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　主要な都市機能が集積し、一定の社会基盤の

整備が整っており、周辺地域からの鉄道、バス

などの公共交通機関の活用が可能であるなど、

自動車利用者以外の人にとっても利便性の確保

が図れるゾーンです。

　商業、業務機能の施設のみでなく、都市型住

宅をはじめ、行政、文化、教育、医療福祉、観

光など多様な都市機能の集積により、まちとし

ての魅力を高めていきます。

　市街地の拡大や車社会の進展、消費者の行動

エリアの拡大、大規模集客施設※の郊外立地な

どにより、まちなかの空洞化が進行しています。

まちなかの衰退は、市域全体の活力やまちのあ

り方にも大きな影響を及ぼします。

　にぎわいや様々な人々との交流が生まれ、活気あるまちなかの形成を図るには、安心、便利

で魅力あるまちづくりが必要となってきます。

　このためには、都市計画の観点からまちなかの魅力を高め、住む人を増やし、来る人を増やす、

そして、まちのにぎわいを創出するためには郊外に立地する大規模集客施設などの広域的な都

市機能を制限するといったことが重要となってきます。

（１）まちなかゾーン (中心市街地 )

図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

田園集落ゾーン

住居ゾーン住居ゾーン

まちなかゾーンまちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

※大規模集客施設：床面積1万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場など。

・大規模集客施設の適正な誘導

・ゆとりあるまちなか居住の推進
・多様な居住ニーズに対応した市街地の実現
・団塊の世代を含めた様々な世代の定住促進
・安心して快適に暮らせる生活環境の整備
・空き家・空き店舗などのストックの有効な活用策の検討

・市内外との交流の中心となるにぎわい空間の形成
・歩行者に配慮されたまちなか交通空間の形成
・まちなかシンボル景観の形成

基本方針①：住む人を増やす

基本方針②：来る人を増やす

基本方針③：にぎわいのある
　　　　　　まちを再生する

背景と課題

施策の体系
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City Planning Master Plan

■ゆとりあるまちなか居住の推進
　人口減少が中心市街地の衰退の一因となっていることから、訪れる人だけのまちづくり

ではなく、住む人のためのまちづくりも必要です。今後は生活利便性の高い中心市街地及

びその周辺への住み替えを希望する高齢者などが増えていくことも予想されます。

　大都市圏に多くみられるような林立する高層マンションなどの共同住宅ではなく、青空

が広く見える住まいの環境の確保を図りながら、佐賀らしいゆとりのあるまちなか居住の

実現を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

◇都市型住宅を誘導する際には、高さや規模などで圧迫感をあたえないゆとりややすらぎ

を大切にし、周辺の環境や景観との調和に配慮します。

　→�ゆとりを持たせるためのオープンスペースや身近な公園・広場の確保、壁面後退など

の誘導、総合設計制度※適用の検討、地区計画※の活用　など

◇利便性が高くなるように、職場と住宅が近接するようなまちの空間を誘導します。

◇住まいの安全性や防火性が高まるような環境を誘導していきます。

　→�市街地の防火性を高めるような誘導や、ブロック塀を生垣に変えたり、空地を確保す

るための地区計画の検討、防火地域※の見直し ､地区計画 ､緑地協定※の活用など

　●基本方針①：住む人を増やす

図　職・住・遊のバランスがとれたまちなか

※�総合設計制度：一定規模以上の敷地面積を有し、一定の割合以上の空地をともなった優良な建築物に対し、容
積率、斜線制限、高さを緩和できる制度。
※�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。
※�防火地域：市街地の火災の危険性を防ぐため、建築物を構造面から規制する地域。主として商業地域などの高
密度の土地利用が行われる市街地に指定される。
※�緑地協定：都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について、土地所有
者などの全員の合意により協定を結ぶ制度。
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こんな暮らしも

想像されます

（イメージ例）
◇�職場まで歩いていけるマンシ
ョンに住み、商店や病院、趣
味の教室も近くて便利である。

　�　休日には近くの公園や図書
館などでのんびり過ごし、近
所の子どもたちの家族や高齢
者夫婦など様々な世代との交
流も楽しめる。

※�用途地域：土地の合理的利用を図り、良好な環境を確保するために、地域ごとに建築物の用途や大きさなどを
規制する制度。
※�団塊の世代：1947年〜 1949年ごろの第一次ベビーブーム時代に生まれた世代。他世代に比較して人数が
多いところからいう。
※�三大都市圏：東京圏（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）、大阪圏（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県）、中
京圏（愛知県、岐阜県、三重県）。
※今後の居住、活動の意向に関するアンケート調査：資料。国土交通省 ｢都市・地域レポート2006｣。
※UJI ターン：主に就職（転職）などによる移転形態の呼称。基本的には大都市から地方への移動を指す。

