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はじめに

　平成 17年 10 月１日に佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬村の１市３町１村が合併し、

また、平成 19 年 10 月１日には川副町、東与賀町、久保田町の３町と合併しました。この２度

の合併により、豊かな森林、肥沃な田園地帯、日本最大の干潟である有明海などの恵まれた自

然環境と、鍋島藩ゆかりの歴史と文化に彩られた佐賀城周辺のまちなみなどの伝統ある風土と

をあわせ持った新しい佐賀市が誕生しました。

　佐賀市の都市計画の指針となる佐賀市都市計画マスタープランは、平成 17年の合併による

新しい佐賀市の誕生に伴って策定しましたが、新たに合併した３町の特色等を盛り込む改訂を

行うことで、地域の魅力を活かしたまちづくりと新しい佐賀市のさらなる一体感の醸成を目指

すことにいたしました。

　かねてから、私たちの暮らす佐賀市は、豊かな自然や歴史・文化に恵まれ、人と人とのつな

がりがあるとても暮らしやすいまちですが、近年、人口減少、少子高齢社会の進行や社会・経

済情勢の変化など私たちを取り巻く環境は大きな変革のときを迎えています。

　このようなことから、これまでのような人口の増加を前提にしたまちの拡大・成長から、人

口減少社会に対応した新しいまちづくりのあり方が必要になっています。

　この佐賀市都市計画マスタープランは、｢ 安心と快適性を後世へと受け継ぐまち　さが ｣を

テーマに掲げ、平成 19 年度から概ね 20 年間を目標として安心と快適性を兼ね備えたゆとり

が感じられる住みよいまちづくりを目指していこうとするものです。

　そして、佐賀市のまちづくりとして、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｣の推進や、中心市街地や地域拠点が相

互に連携・補完する｢ 地域拠点連携型のまちづくり｣を基本方針としました。

　今後も、この都市計画マスタープランをもとにまちづくりを進めてまいりますが、まちづくり

の実現のためには、行政だけではなく、市民の皆様の主体的な参画が必要です。佐賀市が有

する自然や歴史などの地域資源を磨きながら、まちが持つ魅力を向上させていき、次世代に継

承し、将来にわたって住み続けることができるまちを、皆様とともにつくりあげていきたいと考

えております。

　最後になりましたが、このマスタープランの策定にあたり、市民意識調査、パブリックコメン

トなどにご協力いただきました多くの市民の皆様並びにご検討いただきました佐賀市都市計画

審議会の委員の皆様に心より厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成 22 年３月　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀市長　秀 島 敏 行

1都市計画マスタープランの策定にあたって
●意義と役割

都市計画マスタープラン策定の背景

　本計画は、新市誕生に伴い、行政経営における最上位計画である「佐賀市総合計画※」が策定されたことから、
旧市町のそれぞれで策定されていた都市計画マスタープランを統一し、新市の都市計画マスタープランとして平成
19 年３月に策定しました。
　今回は、川副町、東与賀町、久保田町と合併し、行政経営における最上位計画である「佐賀市総合計画」が改訂
されたことから、これまでの都市計画マスタープランを改訂するものです。

都市計画とは

　都市（まち）は、人々の生活の場であり、商業や工業など様々な活動が営まれ、多様な人々が集う交流・観光の場で
もあります。
　都市計画とは、このような生活や産業、観光などの多様な活動が、安全、快適かつ魅力や活力のある活動として営
まれるための場づくり、仕組みづくりのための計画です。
　都市計画法では、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業
に関する計画」と定義されています。

都市計画マスタープランとは

　都市計画マスタープランとは、「佐賀市総合計画」・「佐賀都市計画区域マスタープラン（佐賀県決定）※」など
の上位計画を踏まえ、市町村における都市の将来像や土地利用の基本方針あるいは都市施設（道路 ･ 公園 ･ 下水道
など）の整備方針などを明らかにすることにより、都市計画の総合的な指針としての役割を果たすものです。

