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第 6 章　4核構想の目指す将来像

1. ４核構想の実践プログラム
2. 街のコンセプト
3. 公共公益施設の誘致促進
4. ４つの拠点施設の再生と活用
5. 公共交通中心の歩いて暮らせる街づくり
6. 街なかの回遊性を高める仕掛けづくり
7. クリークを活かした暮らしの風景づくり
8. 地域住民でできる街づくり
　コミュニティビジネスの創出
9. 将来イメージ

　第５章で示したように、４核構想エリアは中心市街地
活性化エリアの中でも特に戦略的に賑わいの集約を図る
べきエリアである。
　この章では、街なか再生計画の具体的な実践プログラ
ムを提示し、さらに目標とすべき街なかの将来イメージ
を提示する。



1. ４核構想の実践プログラム
第6章　4核構想の目指す将来像

　「第５章－２. 計画実現のための戦略方針」において、６つの取り組み戦略を提案した。
　ここでは、６つの取り組み戦略に対応する具体的実践プログラムを整理する。

都市機能の集約推進①

②

③

④

⑤

⑥

公共公益施設の誘致促進

＜戦略＞ ＜実践プログラム＞　

４つの核となる拠点の魅力向上 ４つの拠点施設の再生と活用

移動手段の確保 公共交通中心の歩いて暮らせる街づくり　

「官民協働」による街づくり

地域住民でできる街づくり

コミュニティ・ビジネスの創出

佐賀特有のうるおいのある風景の創出

４核構想エリア内の魅力向上
 < 点から面へ > 街なかの回遊性を高める仕掛けづくり

クリークを活かした暮らしの風景づくり

以降、ここであげた実践プログラムについて、具体的に説明する。
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2. 街のコンセプト
第6章　4核構想の目指す将来像

　前項であげた４核構想の実践プログラムについては、以降詳細に説明するが、これらが目指すとこ
ろは、街なかのあらゆる環境を向上させ、まずは、行きたい街、住みたい街へと転換させること、そ
してその結果として、人が集まるようになることで、商業の活性化につなげていくことである。
　空洞化しつつある街は、これらの取り組みによって、全体が公園のような環境へと変わり、賑わい
が集約されていく。
　以上のことから、佐賀市街なか再生計画における街のコンセプトを「Central Park さが　ー賑わい
あふれる街ー」と設定した。
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街なか居住
（試験的試みとして）

＜実践プログラム＞

継続的に行う

Central Park さが
ー賑わいあふれる街ー

ＳＴＥＰ１
（取り組み）

ＳＴＥＰ２
（一次効果）

ＳＴＥＰ３
（二次効果・中期的目標）

ＳＴＥＰ４
（三次効果・長期的目標）

行きたい街、住みたい街になる

商業の活性化につながる

街のイメージＵＰ
環境向上

老若男女を問わず
人が集まる

人が街なかを
動き回る

郊外との利便性が向上
街なかで長く過ごせる

クリークを活かした

暮らしの風景づくり

４つの拠点施設の

再生と活用

公共交通中心の
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街づくり

公共公益施設の
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仕掛けづくり
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できる街づくり

コミュニティ

ビジネスの創出

高齢者等の
雇用が
創出される

街をシェアし
愛する気持ちが
生まれる



3. 公共公益施設の誘致促進
第6章　4核構想の目指す将来像

　公共公益施設をはじめとする都市機能の集約が街づくりにおける重要な視点であることを述べた
が、佐賀市においても 4 核構想エリアの白山地区に誘致したハローワーク佐賀は、平日の利用者が
1,000 ～ 1,500 人に上り、街なかへの来街者増加に寄与している。
　また、現在 4 核の東の拠点である呉服町の旧窓乃梅跡地へは、佐賀県国民健康保険団体連合会誘致
が予定されている。
　このような公共公益施設及び職場の誘致は、街に恒常的に人が訪れ、集まる環境の創出に有効であ
り、さらに周辺の商店街と連携し、商店街の魅力を高める取り組みを行うことによって、相乗的に商
業の活性化にもつながるものである。
　今後も中心市街地の長期的な発展をいう視点で考えると、市民利用型の公共施設をはじめ、可能な
限りの都市機能を中心市街地に集約することが望ましい。
　特に老朽化に伴う建替えが生じる施設については、積極的に誘致すべきであると考える。

