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８章 実現化に向けて

　これからのまちづくり（都市計画）は、この都市計画マスタープランの方針に基づいて進め

ていくことになります。そこで、まちづくり構想の実現化に向けて、誰がどのような方法でま

ちづくりを進めていくのかについて、その基本的な考え方、進め方、手法などを以下に示します。

　まちづくりにおける都市計画の手法は、地域地区制度や地区計画などの規制誘導手法、都市

施設の整備などがありますが、どれをとっても市民の皆さんの生活に大きな影響を及ぼすため、

市民の皆さんの合意や協力なしでは進めることができません。

　まちづくり構想の実現のためには、まちづくりに関わる市民や地域、市民活動団体、事業者、

行政などすべての主体でまちづくりの目標や課題を共有し、対等なパートナーとして役割分担

や連携、協力を行いながらまちづくりを推進していくことが必要となってきます。

１）各主体の役割
①市民などに期待される役割

　安心と快適性を兼ね備えた住み良いまちを形成していくため、まちづくりに積極的・主体的

に参加するとともに、市民相互の理解と協力により、継続的なまちづくりを行っていくことが

求められます。また、事業者も市民のひとりとして、協働によるまちづくりに取り組むことが

必要です。

②行政の役割

　行政は、市民主体のまちづくりが円滑に進むように、必要な情報の提供や活動の支援を行い

ます。また、道路や公園などの整備や土地利用の規制・誘導などについて、全市的、広域的な

観点からの取り組みを行うとともに、総合的かつ効果的、計画的なまちづくりに向けて、福祉・

産業・環境など他の分野や、国・県・関係機関との連携を図りながら展開します。

（１）協働によるまちづくりの推進
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　市民や地域、市民活動団体、事業者などが主体的にまちづくりに参画できるよう、様々な

機会を提供するなど、まちづくり活動に取り組みやすい環境・仕組みづくりが必要です。

２）協働によるまちづくりの仕組みの構築
①市民などの参加機会の充実

■市民などの参加機会の充実や計画段階からのまちづくり情報の公開

　市民や地域、市民活動団体、事業者などが参画できるまちづくりのためには、行政が事業

や規制を実行する段階になってはじめて市民などに説明を行うのではなく、計画段階からま

ちづくり情報の公開や参加を募って、市民などの意見を反映していくことが必要です。

図　役割分担に基づく協働のまちづくり

●まちづくりルールの締結
●まちづくり活動への積極的参加
●身近な公園、生活道路などの
　維持管理

市民活動団体

市民

●専門的知識・ノウハウを
　活かしたまちづくりへの助言

●まちづくり活動への
　支援・参加

事業者

●まちづくりルールの締結

●まちづくり活動への
　積極的参加

行政

●多様な手法の活用による全市
レベルの規制誘導コントロール
●広域的・根幹的施設の適切な
維持管理

取り組み

□市民などの参加機会の充実（アンケート調査、まちづくりに関する

勉強会、ワークショップ ※、懇談会などの開催）

※�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ていく
方法。
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■まちづくり情報の発信

　まちづくりへの興味や関心を高め、主体的な参加を促進するために、様々な機会を捉えて、

市民などへの広報活動の充実を図ります。

■まちづくりにおける高齢者などの参加促進

　地域のまちづくりを進めるにあたっては、高齢者を含めたすべての市民ニーズを的確に把握

し、反映するよう努めるとともに、地域の歴史や文化、自然などに関して、高齢者が有する知

識や今後退職期を迎える団塊の世代の技術や経験などを十分に活かせるよう積極的な参加を図

ります。

取り組み

□広報活動の充実（広報紙、インターネットなどの各種媒体の拡大、

出前講座など）

取り組み

□まちづくりに関する情報の提供

□計画案公表にあたってはイメージ図などの視覚的な表現の多用、外

来語の使用を抑えるなど高齢者などにも理解されやすい資料の作成

図　インターネットの活用



107107107

CITY PLANNING MASTER PLAN

City Planning Master Plan

　平成 21年７月に実施した市民意

識調査においては、まちづくりに

対する市民の役割として重要だと

されることは、｢自分の住んでいる

まちや地域に関心を持つこと ｣と

いった回答が最も多く、以下｢家

づくりや緑を大切にするなど、自

分でできることから始めること ｣、

｢佐賀市や地域の将来計画につい

て市民側から提案すること｣といっ

た順になっています。

　まちづくりへの参加を進め

るにあたっての行政に対して要

望することは、｢まちづくりの

計画を市民と協力して行うこ

と ｣といった回答が最も多く、

以下｢まちづくりに関する情報

提供やＰＲ（広報など）を行う

こと ｣、｢市民と行政の話合い

や相談の場を設けること ｣と

いった順になっています。

　

