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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1．はじめに
小城市は、佐賀県のほぼ中央に位置し、北と東は

佐賀市、西は多久市及び江北町、南は白石町と接し
ており、佐賀市街へ約 10km、福岡市街へ約 70km、
長崎市街へ約 100km の距離にあります。

北部には天山山系の山々が連なり、中央部には広
大で肥沃な佐賀平野が開けています。また、南部に
は農業用排水路のクリーク地帯が縦横に広がり、日
本一の干潟を有する有明海に面しています。

 

 
 
 
 
 

１�はじめに 
 小城市は、佐賀

県のほぼ中央に

位置し、北と東は

佐賀市、西は多久

市及び江北町、南

は白石町と接し

ており、佐賀市街

へ約１０km、福岡

市街へ約７０km、

長崎市街へ約１００km の距離にあります。 

北部には天山山系の山々が連なり、中央部には

広大で肥沃な佐賀平野が開けています。また、南

部には農業用排水路のクリーク地帯が縦横に広

がり、日本一の干潟を有する有明海に面していま

す。 

２�中心市街地の�� 
 中世、鎌倉時代に千葉氏が千葉城を中心に勢力

を広げ、戦国時代には佐賀、小城、杵島の一帯を

治め、肥前の国主とまで言われて繁栄しました。 
 戦国時代の動乱を経て、江戸時代小城の地は、 
小城鍋島藩七万三千石の領地となり、自楽園、藩

邸を中心に周辺に小路（くうじ）と呼ばれる武家

屋敷がつくられ、

まちが発展し現

代のまちの原型

が形作られてい

ます。明治初期

に「小城羊羹」 
の製造も始まり、日清・日露両戦役を通じて軍の

甘味品として太平洋戦争終結まで納入され、今日 

 
 
 
 
 
 
の小城の特産品となっています。昭和７年に城下

町として発展した小城町を中心に岩松村、晴田村、

三里村が合併し、小城町が誕生。昭和３１年に牛

津町、砥川村が合併して牛津町へ、芦刈村は、昭

和４２年芦刈町へ、昭和４４年に三日月村が三日

月町となっています。 
そして、平成１７年３月、小城郡４町の合併に

より小城市が誕生しました。 

３�計画策定の経�と計画推進体制 
 中心市街地活性化対策として、市長を本部長と

するまちづくり推進本部を平成１９年７月に設

置し、小城市都市計画マスタープランとの整合や

土地利用規制の導入を同時並行、かつ重点的に行

っています。基本計画策定にあたって、庁内ワー

キングチームで作成した基本計画案について具

体的な事業化に向けた検討を行うためにまちづ

くり推進本部に中心市街地活性化検討部会を設

置。また、市民や関係者等の意見を反映させるた

めに中心市街地活性化基本計画策定検討委員会

及び専門部会を設置し、基本計画素案における将

来ビジョンや基本方針を踏まえて、計画に明記す

る具体的な施策事業の検討・評価・抽出などの作

業を行うとともに、事業の実施体制の整備につい

て掘り下げた議論を行っています。 
中心市街地活性化協議会については、小城商工

会議所と「（株）まちづくり小城」（平成２１年４

月２８日設立）が共同設置者となり平成２１年８

月に設立総会を開催し、活性化の推進体制を整備

しました。同時に協議会での協議事項等の調整を

図るため、協議会の下部組織として「運営委員会」

とワーキンググループとして「専門部会」を設置

中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～ 

小城市中心市街地活性化基本計画について 
～住んでよし、訪ねてよし、和で織りなす味わいのある美しい城下町～ 

小城市建設部都市整備推進室 江頭 正秀

小城市の歴史は古く、中世、鎌倉時代に千葉氏が
千葉城を中心に勢力を広げ、戦国時代には佐賀、小
城、杵島の一帯を治め、肥前の国主とまで言われて
繁栄しました。

戦国時代の動乱を経て、江戸時代小城の地は、小
城鍋島藩七万三千石の領地となり、自楽園（現 小
城公園）、藩邸を中心に周辺に小路（くうじ）と呼
ばれる武家屋敷がつくられ、まちが発展し現代のま
ちの原型が形作られています。明治初期に「小城羊
羹」の製造も始まり、日清・日露両戦役を通じて軍
の甘味品として太平洋戦争終結まで納入され、今日
の小城の特産品となっています。昭和 7 年に城下町