【誘致した公共公益施設】
　　・ハローワーク佐賀
　　・パスポートセンター

【誘致対象の公共公益施設】
　　・佐賀県国民健康保険団体連合会
　　・ＮＨＫ佐賀放送局
　　・佐賀合同庁舎
　　・佐賀中部広域連合
　　・県の現地機関
　　・その他　県、市等関連公共・公益施設

■ 他都市における事例
【群馬県高崎市】高松町地区
高崎市医療保健センター・高崎市立図書館
　本地区は官庁街に隣接する地区で、従前は民間企業が立地してい
たが、移転後は駐車場として利用されているのみの低未利用地とな
っていた。
　一方、市の施設も老朽化が進んでいて建て替えが迫っていたため、
低未利用となっていた土地に建て替えが必要となっている公共施設
を集約して整備した。
 
　　活用補助メニュー｜暮らし・にぎわい再生事業（国土交通省）
　　　　　　　　　　　/ 都市機能まちなか立地支援
　　事業主体｜ 高崎市
　　施行者｜ 高崎市
　　事業期間 ｜平成１９年度～平成２２年度
　　敷地面積 13,000 ㎡ 延床面積 32,000 ㎡
　　建築面積 6,500 ㎡ 階数 地上６階／地下１階
　　都市機能導入施設の主要用途｜公益施設（医療施設：保健所・地域医療センター・健康検診センター・診療所、
　　　　　　　　　　　　　　　　教育文化施設：図書館）

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
佐賀城公園

館市村記念体育館市村記佐賀佐賀県庁

佐佐賀県立図書館佐賀県立図

エスプラッツ

松原神社

徴古館 佐嘉神社

ハローワーク

ＮＨＫ
佐賀合同庁舎

ハローワーク

佐賀県国民健康保険
組合連合会

佐賀中部広域連合
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4. ４つの拠点施設の再生と活用
第6章　4核構想の目指す将来像

駐車場が「原っぱ」となり、子どもからお年寄りまでが憩える環境となったエスプラッツ周辺のイメージ
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①エスプラッツ

概　要

②玉屋

③旧窓乃梅跡地・６５６広場・柳町

④松原川・松原神社
　佐嘉神社・徴古館

・周辺環境の向上
・滞在型公共サービス機能の導入・子どものための空間 ( 保育施設の設置 )

・跡地活用（佐賀県国民健康保険団体連合会の進出）
・賑わいの拠点となるプログラムの導入
・歴史的建造物等の保存、活用

・１階ファサードに面した通りでの、オープンカフェなどの展開
・商業の核となる地元百貨店像の構築

・徴古館周辺整備との連携

・歴史薫る場所としての環境整備

拠点施設の再生・活用

（１）エスプラッツ

　① 周辺環境の向上　
　クリークを活かすため、堀を浅くし、既存フェンスをなくすことで通りと一体になった居心地の
よい空間となる。親水空間として再生されたエスプラッツ周辺には子どもを連れた家族連れなどの
人々の賑わいが生まれ、街なかの魅力向上につながる。
　エスプラッツの整備にともなって、既存駐車場が緑地公園化されるなど周辺環境が向上すること
で、街なかに人々が滞留し、交流する空間が生まれる。周辺の既存建物は、緑地公園の魅力的な環
境へ開くように少しずつ改修されていき、街の賑わいを取り込んだ活気のある店舗や緑の多い住環
境へと再生される。