■多様な居住ニーズに対応した市街地の実現
　若者から高齢者まで、多様な世代が集まって暮らすことを可能にするため、徒歩圏内で日常

サービスが受けやすいまちなかにおいて、高齢者向けの住宅や単身者向け、多世代居住向けな

ど多様な住宅の立地を誘導していきます。

　〇施策の内容と取り組み

◇様々なライフスタイルに対応できるような多様な住宅立地を誘導します。

→住宅に係る容積率を緩和する地区計画の活用、用途地域※の見直し、建ぺい率・容積率

の見直し　など

■団塊の世代を含めた様々な世代の定住促進
　人口規模で他の世代を上回っている団塊の世代※は、2005年時点において、総人口の約５％

（678万人）を占めており、その内約半数（342万人）が三大都市圏※に居住しています。この

ような団塊の世代が、今後どのような地域での居住を選択し、どのような生活をおくるのかは、

各地域におけるまちづくりにも影響を与えます。

　三大都市圏居住の団塊の世代を対象にした今後の居住、活動の意向に関するアンケート調査※

によると、今後の住まい方として、海や山に近いところや地方都市への移住希望が高い傾向に

あるなど、佐賀市へのUJI ターン ※のニーズの増大も期待されます。

　合併により誕生した新しい佐賀市は、北部の山や森林、南部の有明海、そして、南北を貫く

嘉瀬川水系に広がる田園地帯など豊かな自然に恵まれており、各ゾーンにおいて多様な居住ニ

ーズへの対応が可能なまちでもあります。

　特にまちなかにおいては、主要な都市機能が集積し、利便性の確保が図りやすいことから、

まちなかとしての魅力をより一層高めていくことにより、団塊の世代を含めた様々な世代の定

住促進を図ります。
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■安心して快適に暮らせる生活環境の整備
　若者から高齢者まで誰もが安心して暮らせるような、歩いて暮らせる便利なまちなか居住の

実現のため、住む人の憩いや集いの空間の確保、まちなかのバリアフリー化、さらには病院や

保育所などの利便性の高い施設を誘導するなど、まちなか居住の魅力の向上に努めます。

　〇施策の内容と取り組み

◇佐嘉・松原神社周辺や長崎街道沿いなどの歴史性が感じられる場所などでは、憩いや集

いの空間となるように、オープンスペースの確保や緑化のための誘導を進めます。

→地区計画・建築協定※・緑地協定※の活用など

◇市街地の改善に併せて、地区内の道路、公園、水辺などに快適な場所の確保の誘導を進

めます。

→歩道や公園などのバリアフリー化、水辺空間の整備　など

◇公共用地での緑化推進や民有地の緑化を支援します。

→緑地協定の活用　など

■空き家・空き店舗などのストックの有効な活用策の検討
　中心市街地では、空き店舗が多く、まちなかの空洞化を招いています。しかし、その一方で、

中心市街地を盛り上げていこうとするＮＰＯや市民活動団体、個人などが自主的なイベントや

シンポジウムを行い、さらには、空き店舗を活用して新しい店舗や展示場にするなどまちなか

には新しい動きも出てきています。このようなことから、空き家・空き店舗などのまちなかの

ストックの有効な活用策を検討していきます。

　〇施策の内容と取り組み

◇中心市街地の空き家や空き店舗の現況を把握し、その情報を発信するなど活用策を検討

していきます。

　また、空き家などについては、まちなかに限らず各ゾーンにおいても生じている問題

であり、取り組むべき重要な課題として検討していきます。

図　まちなかのオアシス松原川

※�建築協定：区域の土地所有者や借地権者などが、自主的に区域内の建築物の構造やデザインなどについて建築
基準法の規定により、細かく基準を定める協定。
※�緑地協定：都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について、土地所有
者などの全員の合意により協定を結ぶ制度。
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■市内外との交流の中心となるにぎわい空間の形成
　まちなかの衰退は、市域全体の活力やまちのあり方に大きな影響を及ぼします。この懸念を

解消するために、若者から高齢者までの多様なニーズに対応するなど、市内外の人たちが集ま

ってくるようなにぎわい空間が必要です。

　中心市街地において、商業・業務・サービス機能など多様な機能の集積・強化を図るとともに、

今後団塊の世代をはじめとした交流人口の増加も見込まれることから、まちなか観光、伝統・

文化など地域資源の有効活用により、まちなかへの集客力の向上を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

◇買物客の回遊性に配慮した、まとまりのある商業機能の立地を誘導します。

→商業地域の見直し、商業地域外延部の住居系用途への変更の検討

◇市域全体にとって必要な役割をもつような公共公益施設は、利便性が高いこのゾーンへ

の重点的な立地を誘導していきます。

→特別用途地区※の活用　など

◇中心商店街では、住まいと店舗が一体となるような複合施設や連続性のある商店街の形

成を誘導します。

→連続性のある商店街の形成や憩いの空間の創出のための建築物の形態の誘導

　地区計画の活用　など

◇土地の有効利用を図る際には、適度なオープンスペースや建築物の密度に留意していき

ます。

→�商業施設の景観のための誘導、適度なオープンスペースの確保のための誘導

　地区計画の活用　など

　●基本方針②：来る人を増やす

図　住む人や訪れる人の交流の場

※�特別用途地区：用途地域を補完するもので、地区にふさわしい特定の用途の誘導や環境の保護を図るために、
用途地域の制限の強化または緩和が行われる地区。
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■歩行者に配慮されたまちなか交通空間の形成
　まちなかの居住者だけでなく、地区外から訪れる人や子ども、高齢者などにとっても、わか