として発展した小城町を中心に岩松村、晴田村、三
里村が合併し、小城町が誕生。昭和 31 年に牛津町、
砥川村が合併して牛津町へ、芦刈村は、昭和 42 年芦
刈町へ、昭和 44 年に三日月村が三日月町となってい
ます。

そして、平成 17 年 3 月、小城郡 4 町の合併により
小城市が誕生しました。
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の小城の特産品となっています。昭和７年に城下

町として発展した小城町を中心に岩松村、晴田村、

三里村が合併し、小城町が誕生。昭和３１年に牛

津町、砥川村が合併して牛津町へ、芦刈村は、昭

和４２年芦刈町へ、昭和４４年に三日月村が三日

月町となっています。 
そして、平成１７年３月、小城郡４町の合併に

より小城市が誕生しました。 

３�計画策定の経�と計画推進体制 
 中心市街地活性化対策として、市長を本部長と

するまちづくり推進本部を平成１９年７月に設

置し、小城市都市計画マスタープランとの整合や

土地利用規制の導入を同時並行、かつ重点的に行

っています。基本計画策定にあたって、庁内ワー

キングチームで作成した基本計画案について具

体的な事業化に向けた検討を行うためにまちづ

くり推進本部に中心市街地活性化検討部会を設

置。また、市民や関係者等の意見を反映させるた

めに中心市街地活性化基本計画策定検討委員会

及び専門部会を設置し、基本計画素案における将

来ビジョンや基本方針を踏まえて、計画に明記す

る具体的な施策事業の検討・評価・抽出などの作

業を行うとともに、事業の実施体制の整備につい

て掘り下げた議論を行っています。 
中心市街地活性化協議会については、小城商工

会議所と「（株）まちづくり小城」（平成２１年４

月２８日設立）が共同設置者となり平成２１年８

月に設立総会を開催し、活性化の推進体制を整備

しました。同時に協議会での協議事項等の調整を

図るため、協議会の下部組織として「運営委員会」

とワーキンググループとして「専門部会」を設置

中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～ 

小城市中心市街地活性化基本計画について 
～住んでよし、訪ねてよし、和で織りなす味わいのある美しい城下町～ 

小城市建設部都市整備推進室 江頭 正秀

地域ブランドの小城羊羹

2． 計画策定の経緯と計画推進 
体制

中心市街地活性化対策として、市長を本部長とす
るまちづくり推進本部を平成 19 年 7 月に設置し、小
城市都市計画マスタープランとの整合や土地利用規
制の導入を同時並行、かつ重点的に行っています。
基本計画策定にあたって、庁内ワーキングチームで

小城市建設部都市整備推進室　江頭　正秀

小城市中心市街地活性化基本計画について
～住んでよし、訪ねてよし、和で織りなす味わいのある美しい城下町～

日本の歴史公園 100選の小城公園
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作成した基本計画案について具体的な事業化に向け
た検討を行うためにまちづくり推進本部に中心市街
地活性化検討部会を設置。また、市民や関係者等の
意見を反映させるために中心市街地活性化基本計画
策定検討委員会及び専門部会を設置し、基本計画素
案における将来ビジョンや基本方針を踏まえて、計
画に明記する具体的な施策事業の検討・評価・抽出
などの作業を行うとともに、事業の実施体制の整備
について掘り下げた議論を行っています。

中心市街地活性化協議会については、小城商工会
議所と（株）まちづくり小城（平成 21 年 4 月 28 日
設立）が共同設置者となり平成 21 年 8 月に設立総
会を開催し、活性化の推進体制を整備しました。同
時に協議会での協議事項等の調整を図るため、協議
会の下部組織として「運営委員会」とワーキンググ
ループとして「専門部会」を設置しています。また、
協議会へタウンマネジャー及び中心市街地活性化推
進員を配置し、タウンマネジメント体制の整備を進
めるとともに、多様な主体が相互連携を図り、中心
市街地活性化に効果的かつ効率的に取り組むことと
しています。

 3．中心市街地の区域
小城市中心市街地は、近世小城鍋島氏に形成さ

れた城下町の小路によるまち割りを基本として、周
辺に配置された神社仏閣を中心に中世千葉氏から
1200 年を超えて引継がれてきた地域遺産等を多数
有しています。

また、国道 203 号、県道小城富士線、及び都市計
画道路小城駅千葉公園線沿いに集積する既存の商業

機能はじめ、行政施設、バスセンター、小城公園、
JR 小城駅など都市機能が集積しており、都市計画マ
スタープランの将来都市構造の中で、本市の顔とな
る「中心拠点」として公共公益施設の適正な更新と
都市機能の集積に加えて、市街地整備、改善の必要
が高い地区としてエリアを定めています。