都市計画マスタープランの役割

１）都市（まち）の将来像を示します。
２）都市計画決定の方針を示します。
３）都市計画の総合性・一体性を確保します。
４）市民の都市計画に対する理解や合意形成の円滑化のための指針を示します。

●目標年次
　都市計画マスタープランは、都市計画の総合的な指針としての役割から長期的視点に立って策定する必要がある
ため、概ね 20 年後を目標においた計画とします。

※  佐賀市総合計画：地方自治法に基づき、佐賀市が総合的かつ計画的な行財政の運営を図るために定める
　 基本構想・基本計画。
※  佐賀都市計画区域マスタープラン：佐賀県が広域的視点から佐賀市を区域とした「佐賀都市計画区域」
　 の都市計画に関する方針を定めたもの。
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２まちづくりの基本方針
●まちづくりの基本的な方針

都市機能集約型のまちづくり 地域拠点連携型のまちづくり

　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
指します。

　日常生活の利便性確保の観点から、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）を形成し、それらが相
互に連携・補完するまちづくりを目指します。

◆ 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を推進。

※    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。

※  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。

●土地利用の基本的な方針

区域区分※の方針（区域区分の堅持）

都市計画区域指定の基本的な考え方

　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。

区域区分の見直しの基本的な考え方

　区域区分の見直しが必要な場合は、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。

市街化区域の土地利用方針

●拠点性を高めた質の高い生活空間の形成

　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。

●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。

●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、

劇場、店舗、飲食店などの大規模な集客施設（床面積１万平方メートル超）は原則として建築できないこととなり

ました。本市では、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。

　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。

図　都市機能集約型・地域拠点連携型のまちづくりにおける市街地イメージ
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市街化調整区域の土地利用方針

●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。
●自然的環境の保全・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。
●集落の維持・活性化
　人口減少、少子高齢化の進行等により活性化に課題を抱えている集落地では、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空間の実現に努めます。

都市計画区域外の土地利用方針

●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。
●自然環境の保全・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。

３まちづくりの基本理念
●まちづくりの基本理念

【基本理念】
　佐賀市が有する自然や歴史などの地域資源を磨きながら、都市生活
に必要なサービスが受けられるとともに、自然とのふれあいも身近に感
じられるような生活の豊かさを実感できるまちを、自らの手で築き上げ
ていきます。
　そのようなまちの様子や市民の姿にひかれて移り住む人が増え、さら
には、まちの歴史や自然に魅了されてまちを訪れる人も増えてきます。

　まちににぎわいと様々な人々との交流が生まれ、そうしたにぎわいや交流の中
から、あらたな都市文化が生み出され、豊かさが実感できるようになります。
　そういった人々の“暮らし”を重視しつつ、安心と快適性を兼ね備えた住環境
から“ゆとり”が感じられるような住み良いまちづくりを目指します。

●まちづくりの基本目標

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

◇中心部や地域拠点では、地域内外から様々な人が訪れ、交流活動が育まれるようなまちを目指します。
◇ 商業、工業、農業などの働く場と住む場のバランスが取れ、世代や職種が偏らない地域社会を形成し、コミュニテ

ィが維持され、活力が向上するようなまちを目指します。

１

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

◇ 子どもからお年寄りまでの多様な居住形態に対応し、魅力ある住環境が整ったまち、バリアの少ない、安全性を優
先した快適なユニバーサルデザインのまちを目指します。

◇ 日常の買物や福祉医療サービス、学習、交流などが自宅から徒歩圏内で可能になるような人の顔が見えるコミュニ
ティの形成が図られやすいまちを目指します。

２

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

◇豊かな山林・田園の「みどり」、有明海、河川、クリークに代表される「水」、豊富な「文化財・歴史資源」を活か
　しながら、個性豊かなまちづくりを目指します。

３

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

◇ 市民、事業者、行政が、それぞれの責任と役割を果たしながら、ともに連携・協働し、みん
なで住み良いまちをつくるといったパートナーシップのまちづくりを目指します。

４

【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」
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●将来都市構造