りやすく安全・快適なまちと感じられるように、憩いの空間や歩きやすさに留意した環境整備

に努めるとともに、まちなかにおける各施設や公園などと連携した歩行者の回遊性の確保を図

ります。

　〇施策の内容と取り組み

◇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ていくことで質を高めま

す。

→歩道などのバリアフリー化※

◇中心商店街や主要な公共施設などを自転車で回遊できるような環境を形成します。

◇移動のしやすさとともに、目的地へのわかりやすい情報案内の仕組みを検討します。

■まちなかシンボル景観の形成
　快適な環境は、まちの個性化につながります。そこで、美しい都市景観の形成がまちの発展

のためには重要となります。

　城下町として発展してきた歴史性、平たんな水網都市としての風景などを守り育てていくこ

とで、市民のまちへの愛着や郷土愛を育み、佐賀市ならではのまちを残していきます。

　〇施策の内容と取り組み

◇お濠に囲まれた城内地区は、水やみどりの自然空間と歴史的雰囲気を醸し出す市民のシ

ンボル拠点として景観の魅力を高めていきます。

◇佐嘉・松原神社周辺地区では、周辺環境に調和した建築物の誘導を図ります。

◇長崎街道沿いでは、形態・デザインの統一など、歴史的なまちなみの連続性を高めます。

→地区計画、建築協定の活用、都市景観形成地区の検討　など

◇歴史的建造物の修復や再生を図り、市内外からの集客力向上のための手法を検討します。

※�バリアフリー化：社会生活をしていく上での、障壁（バリア）となるものを取り除き、高齢者や障がい者に
やさしいまちの環境や制度をつくること。

図　城内地区のお濠
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■大規模集客施設の適正な誘導
　都市の持続的発展に欠かせない中心市街地の再生のためには、商業、業務、居住、行政、文

化など多様な都市機能が中心市街地に集積することが必要です。

　近年、市街地縁辺の郊外に大規模集客施設※が立地してきており、中心市街地の衰退の一つの

要因となっています。平成 18年の都市計画法などの改正においては、広域的に都市構造やイン

フラに影響を与える大規模な集客施設に係る立地制限の強化が行われ、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㎡を超える店舗、劇場、

飲食店などは原則として建築できないものとなりました。

　今後は本市においても、人口減少、少子高齢社会に対応した持続可能なまちづくりに向けて、

広域的な影響を与える大規模集客施設の適正な誘導を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

◇本市においては、複数の既存の大規模集客施設が立地しています。また、大規模集客施

設が立地できる用途のうち準工業地域については、市街化区域に広く分散している状況

にあります。

　このため、今後の準工業地域への大規模集客施設の立地は、現在の状況を勘案すると

中心市街地へ与える影響が大きなものになると考えられることから、今後は大規模集客

施設の立地制限を強化していきます。

→準工業地域の用途の見直し、特別用途地区※、地区計画などの活用の検討　など

　●基本方針③：にぎわいのあるまちを再生する

※大規模集客施設：床面積１万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場など。
※�特別用途地区：用途地域を補完するもので、地区にふさわしい特定の用途の誘導や環境の保護を図るために、
用途地域の制限の強化または緩和が行われる地区。
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　みどりや水などの自然環境との調和に配慮

し、各地域で生活圏が成り立つようなバランス

のとれた住宅地として市街地の形成を図るゾー

ンです。

　市街化区域内の住居系用途を主とする区域を

範囲とします。

　これまで、人口増加や車社会の進展などを背景として、郊外部に住宅地などが広がってきま

した。しかしながら、人口減少や少子高齢社会を迎える中においては、生活の多様なニーズに

応えられる、住み続けたい、住みたいと思えるようなまちとしての魅力を高めることが重要と

なってきます。

　地域の資源や既存の施設を有効に活用しながら、まちとしての付加価値を高めていき、それ

ぞれの地区の特性を活かして、水やみどりに囲まれ、歴史的なおもむきなどを大切にした美し

いまちなみを形成することが大切です。

（２）住居ゾーン

図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

大和副拠点

田園集落ゾーン

住居ゾーン住居ゾーン

まちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

図　住居ゾーンのイメージ

背景と課題

施策の体系

・水・みどり・歴史の資源を活かした市街地環境の
　向上

基本方針①：住み続けたい環境
　　　　　　をつくる

基本方針②：住みたい環境
　　　　　　をつくる

基本方針③：地域資源を活かした
　　　　　　住環境をつくる

・住み続けることができる暮らしやすいまちづくり
・世代交流のあるまちづくり

・ゆとりや快適性の感じられるまちなみの形成
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■住み続けることができる暮らしやすいまちづくり
　これからのまちづくりは、少子高齢社会の進行など、今後の社会情勢の変化に対応した持続

可能な暮らしやすいまちづくりを目指します。また、住宅地のみ、商業地のみといった単一の

機能集積が進むと、｢自動車で移動しないと買物ができないなど日常サービスが身近に受けられ

ない ｣、｢近所は店舗や事業所ばかりで地域に暮らす人も知り合いも少ない ｣などといった問題

が生じるおそれもあります。

　生活の多様なニーズに応えられる都市機能がバランスよく混在し ､住み続けることのできる

地域社会の形成を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

◇日常の買物や、医療、福祉、教育など必要な生活機能を地域に整えることにより、より

身近なところで日常生活ができる利便性の高い市街地の形成を図ります。

→用途地域※の見直し、特別用途地区※、地区計画※の活用　など

◇市全体の用途のバランスや影響を勘案して ､日常生活圏の形成にふさわしい幹線道路沿

道の土地利用が図られるよう、その誘導方策を検討します。

→用途地域の見直し、特別用途地区の見直し　など

　●基本方針①：住み続けたい環境をつくる

図　身近なサービス施設を中心とした生活圏のイメージ（例）

※�用途地域：土地の合理的利用を図り、良好な環境を確保するために、地域ごとに建築物の用途や大きさなどを
規制する制度。
※�特別用途地区：用途地域を補完するもので、地区にふさわしい特定の用途の誘導や環境の保護を図るために、
用途地域の制限の強化または緩和が行われる地区。
※�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。
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■世代交流のあるまちづくり
　世代間交流の場となる公園や文化教養施設、運動施設などの整備や誘導、また、学校や福祉