 4．現状と課題
城下町として多数の文化財と観光資源を持つ小城

中心市街地への来訪者が減少している一方で、地域
に多く埋もれている歴史・文化資源は、地域の活性
化、更には中心市街地の活性化に活かされていない
状況にあります。

また、中心市街地から近距離に位置し、年間 24 万
人が来訪する清水地区への観光客等を中心部へ誘導
し、回遊させる仕掛けが不十分であるため、市内での
滞留時間の延長やお土産品等の購買などの消費行動
に繋がっていません。さらに、市民や観光客が安全・
快適に歩ける歩行者空間の整備や 22 世紀に残す佐賀
県遺産などの良好な歴史・文化的遺産や景観を消失、
阻害しないような基盤整備が課題となっています。

 5．中心市街地の将来像と基本方針
中心市街地が持つ地域遺産や文化的景観の保存・

活用事業が社会・文化・経済活動を活発化させ、ま
ちなか観光などの新しいビジネスを創発するととも
に、交流人口の拡大により商業などの地域産業の再
生にも寄与することから、地域の持つ歴史・文化資
産を守り、育み、未来へつなぐとともに、活用する
ことにより「訪ねてみたい」「住んでみたい」「住み
続けたい」と思われる、多様な味わいのある美しい
まちづくりを進めるため、中心市街地の将来像と 2
つの基本方針を定めました。

 

 
 
 
 
～歴史と伝統から織り上げられた文化が発酵する味わ

いのあるまちの特性を活かし、1200年間の資産を守り、

育み、つなぐ、和で織りなす美しいまちをつくる～

 

《将来像》

「住んでよし、訪ねてよし、和で織りな

す味わいのある美しい城下町」

基本方針Ⅰ
人が輝き、活き活きと活動する「小城らしい」
“賑わい”づくり

須賀神社

小城公園

小城庁舎

JR小城駅

千葉城祉公園

中心市街地区域
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長年にわたって蓄積されてきたストック（伝統、
文化、建築物等）やインフラ（都市基盤等）を有す
る中心市街地において、多くの人と合併地域や地元
等の地域資源、多様な主体や情報が行き交う事業な
どを展開することが、効率的かつ効果的なまちの活
性化を進めることに繋がり、多くの人が訪れ、ひと・
もの・情報に実際に触れ、体験できる場として中心
市街地が広域ネットワークの中心拠点として機能す
ることで、社会的、経済的、文化的活動が活発化し、
魅力と活力を創出する都市の「顔」にふさわしい中
心市街地の形成を目指します。

基本方針Ⅱ
地域資源に彩られた味わい深い「小城らしい」
“魅力”づくり

中心市街地の奥深い歴史や有形無形の文化遺産、
伝統と景観が高次元で融合することで美しい都市・
商業空間の形成を図っていきます。自然・歴史・文
化を感じる建造物等や環境を保全し、活用を図り、
全国に発信できる中心市街地の魅力づくりを推進し
ます。これらの地域資源を情報発信やイベントの実
施等の既存ストックを活用した取り組みによって結
び、回遊性の高い中心市街地とすることで、来街者
の滞留時間を延長させ、まちなか観光の創出に繋げ
るとともに、地域経済の活力の向上を図ります。“や
ま－まち－うみ”に豊富な地域資源を有している小
城市は、都市構造の一体感が高められてこそ、最大
限の活用が期待できることから、中心市街地の活性
化の動きを契機として、周辺地域や合併旧町地区が
さらに連携することにより、市全体の活力増進と市
民生活の質的向上を目指します。

 6．中心市街地活性化の目標
【目標１】
　“城下町や羊羹”など地域の特徴を活かした交流人
口の拡大　

【成果指標】中心市街地の歩行者・自転車通行量

訪れ、ひと・もの・情報に実際に触れ、体験でき

る場として中心市街地が広域ネットワークの中

心拠点として機能することで、社会的、経済的、

文化的活動が活発化し、魅力と活力を創出する都

市の「顔」にふさわしい中心市街地の形成を目指

します。 
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都市・商業空間の形成を図っていきます。自然・

