
 

 

 

 

 

 

 

■「歴史的資産を活用したまちづくり」について 

佐賀市建設部都市デザイン課 園田 卓司 

 

１． はじめに 

（１）佐賀市の概要 

  本市は佐賀県のほぼ中央部に位置し，小城市，神埼

市，唐津市や福岡県福岡市，糸島市などと隣接してい

ます．平成１７年及び平成１９年における２度の市町

村合併を経て面積約４３１平方キロメートル，人口約

２４万人の現在の佐賀市となりました．北は脊振山地

に及び，南は緩やかに広がる沖積平野を挟んで有明海

に達しており，文字通り「山から海まで」を包括した

豊壌な自然を擁しています． 

 

図１ 佐賀市の位置 

 

（２）佐賀城下町 

 本市の中心部は約４００年前，佐賀藩主鍋島家（石高

３６万石）の城下町として整備されました．お堀に囲

まれた城内を中心に，道路と水路で区画されたほぼ左

右対称の整然とした美しい姿が特徴です． 

 城下町を東西に貫通する形で長崎街道が通っており，

沿線には歴史的建造物や由緒ある寺社仏閣，築地反射

炉跡をはじめとする幕末産業遺産など多くの歴史的資

産が点在しています．また城下町北東部に位置する柳

町地区は，明治から大正期にかけて，商業・金融の中

心地として栄えました．当時の建物が多く残り，往時

を偲ぶ趣のあるまちなみを今に伝えています． 

 歴史的資産を活用したまちづくりにおける本市の取

組みについてご紹介します． 

 

 

写真１ 佐賀市中心部の航空写真 

 

２． 歴史まちづくりの取組み 

（１）現状と課題 

①町割りを継承する道路・水路に関する課題 

次の図は１８１０年頃の佐賀城下町の古地図に現代

の都市計画図を重ね合わせたものです．これを見ると

道路や水路が当時の形状とほぼ変わらず残っているこ

とが分かります．   

この江戸期からの町割りを継承してきた道路や水路

ですが，近年，都市計画道路の整備や大規模な開発等

により道路が一部分断されたり，水質悪化や水量不足

のため埋め立てられたりした水路も多く，往時の歴史

的な趣のあるまちなみが失われつつあります． 
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図２ 古地図と都市計画図の重ね合わせ注１ 

 

②歴史的建造物の保存活用に関する課題 

市内には長崎街道沿いや柳町地区をはじめ至る所に

武家屋敷，町屋，寺社などの歴史的建造物が点在して

います． 

しかしながら，建物に居住していない子供や孫世代

に所有権が引き継がれると，使用されることなく除却

されたり，また建造物に対する十分な維持管理が行わ

れないために老朽化したりしています．さらに維持修

理は行われていても本来有してきた歴史的な趣を損ね

た改修をされているものも多く見られ，まちなみの統

一感が失われつつあります． 

 

③市民の歴史文化への理解に関する課題 

 歴史的資産を活用したまちづくりを推進していく中

で，市民一人ひとりが郷土の歴史・文化に誇りと愛着

を持ち，歴史的資産の保存活用に理解を示すことは重

要なことです．現在も一定の市民啓発活動は実施して

いますが，市民の歴史・文化に対する意識が十分に高

いとはいえない状況にあります． 

 

（２）課題解決への取組み 

～佐賀市歴史的風致維持向上計画の策定～ 

 本市の平野部の成り立ちは有明海に大きく起因し，

自然の陸化や鎌倉時代から行われてきた干拓により現

在の佐賀平野が形成されてきました．江戸時代，海外

に門戸を開いていた長崎と小倉を結んだ長崎街道は，

佐賀の城下町を貫き，長崎にもたらされた海外の珍し

い文物・文化は佐賀の地にも大きな影響を与え続けて

きました． 

このような地形的・位置的背景のもと独自の変遷を

歩んできた本市には，地域固有の歴史・文化が今日ま

で継承されています． 

この地域固有の歴史・文化の維持向上を目的に「歴

史まちづくり法」に基づく計画として，平成２４年３

月に「佐賀市歴史的風致維持向上計画」を策定し，歴

史的資産の活用・保全に取組んでいます． 

 

[佐賀市歴史的風致維持向上計画の基本方針] 

 課  題  

●町割りを継承する道路・水路に関する課題 

●歴史的建造物の保存・活用に関する課題 

●市民の歴史・文化への理解に関する課題 

         

 基本方針  

●江戸期の町割りを継承する道路や水路の保全 

●歴史的建造物の保存と活用の推進 

●伝統と文化に対する市民啓発 

 