　多彩な特徴を持つ 4つの拠点施設は、４核構想エリアにおける賑わいの拠点となるよう再生、活用
することによって、街なかの魅力向上を目指す。



第 6章　4核構想の目指す将来像

4. ４つの拠点施設の再生と活用

子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」 「おへそ保育園」

現状

街なかの中核を担う玉屋におけるオープンカフェ展開のイメージ
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　② 滞在型公共サービス機能の導入（子どものための空間）
　エスプラッツの２階、3 階フロアには、住民票やその他の証明書、パスポートの申請手続き等が
できる「市民サービスセンター」や、佐賀の観光情報を発信する「佐賀市観光交流プラザ」をはじめ、
子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」、コンサートや展示、イベント会場として利用できる多目
的スペース「佐賀市交流センター」など、各種公共サービス機能が導入され、街なかの周辺居住者
の利便性が高まっている。
　さらに平成 23 年 4 月には、民間による「おへそ幼稚園」がオープンするなど、市民の暮らしや
子育てをサポートする施設のさらなる充実によって、年代、性別を問わず市民が集まる賑わいの拠
点となることが期待される。

（２）玉屋

　① １階ファサードに面した通りでの、オープンカフェなどの展開
　　本館と南館の間の通りをバリアフリー化、歩行者優先とするなど、オープンカフェの設置による
　人々が滞留できる空間をつくり、街に賑わいをもたらすとともに、玉屋への集客効果を目指す。

　② 商業の核となる地元百貨店像の構築
　　佐賀唯一の老舗百貨店である玉屋を賑わいの核として、街なかの通りからシンボルとなるような
　仕掛けを行う。



第 6章　4核構想の目指す将来像

4. ４つの拠点施設の再生と活用

現状

佐賀市特有のうるおいのある風景のイメージ
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（４）松原川沿い

　① 歴史薫る場所としての環境整備
　　　松原川の豊かな自然環境を活かした水辺の空間創造により、佐賀特有のうるおいのある風景を
　　創造する。

　② 徴古館周辺整備との連携
　　現在実施されている徴古館周辺整備と連携し、松原川沿いに人を集める機能や歴史文化を体感で
　　きるスペースを創出することが望ましい。

（３）旧窓乃梅跡地・６５６広場・柳町

　① 旧窓乃梅跡地の活用
　　公共公益施設の誘致が期待される。( 佐賀県国民健康保険団体連合会等 )

　② 賑わいの拠点となるプログラムの導入
　　６５６広場や窓乃梅跡地に誘致される公共公益施設においては、呉服町名店街の通りに面した１
　階部分に街の賑わいに寄与するようなプログラムを導入することが望ましい。
　　( 例：柳町を中心とした長崎街道に関する情報発信機能等 )

　③ 歴史的建造物の保存、活用
　　柳町の街並みに残る歴史的建造物を保存、活用することによって、街なかにおける観光の拠点と
　して集客を目指す。



5. 公共交通中心の歩いて暮らせる街づくり
第6章　4核構想の目指す将来像

（１）公共交通の導入・車両交通の規制

① コミュニティ電気バス、レンタサイクルシステムなど、公共交通の整理、検討

　公共交通を整備する理由の１つは、今後ますます進む高齢化社会において、高齢者の生活の利便性
を確保する必要があるためである。「第２章ー７」の交通体系より、街なかを通過する市営バスは 1 
路線のみで、本数も 1 時間に 1 便と極端に少ないことがわかっているが、今後、高齢者だけでなく、
若者や家族連れのための交通の利便性を確保することは、環境への配慮の上でも重要な課題である。
　街なかの賑わいに直結する公共交通をより充実させ、さらに環境に配慮したコミュニティ電気バス
などを導入することにより、時代に沿った街づくりが可能となり、さらに、交通手段として佐賀市で
多く利用されている自転車についても、街なかの居住者だけでなく、他県からの来街者が、街なか散
策を楽しめるように、レンタサイクルシステムを導入するなどして、公共交通を再編していくことが
求められる。