施設などでの世代交流をとおして若者から高齢者まですべての人が、みどり豊かで安全・快適

な質の高い生活環境を享受できるまちづくりを目指します。

　さらに、世代を問わず、誰もが安心して暮らすことができる社会を実現するには、お互いに

ふれあいを大事にしながら地域社会とのかかわりを持ち、その一員として責任を果たしていか

なければなりません。

　今後、様々な技術や知識を有する団塊の世代の退職期を迎える中、若年層や子育て層を含め、

それぞれの地域で、今まで培ってきた経験を活かしたまちづくりが期待されます。

こんな暮らしも

想像されます

（イメージ例）
◇�生垣が連続する閑静でゆったりとした敷地の住宅地に住み、まちなかの会
社まで自転車で通勤している。町内の行事では、イベントや清掃活動に参
加し、子どもたちはおじいちゃんおばあちゃんからいろいろなことを教え
てもらい楽しんでいる。
　最近では、住民同士の交流が深まり、まちづくりのルールづくりに取り
組んでいる。
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■ゆとりや快適性の感じられるまちなみの形成
　良好な住環境が維持されている地区や課題を抱える地区など様々な地区が存在していますが、

ファミリー世帯がゆとりを持って暮らせる広い住宅地など、それぞれの地区特性に応じて住み

心地のよい住宅地となるように、地区全体でゆとりや快適性を高めていきます。

　〇施策の内容と取り組み

◇住宅地にゆとりをもたせるため、敷地の細分化や狭小な戸建住宅の防止や、住宅の敷地

の周囲を生垣にするなどみどり豊かな住宅地を誘導していきます。

　→地区計画の活用　など

◇マンションと戸建住宅など異なる用途や形態の建築物が混在することによって、住環境

の悪化が予想される場合には、ぞれぞれの地区で適切なルール化を促進します。

　→地区計画の活用　など

◇不規則な建築物の乱立などで全体的な統一が損なわれないように、良好な住宅景観形成

のための誘導を図ります。また、より望ましい地区景観を形成するため、地域の合意に

基づくルールづくりを促進します。

　→地区計画の活用、建築協定※、緑地協定※の活用　など

◇ゆとりある良好な住宅景観を維持・形成する必要がある地区については、不適切な高層

住宅の立地を防ぎます。

　→用途地域の見直し、高度地区※の指定の検討　など

　●基本方針②：住みたい環境をつくる

図　良好な住環境を維持するルール化のイメージ（例）

※�建築協定：区域の土地所有者や借地権者などが、自主的に区域内の建築物の構造やデザインなどについて建築
基準法の規定により、細かく基準を定める協定。
※�緑地協定：都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について、土地所有
者などの全員の合意により協定を結ぶ制度。
※�高度地区：市街地の良好な環境の維持や土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度
が定められた地区。
※建ぺい率：建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。
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■水・みどり・歴史の資源を活かした市街地環境の向上
　それぞれの地域に存在している河川、みどり、歴史などの資源は、地域の貴重な財産として

積極的に活用し、個性と魅力のある市街地環境の形成を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

◇河川は、市民の身近な親水の場であり、生物生息環境も多く残されています。こうした

良好な河川環境の保全を図るとともに、魅力ある親水空間の創出を図ります。

◇市街地に残る貴重な緑地などの保全や、名木・古木の保存、歴史が感じられるみどりの

空間の保全に努めます。

◇伝統的な建造物など歴史資源がある地区では、それぞれの地域特性を重視し、保全への

誘導を図ります。

→特別用途地区の活用、地区計画の活用、風致地区※の検討、都市景観形成地区※の検討

　など

　●基本方針③：地域資源を活かした住環境をつくる

図　周辺の建造物と調和したまちなみ景観のイメージ（例）

※�風致地区：都市（まち）の自然風致（樹林、水辺などの自然豊かな土地、郷土的意義の高い土地、みどり豊か
な住宅地などを含む良好な自然的環境）を維持するために指定される地区。
※�都市景観形成地区：都市景観形成上、重点的に優れた景観を創造し、また保全する必要があると認められる地
区で、その景観形成方針及び景観形成基準を定めた地区。
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　本市の ｢住居ゾーン ｣においては、２つの副拠点が位置付けられています。