歴史・文化を感じる建造物等や環境を保全し、活

用を図り、全国に発信できる中心市街地の魅力づ

くりを推進します。これらの地域資源を情報発信

やイベントの実施等の既存ストックを活用した

取り組みによって結び、回遊性の高い中心市街地

とすることで、来街者の滞留時間を延長させ、ま

ちなか観光の創出に繋げるとともに、地域経済の

活力の向上を図ります。 “やま－まち－うみ”

に豊富な地域資源を有している小城市は、都市構

造の一体感が高められてこそ、最大限の活用が期

待できることから、中心市街地の活性化の動きを

契機として、周辺地域や合併旧町地区がさらに連

携することにより、市全体の活力増進と市民生活

の質的向上を目指します。 

７．中心市街地活性化の目標 

【目標１】“城下町や羊羹”など地域の特徴

を活かした交流人口の拡大  
 
【成果指標】中心市街地の歩行者・自転車

通行量 
 
 
 
 
 

【目標２】 
魅力的で暮らしやすい都市・商業機能の充実 

 
【成果指標】中心市街地商店街の年間小売

販売額 
 
 
 
 
 
 
 
 

８．目標実現に向けた主な事業 

①中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト 
ア） まちなか市民交流プラザ整備事業 
市民が主体的に行う持続的なまちづくり・情

報発信の拠点施設として整備し、市民活動の活

発化及び交流・連携の促進により、伝統文化の

継承とまちなかの福祉・交流機能等の強化を図

り、市民力の向上を目指します。 
イ）観光物産館（ファーマーズマーケット・小城

羊羹センター）整備事業 
来街者のまちなか回遊の起点及び道（まち）

の駅の拠点となる

核施設として、中心

市街地の魅力的な

商業空間の整備を

図り、交流人口の拡

大による地域経済

の再生を目指します。 
②町屋「深川家住宅」活用による集客交流施設

整備プロジェクト 
国登録有形文化

財及び 22 世紀に

残す佐賀県遺産の

町屋「深川家住宅」

基準年（平成２０年） 
１，８１８人／日 

目標値（平成２６年） 
１,８８０人／日（約３．４％増） 

基準年（平成１６年） 
２，４６９百万円 

目標値（平成２６年） 
２，４７０百万（約±０％） 

【目標２】
　魅力的で暮らしやすい都市・商業機能の充実

【成果指標】中心市街地商店街の年間小売販売額

訪れ、ひと・もの・情報に実際に触れ、体験でき

る場として中心市街地が広域ネットワークの中

心拠点として機能することで、社会的、経済的、

文化的活動が活発化し、魅力と活力を創出する都

市の「顔」にふさわしい中心市街地の形成を目指

します。 
基本方針Ⅱ 
地地地域域域資資資源源源ににに彩彩彩ららられれれたたた味味味わわわいいい深深深いいい「「「小小小城城城らららししし

いいい」」」“““魅魅魅力力力”””づづづくくくりりり  
中心市街地の奥深い歴史や有形無形の文化遺

産、伝統と景観が高次元で融合することで美しい

都市・商業空間の形成を図っていきます。自然・

歴史・文化を感じる建造物等や環境を保全し、活

用を図り、全国に発信できる中心市街地の魅力づ

くりを推進します。これらの地域資源を情報発信

やイベントの実施等の既存ストックを活用した

取り組みによって結び、回遊性の高い中心市街地

とすることで、来街者の滞留時間を延長させ、ま

ちなか観光の創出に繋げるとともに、地域経済の

活力の向上を図ります。 “やま－まち－うみ”

に豊富な地域資源を有している小城市は、都市構

造の一体感が高められてこそ、最大限の活用が期

待できることから、中心市街地の活性化の動きを

契機として、周辺地域や合併旧町地区がさらに連

携することにより、市全体の活力増進と市民生活

の質的向上を目指します。 

７．中心市街地活性化の目標 

【目標１】“城下町や羊羹”など地域の特徴

を活かした交流人口の拡大  
 
【成果指標】中心市街地の歩行者・自転車

通行量 
 
 
 
 
 

【目標２】 
魅力的で暮らしやすい都市・商業機能の充実 

 
【成果指標】中心市街地商店街の年間小売

販売額 
 
 
 
 
 
 
 