　街なかの車両交通 ( 通過交通 ) を規制すること
で街なか全体が歩行空間となり、居住者及び来街
者が安心して街なかを歩けるようになり、街に賑
わいが増していく。
　「第４章ー２」の空店舗・空地調査からもわか
るように、現在、街なかに多く存在する既存駐車
場を再配置し、徐々に他の用途に誘導していくこ
とも、街なかの賑わい・魅力向上のためには効果
が期待できる。
　ただし、車両交通の規制は、公共交通の導入と
同時に行わなければ意味をなさないため、今後社
会実験など段階を踏んで、佐賀市の街なかに最適
な交通の再編が行われることが望まれる。

② 街なかの車両交通 ( 通過交通 ) の規制検討

　公共交通網の整備は、「第 3章ー 2」で述べたとおり、今後ますます進んでいく高齢化社会にとって、
高齢者の生活の利便性を確保する上で重要になる。
　特に４つの拠点施設を結ぶルートに公共交通網の整備は、街なかへのアクセスや回遊性を改善し、
集客的な効果も期待できる。

既存駐車場
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エスプラッツ

玉屋

松原川・松原神社原川 原松原神神社
佐嘉神社・徴古館佐嘉神社社・ 古館

公共交通の導入
車両交通の規制

市営バス路線 市営バス路線



第 6章　4核構想の目指す将来像

5. 公共交通中心の歩いて暮らせる街づくり

（２）駐車場の再配置

① 街なかから外周部へ駐車場を誘導
　( 公共交通と連携 )

　公共交通の規制・車両交通の規制により街なか
の既存駐車場を徐々に少なくし、街なかから外周
部へ駐車場を誘導していく。
　この外周部の駐車場は、主に、街なかに用事の
ある車利用での来街者の他、郊外からの来街者が、
街なかのコミュニティバスへの乗り換えを行う場
として想定される。
　外周部の駐車場の利用を促進し、街なかの駐車
場を徐々に用途転換していくためには、支援制度
による外周部駐車場の利用料低減や、利用者には
コミュニティバスの無料券を配布する等、駐車場
の再配置と、公共交通利用促進を促すための仕組
みづくりが必要である。

松原川・
佐嘉神社

か
周

の
、
場

車

玉屋

松原神社神神社
社・徴古館古館

エスプラッッツツ

P

P
P

P

駐車場の再配置

駐車場の再配置

駐車場の再配置

駐車場の再配置

置置場の再配置場の再場場場場場場場場場場場場場の再場の再場場 再配再再再 置置置置置配置置置置置配配置置配配置場場場場場場場場

新規駐車場既存駐車場
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市営バス路線 市営バス路線

公共交通利用による
歩行者優先ゾーン



第 6章　4核構想の目指す将来像

6. 街なかの回遊性を高める仕掛けづくり

　街なかの賑わいを創出するためには、来街者が街なかを歩きたくなるような環境整備が必要である。
　4 つの拠点施設をつなぐ十字軸の回遊ルートは、人にやさしい快適な歩行空間とし、さらに、街な
かに立ち寄りたくなるプログラムを点在させることで、４核エリア全体の魅力向上を目指す。

■ 離れた場所から見えることで抱く期待感

Point 1　　  商店街の天蓋を利用した大きな行灯

Point 2・3　 玉屋の連絡通路・むつごろう広場のデザ
　　　　　  イン（大きなグラフィックデザイン等）

Point 4　　  佐嘉神社の既存の森

（２） 快適に歩く ⇒ 人にやさしい通りの整備

　街なかのメインとなる十字軸については、歩行者・自転車を優先した歩行環境を整備することで、
人が安心して歩くことができ、街なかの回遊性向上につながる。この実現には、沿道の方々をはじめ、
街なかの住民の方々の協力が必要で、「街の回遊性向上が、結果、街の賑わいや商業活性化にもつな
がる」ということに対する理解が求められる。