　それぞれの副拠点の地域特性を活かした住環境の整備を図ります。

　本地区は、大川市を中心とする筑後川流域と一

体となって、全国有数の木工産地を形成していま

す。また、市街地内には漁村集落や、幹線道路沿

道の住宅や商業系施設の混在地などが形成され

ています。

　地場産業である家具製造を中心とする工業系

土地利用の推進を図るとともに、良好な居住環境

の整備を図ります。

■家具製造を中心とする工業系土地利用の適正な誘導
　筑後川沿いに工業地が位置していることから、住環境との調和を図りつつ適正な土地利

用の誘導に努めます。

　〇施策の内容と取り組み

【住環境への影響を考慮した工業系の土地利用】

◇工業専用地域及び工業地域に指定される大規模工場や石塚工業団地を含む地区では

　工業系土地利用の純化を高めるとともに、住宅地に隣接する場所では住環境との調和

　を図り、工場周辺の緑化を促進するなど住環境への影響を考慮した対策に努めます。

【準工業地域の用途の見直し検討】

◇準工業地域に指定される大中島の地区では、工業系、住宅系、商業系用途の混在が見ら

れることから、用途地域の見直しや特別用途地区などの活用を検討します。

◇国道 208号沿いの準工業地域においては、諸富地区の家具産業のショウルームとしての

機能強化を図るため、特別用途地区の活用などを検討していきます。

図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

大和副拠点

諸富副拠点

田園集落ゾーン

住居ゾーン

まちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

諸富副拠点・大和副拠点

諸富副拠点
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■漁村集落における居住環境の向上
　早津江川沿岸の寺井津に位置する漁村集落地においては、地区内の道路は狭く緊急車両の進

入が困難なほか、老朽化が進行している木造住宅が多く立地しています。

　また、特別工業地区※を定め海苔加工場の立地を誘導しているものの、工場と住宅が混在する

状況がみられます。

　〇施策の内容と取り組み

【地区の防災性と居住環境の向上】

◇道路や公園などの都市基盤施設の整備を計画的に行い、人や自動車の通行や緊急車両の

通行など地区の防災性や居住環境の向上を図ります。

　→特別用途地区の見直し、準防火地域の検討、地区計画の活用　など

　本地区は、九州横断自動車道・佐賀大和インターチェ

ンジがある本市の都市間交通の要衝の地となっていま

す。

　こうした交通結節機能を活かした土地利用の推進を図

ります。

■交通結節機能を活かした土地利用の誘導検討
　交通利便性の高い佐賀大和インターチェンジ周辺にお

いては、交通結節機能を活かした土地利用について検討

していきます。

　〇施策の内容と取り組み

【インターチェンジを活かした土地利用の誘導】

◇流通業務・工業などの立地需要の受け皿として、交通利便性の高い佐賀大和インターチ

ェンジを活用した流通・工業団地の形成について検討します。

大和副拠点 図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

大和副拠点

諸富副拠点

田園集落ゾーン

住居ゾーン

まちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

※特別工業地区：用途地域を補完する特別用途地区のひとつ。
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■市街地環境の整備・改善
　大和地域の生活拠点である尼寺商店街周辺地区や大和支所周辺における市街化区域において

は、生活利便施設の集積や都市機能の充実を図るとともに市街地環境を整備・改善し、拠点地

区としての魅力向上に努めます。

　〇施策の内容と取り組み

【尼寺商店街周辺地区における整備・改善】

◇現在活力が減退している尼寺商店街周辺地区については、地域の生活拠点として商業、

交流空間をはじめとする多様な機能の集積と、土地の有効活用、快適な歩行者交通ネッ

トワークの形成が図られるよう目指します。

【大和支所周辺の市街化区域における整備・改善】

◇大和支所、生涯学習センター（ウェルネス大和）、高志館高校などを活かし、公共公益施

設エリアとして、まちの中心的機能の充実を進めるとともに、誰もが訪れやすいバリア

フリー化の推進に努めます。
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　田園などの自然的な土地利用が大半である市

街化調整区域※からなるゾーンです。

　今ある良好な田園環境、自然環境は今後も市

民にうるおいと安らぎを与えるまちの資源とし

て保全、活用していきます。

　本地域は、農業従事者の減少や高齢化の進行などによる耕作放棄地の問題や、少子高齢化に

伴う集落の衰退、コミュニティ維持の問題など様々な課題を抱えています。農地転用による無

秩序な開発を防止し、優良な農業生産地の環境や田園景観を保全するとともに、集落の活力維

持やコミュニティの活性化への対応が必要です。

（３）田園集落ゾーン

図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

田園集落ゾーン
住居ゾーン

まちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

図　田園集落ゾーンのイメージ

背景と課題

施策の体系

基本方針①：美しい田園環境を
　　　　　　守り、育てる

基本方針②：集落環境を整備する

基本方針③：集落の活力の維持

・まちの資源としての優良農地の保全
・自然環境の保全と活用

・良好な集落景観の維持・形成
・集落生活環境の保全・改善

基本方針④：流通・工業団地の
　　　　　　形成

・交通結節機能を活かした土地利用

・まちなか居住とは異なる豊かな田園居住の場

※市街化調整区域：市街化を抑制する区域。
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■まちの資源としての優良農地の保全
　市民にとってうるおいと安らぎを与えるような市域全体のまちづくりの資源として、優良農