 

８．目標実現に向けた主な事業 

①中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト 
ア） まちなか市民交流プラザ整備事業 
市民が主体的に行う持続的なまちづくり・情

報発信の拠点施設として整備し、市民活動の活

発化及び交流・連携の促進により、伝統文化の

継承とまちなかの福祉・交流機能等の強化を図

り、市民力の向上を目指します。 
イ）観光物産館（ファーマーズマーケット・小城

羊羹センター）整備事業 
来街者のまちなか回遊の起点及び道（まち）

の駅の拠点となる

核施設として、中心

市街地の魅力的な

商業空間の整備を

図り、交流人口の拡

大による地域経済

の再生を目指します。 
②町屋「深川家住宅」活用による集客交流施設

整備プロジェクト 
国登録有形文化

財及び 22 世紀に

残す佐賀県遺産の

町屋「深川家住宅」

基準年（平成２０年） 
１，８１８人／日 

目標値（平成２６年） 
１,８８０人／日（約３．４％増） 

基準年（平成１６年） 
２，４６９百万円 

目標値（平成２６年） 
２，４７０百万（約±０％） 

 7．目標実現に向けた主な事業
①中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト
ア）まちなか市民交流プラザ整備事業

市民が主体的に行う持続的なまちづくり・情報
発信の拠点施設として整備し、市民活動の活発化
及び交流・連携の促進により、伝統文化の継承と
まちなかの福祉・交流機能等の強化を図り、市民
力の向上を目指します。

イ） 観光物産館（ファーマーズマーケット・小城羊
羹センター）整備事業
来街者のまちなか回遊の起点及び道（まち）の

駅の拠点となる核施設として、中心市街地の魅力
的な商業空間の整備を図り、交流人口の拡大によ
る地域経済の再生を目指します。

訪れ、ひと・もの・情報に実際に触れ、体験でき

る場として中心市街地が広域ネットワークの中

心拠点として機能することで、社会的、経済的、

文化的活動が活発化し、魅力と活力を創出する都

市の「顔」にふさわしい中心市街地の形成を目指

します。 
基���� 
地地地域域域資資資源源源ににに彩彩彩ららられれれたたた味味味わわわいいい深深深いいい「「「小小小城城城らららししし

いいい」」」“““魅魅魅力力力”””づづづくくくりりり  
中心市街地の奥深い歴史や有形無形の文化遺

産、伝統と景観が高次元で融合することで美しい

都市・商業空間の形成を図っていきます。自然・

歴史・文化を感じる建造物等や環境を保全し、活

用を図り、全国に発信できる中心市街地の魅力づ

くりを推進します。これらの地域資源を情報発信

やイベントの実施等の既存ストックを活用した

取り組みによって結び、回遊性の高い中心市街地

とすることで、来街者の滞留時間を延長させ、ま

ちなか観光の創出に繋げるとともに、地域経済の

活力の向上を図ります。 “やま－まち－うみ”

に豊富な地域資源を有している小城市は、都市構

造の一体感が高められてこそ、最大限の活用が期

待できることから、中心市街地の活性化の動きを

契機として、周辺地域や合併旧町地区がさらに連

携することにより、市全体の活力増進と市民生活

の質的向上を目指します。 

７．中心市街地活性化の目標 
�目標１�

  
 
�成�指標�中心市街地の�行者・自��

�行� 
 
 
 
 
 

�目標２� 

 
�成�指標�中心市街地商�街の年間小�

��� 
 
 
 
 
 
 
 
 