■ 東西軸
　　歩道を拡張して、通りを歩行者と自転車専用ま
　たは一方通行等、車両の通行を制限し、歩行者の
　ための空間づくりを行う。

■ 南北軸
　　決まった時間帯に車両を通行止めにし、飲食店
　のテーブルを通りに出す（オープンカフェなど）こ
　とで、隠れていた街の賑わいを通りに見せる。

（１）４核をつなぐ『十字軸のつきあたり』 ⇒ 4 つのシンボルのデザイン

　東西軸、南北軸の２つの通りにおいて、歩いて楽しい空間を実現するためには、通りの突き当たり
にシンボルとなるデザインを工夫することが効果的である。
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徴古館
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第 6章　4核構想の目指す将来像

6. 街なかの回遊性を高める仕掛けづくり

P

道路沿いの敷地を
賑わい創出に活用

一部緑地公園化

“原っぱ ”の維持管理、活用に
地域住民が参加

既存駐車場

既存道路

既存建物

クリーク

公園化 “Re- 原っぱ ”

住環境の向上

広く環境の良い店舗や住宅

4 核構想の目指す将来像

を高める仕掛けづくり
第6章

6. 街なかの回遊性

新規駐車場既存駐車場原っぱ

P

P
P

P

　・一部緑地公園化⇒ 環境の向上

　・維持管理及び活用への地域住民の参画

　・一部道路沿いの用地を店舗や住宅用地として活用

① 佐賀市の街なかにはポケットパークと呼べるような緑　
　地がほとんど存在しない。そのため街なかの環境の向上
　と、人々が安心して休めるような緑地の創出のため、既
　存駐車場の一部を緑地公園に転換していく。“Re-原っぱ ”
　と題されたこの手法は、活用と維持管理を地域住民に参
　加してもらう。“Re- 原っぱ ” は、街全体の環境を優先
　させて、各個人が　「原っぱ」をシェアしていくという
　考え方である。
 
② 環境が向上した「原っぱ」には、店舗や住宅が面し、街  
　の賑わいを取り込んだ活気のある店舗や緑の多い住環　
　境へと再生され、街なかに人の賑わいが増していく。こ
　のように街全体の環境向上は、最終的に街全体の利益に
　つながっていく。

（３）街なか (4 核構想エリア内 ) の民間駐車場の緑地公園化
　  ＂Re－原っぱ＂

　今後の人口減少やそれに伴う商業マーケットの縮小を考え
ると、「右肩上がり」の時代のように、街なか全体を再び高
密度に戻すことは現実的ではない。今後は、街なかの「空洞化」
をどこで食い止められるかということが、大きなテーマとな
るが、一方で「空地」をプラスの価値へと転換するという戦
略を持つことで、今後の街なか展望が大きく一変する。
　佐賀市の街なかでは、例えば民間駐車場等を徐々に緑地公
園化 (＂Re－原っぱ＂) することで街なかの住環境を向上さ
せ、住みたい街、そしてその延長上に、商業活性化を目指す。
　また、生まれた緑地の活用については、これまでの行政管
理の公園と異なり、地域住民の方々にその裁量を委ねるもの
とし、その代わりに、維持管理についても地域の中で、守り
育てていく仕組みづくりを今後検討していく必要がある。「第
3 章」で述べたコミュニティビジネスの舞台となることも大
いに期待されるため、今後、官民の役割の明確化や、地域に
よる管理運営を推進するための新たな仕組みづくりについて
の検討も必要である。

■＂Re－原っぱ ”の整備イメージ

①

②
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第 6章　4核構想の目指す将来像

6. 街なかの回遊性を高める仕掛けづくり

P

コンテナの配置

P

既存駐車場

既存道路

既存建物

クリーク

通りから 駐車場から

（４）「空き店舗」や街なかに点在させる「コンテナ」をコミュニティ活動などへ開放

　全国地方都市に共通してみられる通りから見える “ 青空駐車場 ” の風景は、街なかの空洞化の象徴
であり、来街者にとっては、街の衰退や寂しさを感じる光景である。そこで、民間駐車場の通りに面
した一部について、地権者の協力の元、通りに面して、地域のコミュニティ活動等の場となるコンテ
ナを配置し、通りの賑わいが連続して、展開される風景を形成する。また、同時に、街なかの空き店
舗についても、コミュニティ活動やチャレンジショップ等への活用・開放によって、賑わいが集約さ
れることが望まれる。
　なお、「空地」「空き店舗」の活用促進のためには、今後は、規制緩和などによる支援の仕組みを検
討していく必要がある。