地や農村環境の保全に努めます。

　〇施策の内容と取り組み

【優良農地の保全】

◇市街化調整区域内の農地転用による無秩序な開発を防止し、優良な農業生産地の環境や

田園景観を保全します。

【都市と農村との交流や農村環境の維持管理】

◇都市と農村との交流の場としての多面的な活用策の検討や、農村環境の構成要素となっ

ているクリーク、あぜ道（農道）などの適正な維持管理により、ゆとりある美しい農村

環境を守り、育んでいきます。

　●基本方針①：美しい田園環境を守り、育てる

こんな暮らしも

想像されます

（イメージ例）
◇農作業の効率化や農地の保全を目的として集落営農をはじめた。若手の担い手が企
画した ｢安全安心な農産物 ｣のＰＲが浸透しはじめたのか最近では消費者が直接訪
れるようになった。
◇あこがれていた豊かな自然・田園環境の中で生活をはじめた。週末には自宅内の菜
園で野菜づくりに熱中している。野菜づくりを通じて様々な人との交流も生まれ、
最近では集落のコミュニティ活動も活発になってきた。
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■自然環境の保全と活用
　田園環境とともに河川やため池、樹林、里山、随所に巡らされるクリークなどの自然環境や

生物生息環境を積極的に残し、子育て世帯が子どもをすこやかに育てられるような良好な環境

形成を図るとともに、市民にとって身近に感じられる資源として保全・活用していきます。

　〇施策の内容と取り組み

【豊かな自然、歴史資源の有効活用】

◇クリーク※、ため池や史跡と一体となった樹林地などを、自然・歴史とのふれあいや憩い

の空間として活用検討します。

→森林、樹林、里山、河川、ため池、史跡の一体的な保全策の検討、風致地区※の活用　

など

【豊かな生物生息環境の維持】

◇豊かな生物の生息地、ため池、北部山麓などの環境の保全や利活用を図ります。

◇生態系や憩いに配慮した河川環境や湖畔林の保全を図ります。

図　市民意向調査　まちづくり市民アンケート（平成 21年）

【市街化調整区域の土地利用（農地等）】

78

161

302

403

667

682
農地は食糧の生産基盤であるため、生産性の

向上が図られるよう保全する

都市近郊の貴重な緑地・ゆとり空間として
田園環境・自然環境は積極的に残す

無秩序に農地が資材置場や住宅地などに
転用されることを防止する

農地の所有者の意志を尊重し、一定の
範囲内での宅地化などを許容する

宅地化の要望がある農地は積極的に
住宅地などに利用する

無回答

0 100 200 300 400 500 600 700 800

※クリーク：用水路とため池の両方の役目を持つ堀。
※�風致地区：都市（まち）の自然風致（樹林、水辺などの自然豊かな土地、郷土的意義の高い土地、みどり豊か
な住宅地などを含む良好な自然的環境）を維持するために指定される地区。
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■良好な集落景観の維持・形成
　くど造り※の民家 ､民家を囲う豊かな生垣 ､まとまった樹林地など、集落景観の顔となるよう

な地区の資源が多くあります。

　佐賀市における良好な地域資源を次世代に受け継ぐため、子どもから高齢者までの地域ぐる

みの取り組みや、地区計画※などを活用した集落単位でのまちづくりのルール化に取り組むなど

景観の維持・形成に努めます。

　〇施策の内容と取り組み

【地区の資源を活かした景観の形成】

◇�伝統的な民家の形態や生垣 ､地域の歴史的な建造物などを活かして ､個性ある集落景観

の保全と活用を図ります。

■集落生活環境の保全・改善
　地域の特性やニーズを踏まえて、周辺の集落や農地と調和したゆとりある住宅地として

の維持向上策を進めます。また、集落地においては地区の特性にあわせて生活道路や排水

処理対策などを進め、農地と調和した良好な生活環境の形成を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

【農地と調和した良好な生活環境の形成】

→地区計画の活用、建築協定※、緑地協定※の検討　など

◇川副拠点

農漁村の生産環境の整備とゆとりある良好な住環境の整備を図り、空港を活かしたまち

づくりを進めます。

◇東与賀拠点

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、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。

◇久保田拠点

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、久保田

駅周辺および主要幹線道路の沿道では、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。

　●基本方針②：集落環境を整備する

※�くど造り：佐賀平野の農村部に多くみられた葦葺きの民家。上からみた屋根の形がかまど（くど）に似ている
ことから名付けられた。
※�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。
※�建築協定：区域の土地所有者や借地権者などが、自主的に区域内の建築物の構造やデザインなどについて建築
基準法の規定により、細かく基準を定める協定。
※�緑地協定：都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について、土地所有
者などの全員の合意により協定を結ぶ制度。
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■まちなか居住とは異なる豊かな田園居住の場
　原則として開発が抑制されている市街化調整区域においては、人口減少や少子高齢化により、

集落のコミュニティが衰退する地域があるなど、集落の活力の維持といった観点からの対応が

求められています。

　また、市民の居住ニーズの多様化に伴い、豊かな自然・田園環境に囲まれた生活を望む市民

も少なくなく、このような環境や土地の価格面などから周辺市町へ転出する人も見られます。

　このような状況から、豊かな自然・田園環境の中で新たに持ち家を取得したい若年世帯や田

舎暮らしをしたい定年退職した高齢者夫婦世帯など、利便性の高いまちなか居住とは異なるも

う１つの選択肢として、市街化調整区域を自然・田園空間の保全とそれを享受できる豊かな田

園居住の場として捉え、原則として開発を抑制するという市街化調整区域の基本的性格を踏ま

えた上で、適切な規制・誘導方策の展開を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

【市街化調整区域における適正な宅地の誘導】

◇集落地において、集落の活性化が図れるよう都市計画法第 34条第 11号 ※などの条例や

　地区計画の運用などにより適正な宅地誘導を行い、それ以外の無秩序な宅地開発は抑制

　していきます。

　●基本方針③：集落の活力の維持

■交通結節機能を活かした土地利用
　交通利便性の高い九州横断自動車道・佐賀大和インターチェンジ周辺は、都市間交通の

要衝の地となっています。この地区の市街化区域に近接する市街化調整区域においては、

交通結節機能を活かした土地利用の誘導の検討が求められています。

　市街化調整区域は原則として開発を抑制する区域ですが、周辺の自然環境との調和や周

辺の集落の活性化、生活環境に留意しつつ、流通・工業団地の適正な誘導を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

