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第 5 章　街なか再生計画の基本方針

1. ４核構想エリアの位置・区域
2.  計画実現のための戦略方針
3.  計画推進の考え方

　第 3 章、第 4 章では縮退する社会環境の中で街を活性化す
るために必要な取り組みについて述べたが、これらはいずれ
も一定の地域を対象に戦略的、重点的に取り組む「エリアマ
ネージメント」の考え方に基づくものである。
　佐賀市では、この重点取り組みエリアを「４核構想エリア」
とし、人々の集中と回遊性の向上を図る仕組みづくりのため
の実践プログラムを「街なか再生計画」と位置づけた。
　この章では、街なか再生計画の骨子となる基本方針につい
てまとめる。



1. ４核構想エリアの位置・区域
第5章　街なか再生計画の基本方針

重点取り組みエリア「４核構想エリア」の設定

　縮退傾向にある社会情勢における街づくり（＝賑わいの再生）において重要なポイントは、まず、
賑わいをコンパクトに集約し、その効果をさらに周辺エリアへと波及させることである。したがって、
その中心には、賑わい再生の核となり得る有効な「拠点」が集約されていることが望ましい。
　そこで、街なか再生構想では、これまで佐賀市が「中心市街地活性化基本計画」に基づく中心核エ
リアの拠点施設と定めた佐賀玉屋とエスプラッツに加え、佐賀固有の歴史文化が残る佐嘉神社・徴古
館、長崎街道の街なみ保存のための施策を実施してきた柳町周辺を、賑わい再生の「拠点」とした（＝
４核構想エリア）。
　これらの拠点に囲まれたエリアは、かつて（昭和 40 年～50 年代）、最も賑わいを誇っていた中心
市街地の中央に位置しており（第２章－１ . 中心市街地の沿革参照）、歴史的にも街なかの賑わいの中
心であったエリアである。
　一方、現在の中心市街地活性化エリアにおいて最も賑わいを見せているのは、佐賀市の玄関口であ
る佐賀駅であり、１日の乗降客数はおよそ２万５千人である。また、エリアの外に立地する大型店へ
の人の流れも見逃すことはできない。佐賀駅からの人の流れと大型店へ向いている人の流れを、いか
に街なかの４核構想エリアへと誘導するかが街なか再生計画のカギと言える。
　人の流れを誘導するためには、まず、この４核構想エリアの魅力を向上させ、人々が街なかを訪れ
るきっかけをつくることが重要である。
　４核構想エリアが賑わうことによって、人の流れは佐賀駅から唐人町へ、唐人町から街なかへと誘
導され、まさに４核構想エリアの賑わいの効果が周辺の唐人町や佐賀城下百年構想エリアへと広がっ
ていくとの考えから、４核構想エリアを定めるに至った。
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1. ４核構想エリアの位置・区域
第5章　街なか再生計画の基本方針