８．目標実�に向�た主な�業 
�中心市街地再活性化拠点整備����クト 
�） まちなか市民交流���整備�業 
市民が主体的に行う持続的なまちづくり・情

報発信の拠点施設として整備し、市民活動の活

発化及び交流・連携の促進により、伝統文化の

継承とまちなかの福祉・交流機能等の強化を図

り、市民力の向上を目指します。 
イ）観光物産�（��ー�ー��ー�ット・小城

���ン�ー）整備�業 
来街者のまちなか回遊の起点及び道（まち）

の駅の拠点となる

核施設として、中心

市街地の魅力的な

商業空間の整備を

図り、交流人口の拡

大による地域経済

の再生を目指します。 
�町屋「深川家住宅」活用による��交流施設

整備����クト 
国登録有形文化

財及び 22 世紀に

残す佐賀県遺産の

町屋「深川家住宅」

基準年（平成２０年） 
１，８１８人／日 

目標値（平成２６年） 
１,８８０人／日（約３．４％増） 

基準年（平成１６年） 
２，４６９百万円 

目標値（平成２６年） 
２，４７０百万（約±０％） 

（整備イメージ）

②町屋「深川家住宅」活用による集客交流施設整備
プロジェクト
国登録有形文化財及び 22 世紀に残す佐賀県遺産

の町屋「深川家住宅」を活用して中心市街地に不足
する飲食・物販及び交流施設を整備するとともに、
まちなかナビゲーター（案内人）を設置し、中心商
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店街と連携した誘客イベント等を行い、来街者の増
加による中心市街地全体の回遊性の向上を目指しま
す。

訪れ、ひと・もの・情報に実際に触れ、体験でき

る場として中心市街地が広域ネットワークの中

心拠点として機能することで、社会的、経済的、

文化的活動が活発化し、魅力と活力を創出する都

市の「顔」にふさわしい中心市街地の形成を目指

します。 
基���� 
地地地域域域資資資源源源ににに彩彩彩ららられれれたたた味味味わわわいいい深深深いいい「「「小小小城城城らららししし

いいい」」」“““魅魅魅力力力”””づづづくくくりりり  
中心市街地の奥深い歴史や有形無形の文化遺

産、伝統と景観が高次元で融合することで美しい

都市・商業空間の形成を図っていきます。自然・

歴史・文化を感じる建造物等や環境を保全し、活

用を図り、全国に発信できる中心市街地の魅力づ

くりを推進します。これらの地域資源を情報発信

やイベントの実施等の既存ストックを活用した

取り組みによって結び、回遊性の高い中心市街地

とすることで、来街者の滞留時間を延長させ、ま

ちなか観光の創出に繋げるとともに、地域経済の

活力の向上を図ります。 “やま－まち－うみ”

に豊富な地域資源を有している小城市は、都市構

造の一体感が高められてこそ、最大限の活用が期

待できることから、中心市街地の活性化の動きを

契機として、周辺地域や合併旧町地区がさらに連

携することにより、市全体の活力増進と市民生活

の質的向上を目指します。 

７．中心市街地活性化の目標 
�目標１�

  
 
�成�指標�中心市街地の�行者・自��

�行� 
 
 
 
 
 

�目標２� 

 
�成�指標�中心市街地商�街の年間小�

��� 
 
 
 
 
 
 
 
 

８．目標実�に向�た主な�業 
�中心市街地再活性化拠点整備����クト 
�） まちなか市民交流���整備�業 

市民が主体的に行う持続的なまちづくり・情

報発信の拠点施設として整備し、市民活動の活

発化及び交流・連携の促進により、伝統文化の

継承とまちなかの福祉・交流機能等の強化を図

り、市民力の向上を目指します。 
イ）観光物産�（��ー�ー��ー�ット・小城

���ン�ー）整備�業 
来街者のまちなか回遊の起点及び道（まち）

の駅の拠点となる

核施設として、中心

市街地の魅力的な

商業空間の整備を

図り、交流人口の拡

大による地域経済

の再生を目指します。 
�町屋「深川家住宅」活用による��交流施設

整備����クト 
国登録有形文化

財及び 22 世紀に

残す佐賀県遺産の

町屋「深川家住宅」

基準年（平成２０年） 
１，８１８人／日 

目標値（平成２６年） 
１,８８０人／日（約３．４％増） 

基準年（平成１６年） 
２，４６９百万円 

目標値（平成２６年） 
２，４７０百万（約±０％） 

国登録有形文化財、22世紀に残す佐賀県遺産の深川家住宅

③大型商業施設空き店舗スペースを活用したテナン
トミックス施設整備プロジェクト
中心商店街の大型商業施設の空き店舗を活用し、

多様なニーズに対応する飲食を中心とした魅力的な
商業空間づくりを行い、若年層から高齢者層までの
多世代が満足する新たな飲食スポット（地産地消レ
ストラン、屋台村等）やサービスを提供するととも
に、中心商店街と連携した各種イベントの活用によ
り、来街者の増加を図り、まちなかの賑わい回復を
目指す。