【大和町福田地区における工業団地の形成】

◇市街化調整区域における地区計画を運用し、大和町福田地区において流通・工業団地

　の形成を行い、産業の振興を図ります。その後、新たな流通・工業団地の形成の必要

　性が生じた場合には、市街化区域縁辺部において検討を行います。

　●基本方針④：流通・工業団地の形成

※�都市計画法第34条第 11号：市街化調整区域において、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域の
うち、開発可能な区域及び建築物の用途などを条例で定めることにより開発行為を許容するもの。
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ただし、次の区域は除かれます。
・優良な農地
・保安林などの優れた自然風景の維持など
　のために保全すべき区域
・災害の発生のおそれのある区域　　など

市街化調整区域

市街化区域

おおむね50以上の建築物
が連たんする地域

必要性など
人口減少や少子高齢化により、
集落のコミュニティが衰退する
地域があるなど、集落の活力の
維持といった観点からの対応が
求められていました。

区域指定などの基本的な考え方
〇すでに相当程度道路などの公共施設が整備されており、お　
おむね50 以上の建築物が連たんしている地域

〇周囲の環境の保全上支障がない建築物の用途
〇優良な農地や優れた自然の風景を維持するなどのため保全
すべき区域、災害の発生のおそれがある区域を含まない。

◇都市計画法第 34条第 11号などの条例

　上記の基本的な考え方を踏まえ、周囲の環境の保全上支障がないよう建築物の用途を
定めた都市計画法第 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）を平成 20年７月 1日から施行しています。

◇市街化調整区域における地区計画運用基準の活用検討　

　市街化調整区域の性格を保持しつつ、区域の実情に応じた秩序ある土地利用を図る必要があ

る区域（既存集落地などにおいて、無秩序な土地利用が行われるおそれのある区域など）など

については、市街化調整区域における地区計画運用基準に基づく地区計画制度の活用を検討し

ます。

図　地区計画の活用イメージ
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　豊かな有明海の自然環境を保全し、新たな観

光資源として活用を図り、優良な農地と水産資

源を活かした食糧生産の場として期待されるゾ

ーンです。

　本地域は、有明海の最奥部に位置しています。

有明海は潮の満ち引きの差が約６ｍに達する日

本一の干満差と干潮時に４～６㎞沖までできる

干潟を有し、渡り鳥やムツゴロウ等の珍しい生

物が生息する貴重な海です。

　また、有明海に注ぐ筑後川や嘉瀬川などから

の栄養豊かな水と遠浅の海岸を利用した海苔

養殖が盛んです。

　さらに、本地域は有明海の干拓によって形成

された肥沃な土地で、昭和 41年から始まった

圃場整備事業により農地の整備が進められ、農

業の生産性の向上と近代化が図られています。

　一方、有明海に面して有明佐賀空港、周辺には筑後川昇開橋、三重津海軍所跡、佐野常民記

念館、干潟よか公園、特産物直売所などが点在し観光・レクリエーションの場として期待され

ていることから、自然環境の保全と観光振興との調和を図って行くことが必要です。

（４）有明海沿岸ゾーン

図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

田園集落ゾーン

住居ゾーン

まちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

背景と課題

施策の体系

基本方針①：豊かな自然環境を
　　　　　　守り続ける

基本方針②：都市との交流を育む

・ 有明海や河川の水辺環境の保全

・ 有明佐賀空港の利用促進
・ 都市と農漁村との交流

基本方針③：生産拠点として
　　　　　　土地を活用する

・ 生産活動の場としての優良農地の保全
・ 豊かな海を活用した水産業の振興
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■有明海や河川の水辺環境の保全
　有明海は、日本一の干満差と広大な干潟、「潟（ガタ）土」と呼ばれる堆積土で覆われた超軟