歩行者中心の賑わいの通り

■凡例

長崎街道

幹線道路（車道）

エスプラッツと佐賀玉屋を中心
とした商業エリアの再整備

佐嘉神社・松原神社・徴古館を中心
とした「神社の杜」のイメージ

佐嘉神社駐車場の再整備
佐賀城公園との一体化

長崎街道のイメージを
引き継ぐ街路空間整備

お堀に面したファサードの景観コントロール

クリークを活用した
うるおいのある通りの整備

駅前拠点の整備

賑わいと歴史の交差点

交差点の整備

クリークを活用した景観計画

佐賀城下再生百年構想エリア

歩行者中心の賑わいの通りの
エントランスとしての駅前整備

「昼の賑わいの通り」と
「夜の飲食店街」のイメージが
並ぶ個性的な２つの通り

西友

佐賀市役所

歩
行

佐賀駅

佐賀駅バスセンター

松原神社

徴古館 佐嘉神社

佐賀城公園

市村記念体育館佐賀県庁

佐賀城公園

佐賀県立美術館・博物館

佐賀城本丸歴史館

佐賀県立図書館

賑わいのある通りとしての整備
店舗誘致施策・街路整備など

佐賀城を中心に
歴史を再現する拠点

柳町を中心とした文化ゾーン

0

４核構想エリアを中心とした人の流れ将来イメージ

佐賀玉屋

ハローワーク佐賀等誘致に伴う
白山名店街との一体再生（計画）

エスプラッツ

長

幹線道路

エスプラッツと佐
とした商業エリア

佐嘉神社・松原神社
とした「神社の杜」

佐嘉神社駐車場の
佐賀城公園との一

ロールたファサードの景観コントロサお堀に堀に面したた堀 面 たファサ

クリークを活用活用した
うるおいのあるる通りのの整備うるるおいのある の

駅前拠前拠点の整備

わいと歴史の交差点わいと歴史の交差点賑賑賑わ賑賑わ賑わ

備整備交差差点の整整交 整整備

クリークを活用した景観計画

想エリア

歩行者中心の賑わい
エントランスとして

「昼の賑わいの通り
「夜の飲食店街」の
並ぶ個性的な２つの

西西友西友西西

佐賀市役所佐賀市役所所所

歩歩歩
行行行行行行

佐賀駅佐賀駅賀駅

佐賀駅バスセバスセンター佐賀駅佐賀駅バスセ

長崎長崎崎崎崎崎街崎崎街崎街街長 街街崎街長 道道道道長長崎崎崎街街街街街道道道長長崎長崎崎崎崎崎街崎崎街長 街道道道道道道崎崎崎崎崎街崎 道道道道

松原神社松原神

徴古館徴古 佐嘉神社神社佐佐

佐賀城公園

市村記念体育館村記念体佐賀県庁

佐賀城公園

佐賀賀県立美術館・博物館賀県立美術館・博博物館

佐賀城本丸歴史館賀城本丸歴史館

佐佐賀県立立図書館賀県立立図書

の整備
など

佐賀城を中心に
歴史を再現する

柳町を

0

屋佐佐賀玉屋

ハローワワワーワーク佐賀賀賀賀佐賀賀賀賀佐ーク佐 等等等等等等誘致に伴う誘致に伴う
生（計画）白山名店名店店街店街との一体体再生（計画）画）一体一体再名店店街

エスプラッツエスプラッツラプラプラッツ

4 核構想エリア

中心市街地活性化エリア
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2. 計画実現のための戦略方針
第5章　街なか再生計画の基本方針

　これまで、４核構想エリアには、まず目的を持って街に来る人を増やすため、公共施設の誘致等を
行ってきた。これにより、業務又はその目的を果たすために街に来る人は確実に増加している。
　計画実現のためには、このような人々に街を回遊してもらうとともに、さまざまな活動を通して、
街に賑わいを生み出すなど、街を利用してもらうことが重要である。
　さらに、街が魅力を発信できるようにするためには、そこに住む人が住み続けたいと思う魅力ある
場所にする必要がある。
　これらのことから、４核構想エリア内で活動するあらゆる方々が、それぞれの役割を認識し、主体
となって取り組むための戦略として次のことを実践する。

　　　①　都市機能の集約推進
　　　②　４つの核となる拠点の魅力向上
　　　③　移動手段の確保
　　　④　４核構想エリア内の魅力向上<点から面へ>
　　　⑤　佐賀特有のうるおいのある風景の創出
　　　⑥　「官民協働」による街づくり
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3. 計画推進の考え方
第5章　街なか再生計画の基本方針

（１）4つの核
　４核構想エリアの拠点となる４つの核は、それぞれ「歴史・文化」、「観光」、「商業集客」、「街づくり」 といっ
た異なる魅力を備えた地区・施設であり、いずれも賑わいの拠点としての魅力を充分備えている。
　これら既存ストックの価値をあらためて認識し、その魅力を上手に引き出していくことが大切である。

　① 【呉服町・柳町地区】歴史・文化の拠点

　　　旧佐賀城の北東部に位置し、柳町を含む長崎街道に沿う町並みは寛永 3 年（1626 年）から 17
　　世紀半ばまでに形成されたと推定される。現在の柳町周辺には各時代を代表する各種の歴史遺産
　　が集積する地区となっている。佐賀市では、佐賀市都市景観条例に基づき、平成 11 年に柳町地
　　区の一部を「長崎街道・柳町　都市景観形成地区」に指定し、建物の修復整備が進められている
　　ほか、当地区内の旧古賀銀行、旧古賀家、　旧三省銀行、旧牛島家を含む 5件を「佐賀市歴史民俗館」
　　としている。