 

写真２ 柳町：長崎街道と旧古賀銀行 

 

３．町割りを継承する道路，水路等の保全・整備 

（１）長崎街道の再整備 

佐賀城下町を東西に横断する長崎街道は，一部を除

き道筋も道幅も江戸期のままの姿で継承されており，

散策する来訪者の方も多く見られます．長崎街道は城

内に近づくにつれ折れ曲がり，道筋が分かりにくい構

造となっています．長崎街道の道筋を明確にし，容易

に長崎街道を散策しながら，点在する歴史的資産を訪



ねることができるように，他の道路との区別化を行う

カラー舗装の整備を行っています． 

 

 

写真３ カラー舗装で整備された長崎街道 

 

（２）水路（石積護岸）の整備 

江戸期からほぼそのままの位置と形状で現代に継承

されている水路は，地域の歴史の深さを感じとること

ができる貴重な歴史的資産となっています．  

この水路について，石積護岸の整備を行うとともに，

棚路や石橋の保全など景観に配慮した取組みを行って

います． 

 

 

写真４ 石積護岸で整備された水路 

 

（３）案内・説明・誘導サインの整備 

市民や来訪者が分かりやすく散策できるように，城

下町に点在する歴史的資産を案内・説明・誘導するサ

インについて整備を行っています．サインの背景には

鍋島小紋注２の柄を使用し，統一されたデザインで景観

にも配慮しています． 

 

 

写真５ 整備された説明サイン 

 

４． 歴史的建造物の保存・活用 

（１）旧森永家，旧久富家の整備 

旧森永家は長崎街道沿いの柳町地区に位置し明治前

期の建物が３棟（北蔵，南蔵，居宅）残されています．

当初，煙草製造販売業を営まれていましたが，明治３

７年の煙草専売化に伴い呉服店に転じ，昭和９年まで

呉服店を営んでおられました． 

 

 

写真６ 柳町：旧森永家 

 

また，旧久富家も同じ柳町地区にあり，大正１０年

に「履物問屋 久富商店」として建てられたもので，

同商店は当時，県内でも有数の履物問屋であったとい

われています．外観は大棟の妻壁を大きく見せ，大正



期の大型町屋として力感あふれる表構えであり，当時

の面影を良く残しています． 

 

 

写真７ 柳町：旧久富家 

 

この旧森永家，旧久富家は，市が取得を行い，古民

家の再生と賑わいの創出に取組みました．整備にあた

っては，あえて文化財への指定は行わず，外観は当時

の姿を再現しつつ，内部については活用をメインに考

え，現代の使い方に即した改修を行っております． 

 このような事業を行う際は，市が建物の整備を行っ

たあとでテナントの募集を行うケースが多いのですが，

今回の事業では，まずテナントを先に決定し，テナン

トと使い方を協議しながら，活用しやすい施設となる

よう改修を行いました． 

また，テナントの公募につきましては，下記の３つ

のコンセプトのほか，「広域からの集客力を兼ね備えた

活用」や「多世代を想定した活用」などを条件として

示しました． 

【テナント募集における活用コンセプト】 

●佐賀の“まち”に新しい刺激と魅力になる 

店舗運営への情熱 

●賑わいづくり・話題づくりへの挑戦 

●柳町地区のコミュニティづくりへの貢献 

 

結果として，地元の伝統織物の工房，和紅茶の専門

店，ＩＴ企業が運営するカフェ，写真スタジオ，着物

（和装）を中心とした貸衣装店，アトリエなどのテナ

ントが入居され，新たな賑わいの創出へと繋がってい

ます． 

 

写真８ 地元の伝統織物の工房：旧森永家 

 

 

写真９ ＩＴ企業が運営するカフェ：旧久富家 

 

 

写真１０ 写真スタジオ：旧久富家 

 

（２）大隈記念館の改修 

国史跡「大隈重信旧宅」の隣に立つ大隈記念館は，

昭和４２年に開館した大隈重信候にまつわる資料を展

示する施設です．同館の設計者は，早稲田大学建築学

科教授であった今井兼次氏であり，どっしりとした独



特の意匠は，大隈候の動かざる姿をイメージしたもの

といわれています． 

 今回，市が施設の改修を行い，これまで行ってきた

大隈重信候に関する展示に加え，武家屋敷であった同

館周辺の町割りを示す復元模型を作成し展示しました．

この復元模型は，来訪者の方から「当時の様子がよく

分かる」と好評です． 

 

 

写真１１ 大隈記念館（外観） 

 