広域圏や近隣都市、市内各地域を結び、人やもの・
情報などの交流の活性化を促すネットワーク

交 流 軸 ゾ ー ン

◇本市の重要な骨格軸の「南北交流軸」と「東西交流軸」
◇広域交流を活発にする「広域交流軸」
◇中心核と各副拠点を放射状に結ぶ「域内交流軸」
◇中心市街地とその周辺の市街地を取り囲む「環状軸」
◇ 親水性のある身近な水辺空間をネットワークとして形

成する「水とみどりの軸」

◇主要な都市機能が集積する「まちなかゾーン」
◇バランスのとれた住宅市街地の「住居ゾーン」
◇田園などの自然的な土地利用の「田園集落ゾーン」
◇田園と有明海の豊かな自然に恵まれた「有明海沿岸ゾーン」
◇北部のみどり豊かな自然環境のある「山村集落ゾーン
　（都市計画区域外）」

同じ方向性を持った土地利用のまとまり

４主要な都市計画決定の方針
（１）計画的な土地利用の推進方針

　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。

（２）美しい景観形成の方針

　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。

（３）交通体系整備の方針

　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
情勢に応じた公共交通機関の整備を図ります。

（４）公園・緑地整備の方針

　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。

（５）河川・下水道等整備の方針

　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。

（６）防災対策のまちづくりの方針

　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。

●自然環境の保全と活用
●地域拠点の形成と連携
●地域特性に応じた土地利用の誘導
●集落の維持・活性化

●自然と歴史を大切にする
●うるおいあるまちをつくる
●美しく快適なまちなみをつくる

●公共交通の利用促進
● 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
●歩行者に配慮された交通空間の形成
●生活道路の整備による安心・快適な移動の確保
●環境にやさしい自転車環境の整備

●安全で快適な公園づくり
●魅力ある公園づくり
●バランスのとれた公園配置
●市民参加による計画的な公園づくり
●樹木や樹林などの保全

● 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

● 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

●震災・火災対策のまちづくり
●水害対策のまちづくり
●土砂災害対策のまちづくり
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５ゾーン別まちづくり構想
●まちなかゾーン（中心市街地）

　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。

【ゾーンのイメージ】
●多様で魅力ある都市生活に必要な多種多様のサービスがまとめて受
　けられ、生活の豊かさを実感できる場
●子どもから高齢者まであらゆる人が、歩いて暮
　らせるバリアのない利便性の高い居住の場
●住み、働き、訪れる人が交流することで、文化
　や伝統を育み、にぎわいが生まれる場
●職・住・遊のバランスがとれ、にぎわいを求める若者から福祉サー
　ビスを受ける高齢者まで世代を超えて安心して暮らせる場
●歴史や文化資源などを感じさせるまちなみや、ゆとりある空間の中
　で憩える場

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

施策の体系

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。

基本方針①：住む人を増やす ◆ 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

基本方針②：来る人を増やす ◆ 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③：  にぎわいのある
まちを再生する

◆ 大規模集客施設の適正な誘導

●住居ゾーン

　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。

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

有明海沿岸ゾーン

施策の体系

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。

基本方針①： 住み続けたい環境
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

基本方針②： 住みたい環境を
つくる

◆ ゆとりや快適性の感じられるまちなみの形成

基本方針③：  地域資源を活かし
た住環境をつくる

◆ 水・みどり・歴史の資源を活かした市街地環境の向上

【ゾーンのイメージ】
●地区それぞれの持つ個性が活かされるとともに、日常の買い物な
　ど住民のニーズを満足させるような生活環境が近隣で確保されて
　いる場
●身近なみどり豊かな公園や水辺で、四季折々の季節感を楽しみな
　がら夫婦でゆったりと散歩できるような、
　快適な生活環境空間が整った場
●子育て世帯や高齢者単身世帯などが地域
　で見守られているような、地域の人々の
　相互の助け合いや優しさを感じることが
　でき、地区ごとに交流や憩いの場が整った場
●地域コミュニティが充実し、住民参加によるまちなみルールづく
　りなどのまちづくりへの提案が行われるなど、住みたい、住み続
　けたいと思えるような場
●少し足を伸ばせば、まちなかの様々なサービスが受けられると同
　時に、河川や田園などの自然にも近い恵まれた環境が育まれてい
　る場
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●田園集落ゾーン