弱地盤が特徴で独自の自然環境を形成しています。しかし、近年有明海を取り巻く環境は非常

に悪化しており、その再生と保全が緊急の課題になっています。

　また、有明海へ流れ込む筑後川や嘉瀬川等の河川や平坦部を縦横に走るクリークは、佐賀市

の治水機能を有するとともに、市民にやすらぎや潤いを与える癒しの空間でもあります。これ

らの水辺環境の保全に努めます。

■有明佐賀空港の利用促進
　有明佐賀空港は、福岡空港を始めとする隣接空港との機能分担やアクセス道路の整備等によ

る空港の利用促進を図るとともに、周辺環境との調和を保ちながら物流拠点としての土地利用

について検討します。

■都市と農漁村との交流
　南部の有明海沿岸一帯は、豊かな自然環境を有し、筑後川昇開橋、三重津海軍所跡、佐野常

民記念館、干潟よか公園、特産物直売所などの多様な地域資源を有しています。

　佐賀の玄関口の有明佐賀空港が本ゾーンの中央に位置していることから、観光・レクリエー

ション、農漁村との交流などいろいろな面から交流人口を増やし、活気ある地域づくりを進め

ます。

　●基本方針①：豊かな自然環境を守り続ける

　●基本方針②：都市との交流を育む

■生産活動の場としての優良農地の保全
　整備された優良な農地を利用して米、麦、大豆などの土地利用型作物の生産が盛んであり、

一部には収益性の高いアスパラガス、トマト、イチゴなどの施設園芸作物も栽培されています。

　今後とも恵まれた生産基盤を活かし、農業振興地域内の農用地は、優良農地として農業生産

の向上と農業従事者の育成のため農地の保全を図ります。

■豊かな海を活用した水産業の振興
　有明海の豊かな自然の恵みにより海苔養殖をはじめとする水産業が盛んな地域であり、漁家

の経営安定と集落環境の改善を図るため、適切な土地利用を誘導します。

　●基本方針③：生産拠点として土地を活用する

こんな暮らしも

想像されます

（イメージ例）
◇「潮干狩り」、「たこ釣り」、「がたスキー」などの体験型観光に
取り組んでいる。観光資源としての有明海のアピールが功を奏
し、最近は取り組みも根付いて、交流が活発になってきた。
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　みどり豊かな自然環境を保全し、自然を活か

した憩いやレクリエーションの場としても活用

が期待されるゾーンです。

　都市計画区域※外の範囲を中心とします。

　本地域は、森に囲まれ、高冷地野菜を中心に

中山間農業が営まれており、温泉を活かした観

光産業も盛んです。農林業の振興とともに、水

資源のかん養、大気の浄化など、森林が持つ公

益的機能を重視した土地利用を進めるととも

に、森林の保全と活用を通して、北部九州のグ

リーンツーリズムの拠点として山村地域の活性

化に努めます。

　また、都市計画区域外である本地域は、都市

計画法や建築基準法による土地利用規制が弱い

ことから、近年の車社会の進展とともに無秩序な開発や建築行為が進行する傾向があり、これ

らに対する適切な対応が求められます。

■都市と農山村との交流
　北部の山麓一帯は ､豊かな自然環境を有し、温泉や自然公園、スキー場などといった多様な

地域資源を有しています。福岡市の中心部から車で１時間圏内という好条件もあることから、

観光レジャー、農山村との交流などいろいろな面から交流人口を増やし、活気ある地域づくり

につなげます。また、交流人口を増やすことによって長期的な定住人口の増加に努めます。

（５）山村集落ゾーン

図　ゾーン位置図

山村集落ゾーン

田園集落ゾーン

住居ゾーン

まちなかゾーン

有明海沿岸ゾーン

背景と課題

施策の体系

基本方針①：都市との交流を
　　　　　　育む

基本方針②：豊かな自然環境を
　　　　　　守り続ける

・都市と農山村との交流
・生活拠点の形成・いやし空間の整備

・適正な土地利用誘導の検討

　●基本方針①：都市との交流を育む

※�都市計画区域：都市計画法に基づいて一体の都市として総合的に整備、開発および保全する区域をいい、一定
規模以上の開発行為は許可、建築物の建築は確認が必要となる。
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■生活拠点の形成・いやし空間の整備
◇三瀬拠点

　山村の生活環境の整備と生活機能の集積を図り、三瀬温泉周辺の交流施設や体験施設の充実

により、大自然の中で心身のリフレッシュを図ることができるいやし空間の整備を進めます。

◇古湯拠点・熊の川拠点

　山村の生活環境の整備と生活機能の集積を図り、温泉地の保養地としてのサービスの充実や

イメージの向上など、宿泊を伴う滞在エリアとしての魅力づくりを推進します。

■適正な土地利用誘導の検討
　山村集落ゾーンでは、自然の中でいきいきと暮らしたい方や定年退職者による住宅の購入、

民間業者による別荘地の開発、空き家購入を伴うＵターン・Ｉターンなど、都市の住民の季節

居住や移住が散見され、今後もニーズの増大が見込まれます。

　しかしながら、無秩序な開発行為による自然環境の損失や周辺環境と調和しない建築物の立

地などの問題が生じるおそれもあることから適正な土地利用誘導に努め、良好な生活環境の保

全を図ります。

　〇施策の内容と取り組み

【都市計画区域外における土地利用の規制誘導】

→�一定規模（１ha）以上の開発行為に対する開発許可制度※の適用や、農地や公園に関

する関連法による土地利用規制、準都市計画区域※の検討など適正な土地利用に努めま

す。

　●基本方針②：豊かな自然環境を守り続ける

※�開発許可制度：主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を
行う「開発行為」が一定規模以上となる場合、都市計画法の開発許可を必要とする制度。
※�準都市計画区域：都市計画区域外の区域で、用途の無秩序な混在や良好な環境の損失を防ぐため、用途地域・
風致地区など土地利用の整序のために必要な都市計画を定められることとした区域をいう。

こんな暮らしも

想像されます

（イメージ例）
◇�ずっと農業を営んでいるが、最近は都会
から農業体験者や観光客も増えてきた。

　�また、農産物や特産品も少しずつ有名に
なってきた。