 

写真１２ 町割りの復元模型：大隈記念館 

 

５．終わりに 

歴史的資産を活用したまちづくりは，行政が行うハ

ード整備も然ることながら，市民一人ひとりが自分た

ちのまちの歴史に誇りや愛着を持つことが欠かせませ

ん．事業を進めていくとともに市民への啓発活動にも

力を入れていきたいと考えております． 

 

＜注＞ 

注１ 佐賀城下町の古地図（１８１０年頃）に現代の

都市計画図を重ね合わせたもの． 

注２ 鍋島小紋とは，佐賀鍋島藩の裃（武家の公服）

に使われた柄のこと． 

  （2016年 12月入稿） 

 

                          

第 5回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

 

日 時：平成 28年 12月 28日（水） 15:00～16:30 

場 所：九州大学箱崎キャンパス 

工学部建築学科建築１番教室 

出席者：坂井猛，橋本信幸，吉武哲信，三島伸雄，猪

八重拓郎，大井尚司，加知範康，黒瀬武史，趙世晨，

堤昌文，鶴崎直樹，日暮光一郎，日高圭一郎，姫野由

香，箕浦永子，山下三平 以上 16名 

 

議事内容 

1. 前回幹事会議事録の確認（三島） 

・事前メール審議にもとづき，平成 28年10月15

日（土）開催分の平成28年度第4回幹事会の議

事録を確認した． 

2. 熊本地震災害調査特別委員会（黒瀬） 

・資料をもとに各部会の進捗状況について報告が

あった． 

・報告書全体内容を考慮し，第一部会と第三部会

を統合させることとした． 

・報告書作成段階の資料や結果をもとにして将来

に向けた提言（制度設計など）を検討するために，

来年度の都市計画サロンの場を用いて中間報告

会や座談会を開催することを検討することとし

た． 

・特別予算は，第一・第三部会，第二部会でそれ

ぞれ10万円ずつ配分することとした． 

3. 平成28年度学術研究論文発表会におけるワーク

ショップ（吉武） 

・ワークショップの内容をまとめた資料をもとに，

実施報告があった． 

4. 平成28年度支部主催シンポジウム（箕浦） 

・シンポジウムのテーマや登壇者が確定され，全

体の内容が確定した旨の報告があった． 

・シンポジウムの名義後援依頼を，日本都市計画



学会，日本建築学会九州支部，土木学会西部支部，

日本造園学会九州支部，日本都市計画家協会福岡

支部，都市環境デザイン会議九州ブロックに対し

て行うこととする． 

5. 平成29年度支部総会（箕浦） 

・平成29年度支部総会の実施概要について説明が

あった．平成29年4月8日（土）に九州大学西

新プラザにて開催し，スケジュールは昨年度と同

様に実施する． 

6. 研究発表（口頭発表）およびポスターセッション

（鶴崎） 

・審査方法について協議され，前回方法の改善版

である案１で行うことが承認された． 

・表彰について協議され，受賞者は 40歳未満とす

ることとした． 

・応募について協議され，ポスターセッションは

エントリー時点で学生であることした． 

・口頭発表について協議され，趣旨として若手を

研鑽させて特に優秀者を顕彰したいということ

があることから，学生に限らず発表できるものと

し，8名を超える場合はエントリーシートの内容

のバランスを考慮したうえで採択することとし

た． 

7. 平成29年度九州支部事業計画・予算計画（案）（代

理：箕浦） 

・来年度の事業計画案が提示され，内容が承認さ

れた． 

8. 支部トピックス（No.323：11月掲載分）（趙） 

・資料にもとづき，支部トピックス 11月掲載分に

ついて報告があった． 

9. 支部トピックス（No.323：11月掲載分）（趙） 

・支部ニュースNo.81について報告があり，承認

された． 

10.名義後援（2件）（箕浦） 

・事前メール審議にもとづき，「日本風景街道大学」

および「蓑原敬先生の話を福岡でトコトン聴く

会」の後援依頼について承認された． 

11.会計報告（代理：箕浦） 

・資料にもとづき，11月末までの会計報告があっ

た． 

12.理事会報告（12月12日分）（坂井） 

・12月理事会について報告があった． 

13.その他 

次回幹事会について（箕浦） 

・第6回幹事会の日時は， 2月17日（金）10:00-11:30

に開催する旨の報告があった． 

Who’s Whoについて（加知） 

・Who’s Whoの更新状況が報告され，引き続き二

次締切を2月10日として募集を行うこととした． 

・関連して支部ホームページについて報告があり，

今後サーバは本部のサーバへ移行することとな

り更新等の運用は支部側で行うこと，その運用者

については今後検討すること，また支部ホームペ

ージのリニューアルを行う予定であるとのこと

であった． 

九州まちづくり賞について（趙） 

・九州まちづくり賞の応募状況について報告があ

り，公募期間を1月31日まで 1か月延長するこ

ととなった． 

 