松原川

城濠

佐賀城公園

松原神社

佐嘉神社

玉屋

白山地区駐車場整備事業

ハローワーク誘致

エスプラッツ

旧窓乃梅跡地

徴古館

呉服町・柳町地区
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第 5章　街なか再生計画の基本方針

3. 計画推進の考え方

　② 【佐嘉神社・徴古館地区】歴史・観光の拠点　
　　　佐嘉神社は、昭和 8 年（1933 年）創建。国内初の反射炉、大砲カノン砲、アームストロング
　　砲などを作り、近代日本の幕開けに貢献した幕末の名君、佐賀鍋島藩 10 代直正、11 代直大藩主
　　を祀る。隣接する松原神社は、安永元年（1772 年）、鍋島家の始祖鍋島直茂を祀る神社として創
　　建され、直茂の法号から日峯（にっぽう）大明神（日峯宮）と称され、現在も「日峯さん」と呼
　　ばれ信仰されている。（昭和３６年（1961）佐嘉神社と松原神社は運営を一本化した）
　　　徴古館は旧佐賀藩主 鍋島家に伝来した美術工芸品・歴史資料を収蔵・展示するる博物館であり、
　　大名家の御道具類 や侯爵鍋島家関連資料などを幅広く公開している。

　③ 【佐賀玉屋】商業集客の拠点

　④ 【エスプラッツ】街づくりの拠点
　

　　エリア、3 階はエスプラッツホールや文化センターを中心とした文化の発信基地として平成 19
　　年 8 月にリニューアルオープンした。今後も人が出会い、人が集う新しい基点として期待されて
　　いる。
　

　エスプラッツが位置する白山地区は旧長崎街道沿いに形成
された市の中心商店街であり、「S-Platz」の「S」は SAGA（佐賀）
と SIRAYAMA（白山）の頭文字、「Platz」はドイツ語で「広場」「街」
「空間」などの意味。「人が集まる賑やかな場所になれば」と
の思いで名付けられた街づくりの拠点施設である。1 階が市
民の暮らしにかかせない生活必需品を中心とした商業エリア、
2 階は医療や子育て支援と公共的な市民サービスを柱とした

　1806 年（文化 3年）田中丸善蔵氏が、肥前国小城郡牛津村（現
在の佐賀県小城市牛津町）西町に荒物店「田中丸商店」とし
て創業。1933 年（昭和 8 年）に玉屋呉服店として開業後、
1965 年（昭和 40 年）に現在地に移転した。
　県内唯一の百貨店であり、玉屋グループの＂総本店＂的な
存在である。
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第 5章　街なか再生計画の基本方針

3. 計画推進の考え方

玉屋

長崎街道

松原川

城濠

佐賀城公園

松原神社

佐嘉神社

徴古館

エスプラッツ

白山地区駐車場整備事業

ハローワーク誘致

Step - 1
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Step - 1｜佐賀市中心核の整備構想
　エスプラッツと佐賀玉屋を拠点施設とした「2つの核」とその両施設をつなぐ地区の活性化

　平成 19 年に再開したエスプラッツは、商業、医療、文化、居住の複合施設として、再生を果たし、
佐賀玉屋は地下１階の食品売り場のリニューアルによって、集客の増加を図る取り組みを始めたと
ころである。
　また、この２つの施設を結ぶ地域には、平成 22 年にハローワークが誘致されたことによって、
現在この地区では賑わい回復の兆しが見え始めている。

（２）段階的整備
　前項にあげた「４つの核」は、エリア内の賑わいの拠点である。街なかに賑わいを創出するためには、
これらの４つの拠点を「点」から「面（＝エリア）」へと展開し、人々に歩いて回遊してもらえる環
境をつくることが大切である。
　そこで、あらためて４つの核をつなぎ、来街者が回遊する主動線となる「軸（＝線）」を明確に位
置づけながら「面（＝エリア）」へと展開する４核構想エリアの段階的整備の考え方を、以下に整理
する。