■コンテナの活用事例

・日比谷パティオ ( 東京都千代田区 )
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第 6章　4核構想の目指す将来像

6. 街なかの回遊性を高める仕掛けづくり

■コンテナの活用イメージ
① 社会実験で設置するコンテナ(第7章参照)は、用途に応じて汎用性のある仕様とし、社会実験後も継続的
　 に街なかで活用が可能なものとする。
② 見た目にもアーティスティックにデザインされたコンテナを街なかに点在させることで、通りからの視覚
　 的な楽しみを創るとともに、若い人の興味を惹き、まちのイメージづくり、話題づくりを目指す。
③ 小さいながらも様々な機能を持たせ、老若男女を問わず気軽に立ち寄ってもらえるプログラムを導入す
　 る。

CCCAAAAAFFCAAFFEEEECAC

SSEATAEATATTSEA

GAAGALLALLLLLLERYRYYALLERGALLERYY

GUUGUIDIDEEGUIDE

ARAARARAARAAAAAAAAAAARRRTRRTTTRTRTRTRTRTTARARRRARR BIBICYCICYCYCCBICYCLELCLLEEEEBICY

PAAPARRARKRKIKKINKINGNGGGGPARKINRKING

RRESSRR ST EST RT ROOOOOROOOOOMOREST ROOM

MAGAGAAMAGAMAA ZZAGAZIGAZINAZINZAZZINEEEEMAGAZINM

STSTOOORRTORAGARRAGASTORAS GEEORAGERS

SSSHHOOHHSHOPSHOPHSS P

ギャラリー

倉庫 自販機置き場

宣伝・広告

自転車置き場
レンタサイクル

案内所

壁面アート
市民参加ツール

店舗

お手洗い

キッチン
(カフェ・BAR・レストラン等
客席は別のコンテナ)

図書館

休憩所・客席・閲覧席

ADVEEADVERTTDD T SSVVEE SSRTISETISEMEENTEMENTENNDDADVERTISEMENTA VVADVERTISEMEN

VVVEEVENVEENDEEDERREERRVENDERRR
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“ 原っぱ ”の維持管理、活用に
地域住民が参加

賑わいの施設のイメージ
( メディアモールの例 )

公園化 “Re- 原っぱ ”

住環境の向上
人を集めるプログラムの導入
(図書館、メディアモール等 )

既存駐車場 新規駐車場原っぱ

エス

松原川・松原神原川 原松原神
佐嘉神社・徴古佐嘉神社社・

P

玉屋

神社神神社
古館古館

窓乃梅跡地旧窓

スプラッツツ PPPPPPPPPPPPP
P

P
P

P

（５）街なかに立ち寄りたくなるプログラムの導入（例：図書館、メディアモール等）

　現在、佐賀市の街なかには、買い物以外に立ち寄る、あるいは長く時間を過ごすような用事が不足
している。街なかに、人々がゆったりと時間を過ごす場があることで、その結果、お茶や食事、ある
いは買い物といった消費活動が伴うものと考える。
　佐賀市の街なかで、どのようなプログラムが求められ、人々の “時間消費 ” に貢献できるかどうか
ということについて検証するために、まずはコンテナを使った社会実験 ( 第７章参照 ) を実施し、そ
の結果をもとに、街なかの適切な場所に戦略的に人々を街なかに滞留させるためのプログラムを導入
する。
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第 6章　4核構想の目指す将来像 

7. クリークを活かした暮らしの風景づくり

　佐賀市の街なかにある、特有の財産の1つとして、網目のようにめぐるクリークの存在があげられる。
　クリークの本来の意味は『小川』である。現在、クリークは、建物の裏側になってしまっている場合が多く、
有効活用されていない。クリークの魅力を市民皆に認識してもらい、“表”として整備・有効活用することで、
今後クリークを活かした佐賀市の街らしい景観づくりにつなげていく。