　まちづくりへの参加意欲に関する市

民アンケートによると、｢内容によって

は参加したい｣と回答した割合が約半

数となっており、｢積極的に参加したい｣

とあわせて半数以上の方が参加意欲を

持っています。

図　市民意向調査 まちづくり市民アンケート（平成 21 年）

無効　
3.3%

無回答　
7.9%

特にない
6.5%

佐賀市や
地域の将来計画
について市民側
から提案すること
9.0%

自主的な市民団体の
活動を通じて
まちづくりに参加すること
4.9% まちなみづくりや

緑化など、皆でルールを
決めて守ること
8.4%

家づくりや緑を大切に
するなど、自分でできる
ことから始めること
19.5%

自分の住んでいる
まちや地域に関心を
持つこと39.5%

その他　
1.0%

【市民の役割】

【行政への要望】

まちづくりへの参加意欲

397

370

298

269

212

180

121

120

26

まちづくりの計画を市民と協力して行うこと

市民と行政の話合いや相談の場を設けること

市民を対象としたアンケートやヒヤリング調査を
実施すること

まちづくりのための住民活動を支援すること
（専門家の派遣や助成金など）

活動しているグループ・団体の活動内容や
参加方法を紹介すること

まちづくりの勉強会や講演会等を開催すること

特にない

その他

まちづくりに関する情報提供やPR（広報など）
を行うこと

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

積極的に
参加したい　5.8%

無効
0.4%

内容によっては
参加したい
48.2%

参加したい気持ちはあるが
諸々の事情により参加できない
20.0%

参加しない
（関心がない）
4.3%

わからない
32.8%

無回答
7.9%その他

0.6%
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■都市計画決定手続き

　都市計画の案を作成しようとする場合においては、公聴会などにより市民の皆さんなどの

意見を反映させるための必要な措置を講じることとされています。案は、公告・縦覧されま

すので、市民の皆さんなどは案に対して意見を提出することができます。案は、提出された

意見書を添えて、都市計画審議会に提出され、審議、決定されます。

②協働のまちづくりのための組織づくり

　市民の皆さんなどと行政との協働によるまちづくりを進めていくためには、行政の計画や事

業に市民の皆さんなどが単に参加するだけでは十分ではありません。

　市民の皆さんの個々の知恵を結集し、合意形成に結びつけ、様々な実践を行っていくために、

さらに次のようなしっかりとした組織づくりを行っていく必要があります。

■地区レベルの組織づくり

　地区レベルのまちづくりでは、まちの将来像を検討する方法として、地域住民によるま

ちづくりの活動組織（まちづくり協議会など）を立ち上げ、組織の中で地区の課題の整理

やまちの将来像を検討していくことが考えられます。

■他の組織との連携

　まちづくりの活動組織は、市民活動団体・大学などと幅広い連携をとりながら、円滑に

活動が進むように体制を整えていきます。

図　都市計画決定手続きの流れ

図　協働のまちづくりのための組織体制のイメージ

事業者

市　民

市民活動
団体など

参
加
・
連
携

まちづくりの活動組織

〇〇地区まちづくり協議会

支援

提案

佐賀市のまちづくりに

係わる担当部署

（都市計画担当部署など）
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３）協働によるまちづくりの進め方
①地域リーダーの発掘と育成

　まちづくりを推進するには、地区からの意見をまとめることができるリーダーの存在が重要

で、様々なまちづくり活動の場を通して人材の発掘を図ることが必要となります。このため、

地域のまちづくりの中心となるリーダーの発掘と、人材育成に取り組みます。

②立ち上げ

　まちづくりリーダーなどを中心に、準備会として会の目的、規約を固めるなど参加メンバー

に呼びかけて、まちづくりの活動組織（まちづくり協議会など）を発足させます。

　発足の動機は、まちなみ保存や景観、生活道路、河川など、身近なテーマやこのプランに基

づく地区ごとのまちづくり方針などが考えられます。

　佐賀市は、地区の意向を尊重して、立ち上げを積極的に支援していきます。

③活動組織の運営

　まちづくりの活動組織では、地区の抱える問題点、地区が有する資源を共通認識として、将

来の目標像や方針、計画内容、組織として取り組むまちづくりルールやスケジュールなどを参

加者と話し合い、まとめていきます。

図　まちづくりの活動組織（まちづくり協議会など）の進め方（例）
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④具体的な実践