第 6回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

 

日 時：平成 29年 2月 17日（金） 10:00～11:30 

場 所：アクア博多 A会議室 

出席者：坂井猛，橋本信幸，三島伸雄，天本徳浩，大

井尚司，加知範康，趙世晨，鶴崎直樹，日暮光一郎，

日高圭一郎，箕浦永子，吉城秀治 以上 12名 

 

議事内容 

1. 前回幹事会議事録の確認（三島） 

・事前メール審議にもとづき，平成 28年12月28

日（水）開催分の平成28年度第5回幹事会の議

事録を確認した． 

2. 熊本地震災害調査特別委員会（三島） 

・資料をもとに経過報告があった． 

3. 平成28年度九州まちづくり賞の結果報告（趙） 

・審査経緯について報告があった． 

・審査の結果，応募件数 2件のうち1件「アイラ

ンドシティ照葉の住まい・まちづくり」に授与す

る旨の説明があった． 



・選考理由について説明があり，承認された． 

4. 平成29年度支部総会：総会資料（案）（箕浦） 

・総会資料（案）について報告があった．未完了

事業は完了次第に適宜提出いただき，完成稿とす

る． 

・平成29年4月8日の総会前に開催される第１回

幹事会で最終版をお諮りする． 

5. 研究発表（口頭発表）およびポスターセッション

（鶴崎） 

・応募要領に関する修正版の説明があった． 

・応募要件の年齢制限について意見があり，研究

発表会については研究発表会実施年度の４月１

日時点において40歳未満の発表者，学生ポスタ

ーセッションについてはセッション実施年度の

４月１日時点において学生であること，とするこ

ととなった． 

・本稿で確定とし，募集を開始する． 

6. 支部ホームページおよびWho’s Whoについて（加

知） 

・Who’s Who情報提供の状況について報告があっ

た．まだ，情報公開されていない方に，個別に依

頼を進めていく． 

・支部ホームページを運用するサーバが，本部サ

ーバに移行することが予定されているため，移行

時期，移行後に使える機能を確認した上で，支部

ホームページのリニューアルを進める． 

・本部サーバに移行後も，支部ホームページの更

新等の管理は，支部内の担当者が行なう． 

7. 支部トピックス（No.324：1月掲載分）（吉城） 

・資料にもとづき，支部トピックス 1月掲載分に

ついて報告があった． 

・今後の寄稿原稿について協議され，No.326は大

分関連記事と，平成28年度支部主催シンポジウ

ムの開催報告を寄稿することとした． 

8. 支部ニュース（No.82：4月発行分)（日高） 

・支部ニュースNo.82について報告があり，承認

された． 

・今後の原稿は，次回以降の幹事会で提示する． 

9. 会計報告（代理：箕浦） 

・資料にもとづき，「九州支部」「熊本地震調査」「都

市構造評価特別委員会」のそれぞれについて，1

月末までの会計報告があった． 

10.理事会報告（1月30日分）（坂井） 

・1月理事会について報告があった． 

・功績賞の推薦について，九州支部からも推薦す

る予定であり候補者に打診中である． 

11.その他（大韓国土都市計画学会釜山蔚山慶南支部

との交流について）（坂井） 

・韓国の大韓国土都市計画学会(Korea Planners 

Association) 釜山蔚山慶南支部より交流の申し出

があったことが報告され，支部間の国際交流を行

うことが承認された． 

・手続きとして，協定の締結が必要であろうが，

本部にも相談しながら準備を始めることとする． 

・具体的な交流内容は今後検討していくが，まず

は総会や支部主催シンポジウムへの参加など，学

術交流から始めていくことが想定される． 

 

                                                    

■支部ニュースに関する問合せ・連絡先 

 支部ニュースに関するお問い合わせやご意見等が

ございましたら下記までご連絡ください．各種イベ

ント（シンポジウムや講演会等）のお知らせ等を掲

載することも可能です．案内文を下記までお寄せく

ださい． 

【公益社団法人日本都市計画学会九州支部事務局】 

TEL: 092-642-3346  FAX: 092-642-3349 

E-mail: cpij-q@arch.kyushu-u.ac.jp 

 

 

 