第 5章　街なか再生計画の基本方針

3. 計画推進の考え方

白山地区駐車場整備事業

松原川

城濠

佐賀城公園

松原神社

佐嘉神社

ハローワーク誘致

玉屋

徴古館

エスプラッツ

呉服町・柳町地区

Step - 2
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Step - 2｜「4つの核」の整備
　さらに、呉服町・柳町地区の拠点として、旧窓乃梅跡地に公共公益施設の誘致を進め、佐嘉神社・
徴古館周辺は環境の整備をすることによって４つの核を構築する。

　柳町は旧長崎街道の歴史的街並み保存の取り組みによって、中心市街地の貴重な観光資源である。
　また、隣接する旧窓乃梅跡地への公共公益施設の誘致は、STEP-１のハローワークと同様、この地
区に新たな活力を与える大きなきっかけになると考える。
　
　水辺の環境が整備された松原川に沿って隣接する佐嘉神社・徴古館地区は、街なかで唯一緑あふ
れる自然豊かな地区である。
　現在、佐賀県によって松原公園として整備される構想もあり、呉服町・柳町と合わせて佐賀の歴
史と伝統を物語る地区として集客が期待される。



第 5章　街なか再生計画の基本方針

3. 計画推進の考え方

松原川

城濠

佐賀城公園

松原神社

佐嘉神社

玉屋

白山地区駐車場整備事業

ハローワーク誘致

エスプラッツ

呉服町・柳町地区

徴古館

Step - 3
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Step - 3｜主動線の環境整備
　４つの核をつなぐ十字の軸と、各拠点施設をつなぐ人の回遊ルートの整備によって人が街なかを
歩く環境を整備する。

　４つの核を東西南北につなぐ十字の軸は、４核構想エリアにおける主動線として位置づけ、歩行
者のためのより安全で快適な歩行空間に整備することで、来街者の回遊性が高まる。



第 5章　街なか再生計画の基本方針

3. 計画推進の考え方

松原川

城濠

佐賀城公園

松原神社

佐嘉神社

玉屋

白山地区駐車場整備事業

ハローワーク誘致

エスプラッツ

呉服町・柳町地区

徴古館

Step - 4
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Step - 4｜面的な賑わいへの拡大
　４つの核とそれらをつなぐ回遊ルートの歩行環境向上によって高まる回遊性を、さらに周辺ま
で拡張していく。

　４核構想エリアの賑わいを創出するためには、４つの核の魅力を向上させること、また回遊動
線の歩行環境を向上させることが大切である。
　その上で、さらに４核構想エリアを「面的な」視点で捉え、街なか全体の魅力を向上させてい
くことが大切である。



第 5章　街なか再生計画の基本方針

3. 計画推進の考え方

エスプラッツエスプラッツ
・用途：若者の集まる、滞在型公共サービスの導入
　　　　　（例：図書館、メディアセンター etc）

歩行者中心の賑わいの通り

歩行者中心の賑わいの通り

十字軸（歩行動線）

長崎街道

市営バス路線

市営バス路線

松原川

城濠

佐賀城公園

周辺施設との連携

玉屋玉屋
むつごろう広場

通り

駐車場兼広場の整備

クリーク沿い環境整備
クリーク沿い環境整備

歩行者天国（土日のみ）

歩行者天国（土日のみ）

空地のマネジメントモデル地区空地のマネジメントモデル地区

旧窓乃梅跡地旧窓乃梅跡地
公共公益施設の導入

■凡例

徴古館

佐嘉神社

松原神社

ハローワーク誘致

Step - 5
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Step - 5｜駐車場や空き地の再生、活用、再配置による新たな賑わいの拠点づくり
　拡散している駐車場や空き地を再配置しながら集約し、賑わいにつながる有効な土地利用へと段
階的に転換していく。

４核構想のポイント
　１） 既存のストックの再生・活用＝４つの核
　２） 職場（公共公益施設）の誘致＝ハローワーク等
　３） 駐車場・空き地の再配置と活用による新たな賑わいの拠点づくり
　４） 持続的な賑わいの再生に向けた地域の連携・体制づくり
　５） 人を集めるプログラムの導入
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