　計画内容に即して、市民やまちづくりの活動組織などが主体として行うこと、行政と連携し

て取り組むことなどを明らかにして、できることからまちづくりの実践を行います。

　まちづくり活動組織だけでできないことは、行政から人的支援、技術的支援などを行いながら、

協働により実践していきます。

⑤都市計画の提案など

　まちづくりの活動組織（まちづくり協議会など）において、一定の面積以上のまとまった区

域について、土地所有者などの２/３以上の同意を得た場合は、まちづくりに関する都市計画の

提案制度※が活用できます。

図　市民などと行政との実践への取り組みの流れ

（市民などの取り組み） （行政の取り組み）

まちづくりの発意

まちづくりの活動組織の発足

まちづくり計画の策定

まちづくり活動の実践

まちづくり情報の提供

専門家の派遣、アドバイス

計画策定への人的･技術的支援

活動への人的・技術的支援

※�都市計画の提案制度：平成14年に都市計画法の一部が改正され、新たに創設された制度で、地域のまちづく
りなどを進めるにあたって、土地所有者やまちづくりＮＰＯなどが市に対して都市計画の提案ができる制度。

図　都市計画提案制度の手続きの流れ表　都市計画提案制度の概要

事前調整

都市計画の提案

・事前相談
・地元意見の集約など

・提出書類受付
・提案要件確認など

提案に対する判断

公聴会・公告縦覧

都市計画審議会

都市計画の
決定又は変更

提案内容及び判断理由を
ホームページなどで公表

都市計画審議会

決定又は変更し
ない理由を提案
者へ通知

必要と判断

必
要
と
判
断

必要がない
と判断

提案できる者

提 案 内 容

提案の条件

土地所有者、まちづくりＮＰＯ
法人、まちづくり協議会、まち
づくりの推進に関し、経験と知
識を有するものとして一定の開
発事業の実績を有するなどの要
件を満たす団体など

都市計画の決定又は変更につい
て（ただし、都市計画の指針と
なるマスタープランなどについ
ては除きます。）

① �5,000 ㎡以上のまとまった区
域であること

②�都市計画に関する法令上の基
準などに適合していること
③�土地所有者などの３分の２以
上の同意があること
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　これからのまちづくりは、既存の都市施設を活かしながら、効果的に下水道、道路など生活

基盤の整備を進めるとともに、様々な都市計画の手法の中でも特に、規制・誘導を中心とした

土地利用施策の展開に重点を置き、まちを少しずつつくりかえていきます。

１）地域地区制度
　地域地区制度は、都市計画上の代表的な規制・誘導手法であり、市民意向を十分に反映させ

た上で、積極的な活用を図っていきます。

※�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。

（２）各種まちづくり手法の活用

用 途 地 域

・�現在の用途地域指定は、一部では市街地の実態とあっていません。例えば、
時代の変化とともに、商業系や工業系の用途地域において、住居系の需要が
高まってきているなどのケースもみられます。
・�そこでゾーン別構想で示した各ゾーンの特性やそれぞれの地域のあるべき姿
に適合できるような用途地域の見直しを図ります。

建 ぺ い 率・
容 積 率

・�用途地域の見直しにあわせて、ゆとりある市街地、住環境の維持向上、目指
すべき拠点形成などを誘導するために、地域の実情に応じた、きめ細かな建
ぺい率・容積率の見直しを行います。

防 火 地 域・
準 防 火 地 域

・指定時期が古いため、市街地の実態とあわなくなってきています。
・�今後は、市街地の防災性の向上とともに伝統的なまちなみの保存の視点も含
めた総合的な観点から、市街地の実態に応じた指定範囲の見直しを検討しま
す。

特別用途地区
・�用途地域を補完し、よりきめ細かな土地利用の誘導を図るために、地区の付
加価値や魅力を高めるような施設の誘導や地区に影響を及ぼすような施設の
規制を行うための指定を検討します。

高 度 地 区、
風致地区など
他の地域地区

・�マンションや商業施設の立地など、周辺に不釣合いな高層の建築物の出現に
よって、佐賀らしい個性の喪失や周辺環境の悪化が懸念されるところでは、
必要に応じて高度地区の適用を検討します。
・�風致地区は現在、神野公園、松原公園の２箇所が指定されています。佐賀ら
しい郷土的景観を維持していくため、小規模なまとまりある樹林地などにつ
いては、都市景観形成地区 ※の指定などと調整しながら新たな指定を検討し
ていきます。
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２）地区計画制度
　地区の特性に応じて、よりきめ細かなまちづくりを行うためには、地域住民との協働のもとに、