　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。

【ゾーンのイメージ】
● 子育て世帯が子どもをすこやかに育てられるような、佐賀の原風景

である水路と田園の景観が保全され、生態系が維持されている場
● 田園などに囲まれ、新たに持ち家を取得した若年世帯から定年退職

した高齢夫婦世帯までが家庭菜園を楽しむなど誰もがゆとりある生
活を送りながら、集落地での活気あるコミュニ　
ティが形成されている場

● 歴史資源や田園の美しい景観と周辺環境との調和
により、生活に豊かさとうるおいがある場

●   ファミリー世帯が楽しく週末を過ごせるような、
市民の憩いの場、学びの場など自然とのふれあい
が楽しめる場

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

施策の体系

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。

基本方針①： 美しい田園環境
を守り、育てる

◆ 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

基本方針②： 集落環境を整備
する

◆ 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③：  集落の活力の維持

基本方針④：  流通・工業団地の
　　　　　　形成

◆ まちなか居住とは異なる豊かな田園居住の場

◆ 交通結節機能を活かした土地利用

※ 市街化調整区域：市街化を抑制する区域。

●有明海沿岸ゾーン

　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。

【ゾーンのイメージ】
●「潮干狩り」「がたスキー」などの体験型観光や貴重な有明海の生物 
　（ムツゴロウなどの魚介類、シチメンソウなどの植物、珍しい野鳥類）
　を観察する環境型観光による地域住民と都市住民との交流の場
●有明佐賀空港の有効活用により、本市の玄関口としての場
●有明海の自然環境の保全により、海苔養殖業などの水産業が維持さ
　れる場
●整備された農業生産基盤を活用
　した食糧生産の場

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

施策の体系

基本方針①：豊かな自然環境
　　　　　　 を守り続ける

◆ 有明海や河川の水辺環境の保全

基本方針②：都市との交流を
　　　　　　育む

◆ 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 

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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●山村集落ゾーン

　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。

【ゾーンのイメージ】
● そこで暮らす住民が地域に誇りと愛着もっていきいきと暮らすことで、

山麓では良好な自然が保全され、森林とのふれあいが生まれる場
● UJI ターン※者などが都会の喧噪を離れて静かに穏やかに暮らせる場   
● 山村集落地で、以前から居住している世帯と田舎暮らしを求めて移り住

んだ世帯が互いに支えあえるようなコミュニティが維持されている場
● 農業体験学習などを通じて、自然環境の保全とともにレクリエーショ

ン施設の充実とネットワーク化によって地域に活力が生まれる場

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

施策の体系

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。

基本方針①： 都市との交流を
育む

◆ 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

基本方針②： 豊かな自然環境
を守り続ける

◆ 適正な土地利用誘導の検討

※  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。

※ 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。

◇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。

《生活拠点》

６実現化に向けて
●協働によるまちづくりの推進

　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で
す。

協働によるまちづくりの仕組みの構築

市民などの参加機会の充実 協働のまちづくりのための組織づくり

◇ 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）

◇ 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）

◇ 高齢者などの参加促進（計画案公表にあた
ってのイメージ図などの多用、外来語の使
用を抑えるなど）

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）

●各種のまちづくり手法の活用

都市計画の提案
制度

地区計画制度

建築協定

緑地協定

緑化協定

都市景観形成地区

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ができます。

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、
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ルールを定めます。
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協定を定めることができます。
都市緑地法に基づき、土地所有者などの全員の合意によって、緑地の保全又は緑化に関する協定を
締結することができます。
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が、
緑化推進に関する協定を市長と締結した際、市はその緑化を支援していきます。
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、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。

協働によるまちづくりの手法などを紹介します。

※ 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。

●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

■ 役割分担に基づく協働のまちづくり
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