クリークの整備と活用

■ 水辺再生の事例ー滋賀県近江八幡市
　街を流れる「八幡堀」は、戦後の急速な都市化の発展により、
環境が悪化し、昭和 40 年代には埋め立ての計画が具体化し
た。
　しかし、堀を先人の歴史的遺産と捉えた市民団体を中心に、
「八幡川清流ルネッサンス 21」等の堀の浚渫と再生に向けた
活動が始まり、現在も「八幡堀を守る会」として、堀の景観
の維持や水質改善活動として続いている。
　また、宮中の優雅な舟遊びを似せた「水郷めぐり」は、年
間 28 万人もの利用客が訪れるこの地域の観光の目玉となっ
ている。
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クリークを活かした佐賀市の街らしい風景のイメージ



8. 地域住民でできる街づくり　コミュニティビジネスの創出
第6章　4核構想の目指す将来像

　都市の集約化に代表される街づくりは、行政が主体となって推進され、その活動の一部分を市民や
地域住民と連携・協働して行っているものである。しかし、高齢者が増え、現場で活躍してくれるは
ずの若者が減っている環境で、多種多様になった住民のニーズに応え、だれもが快適に暮らしていく
には、支え合いの精神のもと、住民が中心となって自分たちの住む地域における自主的な街づくり活
動が不可欠である。
　住民が中心となって、自分達の住む地域の目標とする将来像を描き、実現に向け課題を解決してい
くために、地域で日頃感じていることを皆で話し合い、街づくりを考える組織をつくり、理想とする
街づくりに向けた『市民ルール』（自主的ルール）を定めるなどの取り組みも始められている。
　今後、佐賀市においても、住民ひとりひとりが自分たちの街の将来イメージを共有しながら、街の
魅力向上に向けた「賑わいビジネス」の取り組みや、「コミュニティルール」づくりなど、住民が主
体となる街づくり活動が促進されることが望ましい。
　また、行政においても、そのような活動を支援するための新しい制度づくりなど、住民との連携・
協力に向けた新たな取り組みの検討も求められている。

【住民でできる街づくりの例】
　　・街なかの清掃（道路やクリークなど）
　　・緑と香りの街づくり（花や樹木による通りの演出）
　　・色彩や素材による街の演出
　　・グリーンツーリズムならぬ「えびす様ツーリズム」による交流
　　・安心・安全の地域づくりのかけ橋「おさそい屋さん」活動
　　・その他、ソフト事業による街のイメージづくり（歩いて暮らす街・自転車の街）など

【賑わいビジネス（元気な高齢者が働く場所）の例】
　　・街なかに点在するコンテナを活用した街なか案内所の運営とおもてなし活動
　　・原っぱ化された緑地公園の維持管理・活用・運営
　　・街なかパトロール
　　　など
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■ 事例
右：滋賀県近江八幡
　　通りに面した玄関先に思い思いの花を
　　飾って通りを歩く人を楽しませる

下：岡山県勝山町
　　通り沿いの全ての家屋に様々なデザイ
　　ンの「のれん」が掛けられ、街に楽し
　　さと賑わいを与えてくれる



9. 将来イメージ
第6章　4核構想の目指す将来像

駐車場が「原っぱ」となり、子どもからお年寄りまでが憩える環境となったエスプラッツ周辺のイメージ
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第 6章　4核構想の目指す将来像

9. 将来イメージ

街なかの中核を担う玉屋におけるオープンカフェ展開のイメージ
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第 6章　4核構想の目指す将来像

9. 将来イメージ

街なかに生まれた新たな賑わいの拠点のイメージ（メディアモールの例 )
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第 6章　4核構想の目指す将来像

9. 将来イメージ

佐賀市の大切な財産であるクリークを活かした暮らしと賑わいの風景
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第 6章　4核構想の目指す将来像

9. 将来イメージ

Central Park さが　ー賑わいあふれる街ー
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