地区レベルの基盤整備や、より細かな土地利用の誘導を図ることのできる地区計画の活用が有

効です。

　地域住民の合意のもとに、地区ごとのまちづくりビジョン（まちづくりの目標、方針）を作

成し、次のような地区において地区計画の積極的な適用を図ります。

図　地区計画活用のイメージ

現　在 このまま放置すると･･････

不適切な建築物の用途の混在や、狭い住宅や、
行き止まり道路ができる可能性があります。

地区計画を定めると･･････

不適切な用途混在の抑止やゆとりある敷地を
もった低層住宅など、地区特性に応じた良好
な環境の確保が可能となります。

対象地区 地区計画制度の活用例

まちなか
・�地区計画によって、建築物の高さ、規模などについて取り決めを行い、ま
ちなかにふさわしい建築物の用途の集約立地を進めたり、都市型住宅の立
地誘導を図るために活用します。

長崎街道などの歴
史的な資源が存在
する地区

・�地区計画によって、建築物の高さ、配置、色、看板類などについて取り決
めを行い、良好なまちなみを整えるために活用します。

老朽密集住宅があ
る地区

・�地区計画によって、道路・公園などの基盤整備を担保し、居住ルールと連
動して建築物の協調・共同建替えのルールをつくり、住環境改善を図るた
めに活用します。

土地区画整理事業
や計画的な開発団
地などにより、地
区の整備が終了し
た地区

・�地区計画によって、現在の良好な住環境の維持・向上のために、敷地規模
や生垣、看板類などについてきめ細かなコントロールを行うために活用し
ます。

既存集落地
・�市街化調整区域における地区計画などによって、良好な集落居住環境の形
成の必要がある場合に、地区施設の配置、建築物の適正な用途・形態を誘
導するために活用します。

表　地区計画制度の活用例
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３）建築協定
　建築物を建てる場合、建築基準法で定められた様々な基準を守らなければなりませんが、こ

の基準は一律に定められた最低限のものであるため、地域に応じた住み良い環境づくり、個性

あるまちづくりをするためには必ずしも十分とはいえません。

　そこで、地域の皆さんが話し合い、土地所有者などの全員の合意によって、建築物や敷地に

ついて、建築基準法の制限よりも厳しい独自の基準をつくり、それをお互いに守り合っていく

ことを約束した建築協定を定めることができます。

■建築協定の内容

　①土地の区域（建築協定区域）

　②建築物に関する基準

　　（建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準）

　③協定の有効期間

　④協定違反があった場合の措置

４）緑地協定
　都市緑地法に基づき地域の皆さんが、自分たちの住むまちを良好な環境としていくために話

し合い、土地所有者などの全員の合意によって、緑地の保全または緑化に関する協定を締結す

ることができます。

■緑地協定の内容

　①土地の区域（緑地協定区域）

　②次に掲げる緑地の保全または緑化に関する事項のうち必要なもの

　　（保全または植栽する樹木などの種類・場所、管理に関する事項、保全または

　　設置する垣またはさくの構造、緑地の保全または緑化に関する事項など）

　③協定の有効期間

　④協定違反があった場合の措置

５）緑化協定
�「佐賀市みどりあふれるまちづくり条例」により、一定の区域における土地又は建築物などの所

有者などが、その区域内の土地における接道部の緑化推進などについて合意した場合、緑化推

進などに関する協定（緑化協定）を市長と締結することができます。

　基本的には、３戸以上連たんしている場合に協定を締結し、市はその緑化を支援していきます。
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８章 実現化に向けて

６）都市景観形成地区
　佐賀市では、「佐賀市都市景観条例」に基づき、都市景観の形成上重要な地区を指定し、方

針、基準を定めるとともに、地区内で建物などの新築、改築、増築、外観の修繕、模様替え、

色彩の変更などを行う場合には、市に「届出」をしていただき、事前に内容について、方針、

基準に基づき協議、誘導を行い、良好な景観の形成及び保全を行うまちづくりを進めています。

　骨格的な道路整備や拠点整備などにおいては、国・県をはじめとする関係機関との調整が必

要となります。

１）国や県との調整
　都市計画は、基本的には佐賀市が進めることになりますが、法制度上、国・県でしかできな

いものもあります。

　国や県が所管する事業や法制度の運用については、この都市計画マスタープランに基づき、

調整を図り、協力を要請していきます。

２）広域行政との対応
　佐賀市は、佐賀都市計画区域を形成していますが、他の周辺市町に都市計画区域が未指定

の町があり、そこへ人口などが流出しています。

　このため、都市計画区域のあり方の検討を県へ要請していきます。

図　長崎街道・柳町都市景観形成地区 図　城内都市景観形成地区

建築協定のほうが

いいんじゃない？

地区計画が

よさそうだな…。

図　まちづくりのルールづくりのイメージ

（３）国・県との連携、協力


