自主防災組織の育成や防災ボランティアの育成を進める

とともに、洪水ハザードマップの作成など、水害等に関する情報を提供することで、市

民の防災意識の向上を図ります。

・河川改修など水害対策の実施

　平野部における内水排除対策や河川改修などの河川整備、沿岸部における高潮対策な

ど治水のための基盤整備を実施します。また、集中豪雨などにおける浸水被害を防除す

るため、公共下水道事業を計画的に推進します。

（６）防災対策のまちづくりの方針

基本的な考え方

基本方針
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6章 主要な都市計画決定の方針

３）土砂災害対策のまちづくり
　集中豪雨などによる土石流や、急傾斜地での崩壊などの災害防止のために必要な整備を図る

とともに、危険区域の周知などにより人的被害の軽減を図ります。

・災害情報の周知

　災害の発生や被害の拡大を未然に防ぐため、災害危険箇所の把握や、市民への災害に

関する正しい情報の周知に努めます。

・土砂災害の防止

　砂防事業や急傾斜地崩壊防止事業などの推進により、荒廃した山地などの土砂流出、

集中豪雨などによる土石流、急傾斜地での崩壊などの災害防止に努めます。

項　　　目 基準値 目　　標　　値

河川整備による氾濫防止面積の解消
率（単位：％）

平成19年

76.1

平成 22年

84.8

平成 26年

95.9

急傾斜地対策事業による危険箇所解
消率（単位：％）

平成19年

54.9

平成 22年

57.7

平成 26年

61.1

注：第１次佐賀市総合計画［合併改訂版］に準ずる

成果目標