④ JR小城駅周辺環境整備プロジェクト
中心市街地への来街等の利便性及びアクセス性の

向上を図るとともに、築 100 年以上の趣のある駅舎
を活かし、中心市街地の玄関口に相応しい景観に配
慮した意匠による整備を行うことで、観光客等への
イメージアップと利便性の向上を図り、来街者の増
加による中心市街地全体の回遊性の向上を目指しま
す。

を活用して中心市街地に不足する飲食・物販及

び交流施設を整備するとともに、まちなかナビ

ゲーター（案内人）を設置し、中心商店街と連

携した誘客イベント等を行い、来街者の増加に

よる中心市街地全体の回遊性の向上を目指し

ます。 
�大型商業施設空き店舗ス�ースを活用した

テナントミックス施設整備プ�ジ�クト 
中心商店街の大型商業施設の空き店舗を活

用し、多様なニーズに対応する飲食を中心とし

た魅力的な商業空間づくりを行い、若年層から

高齢者層までの多世代が満足する新たな飲食

スポット（地産地消レストラン、屋台村等）や

サービスを提供するとともに、中心商店街と連

携した各種イベントの活用により、来街者の増

加を図り、まちなかの賑わい回復を目指す。 

��� 小城駅����整備プ�ジ�クト 

中心市街地への来街等の利便性及びアクセ

ス性の向上を図るとともに、築 100 年以上の趣

のある駅舎を活かし、中心市街地の玄関口に相

応しい景観に配慮した意匠による整備を行う

ことで、観光客等へのイメージアップと利便性

の向上を図り、来街者の増加による中心市街地

全体の回遊

性の向上を

目指します。 

 
 

�小城公園高質化推進事業 
歴史文化拠点として景観に配慮した高質な

緑地空間形成を図り、市民はもとより、観光客

等の癒しと交流の場づくりを推進します。楽し

く公園内を巡ることで、公園の高質化にも寄与

することに繋がり、

まちなか観光拠点と

してのポテンシャル

を高め、観光客等の

誘致を図ります。 
�商店街��づくり事業（空き店舗等対��

援・チャレンジ�業�援） 
空き店舗や空き家を活用し、商店街団体等や

個人事業者が新たに出店又はコミュニティ施

設として活用するための初期費用に助成する

とともに、市内に居住している個人及び法人が、

チャレンジ精神を持ち、商業活動をしようとす

る場合に助成し、賑わいと魅力ある商店街の形

成を図ります。 

���わりに 
小城市中心市街地活性化基本計画が、平成 21

年 6 月 30 日、佐賀県初の内閣総理大臣認定を受

け、中心市街地の再生に向けたまちづくりがスタ

ートしました。 
小城市では、豊富な地域資源（歴史文化、景観

等）を如何にして地域経済の再生と豊かな暮らし

の創造に繋げていくかをテーマに、まちづくりの

新たな概念である小城屋根のない博物館構想と

連携し、中心市街地の持つポテンシャルを最大限

に引き出す住民参画を基調とした賑わいづくり

と良好な景観の中で、様々なライフスタイル・ラ

イフステージを彩る活力と潤いのある暮らしづ

くりを目指し、“ソフト先行のハード整備”“ハー

トのあるハード整備”を合言葉に活性化事業に鋭

意取り組んで行くこととしています。 
（えがしら まさひで） 

（整備イメージ）

⑤小城公園高質化推進事業
歴史文化拠点として景観に配慮した高質な緑地空

間形成を図り、市民はもとより、観光客等の癒しと
交流の場づくりを推進します。楽しく公園内を巡る
ことで、公園の高質化にも寄与することに繋がり、
まちなか観光拠点としてのポテンシャルを高め、観
光客等の誘致を図ります。

を活用して中心市街地に不足する飲食・物販及

び交流施設を整備するとともに、まちなかナビ

ゲーター（案内人）を設置し、中心商店街と連

携した誘客イベント等を行い、来街者の増加に

よる中心市街地全体の回遊性の向上を目指し

ます。 
�大型商業施設空き店舗ス�ースを活用した

テナントミックス施設整備プ�ジ�クト 
中心商店街の大型商業施設の空き店舗を活

用し、多様なニーズに対応する飲食を中心とし

た魅力的な商業空間づくりを行い、若年層から

高齢者層までの多世代が満足する新たな飲食

スポット（地産地消レストラン、屋台村等）や

サービスを提供するとともに、中心商店街と連

携した各種イベントの活用により、来街者の増

加を図り、まちなかの賑わい回復を目指す。 

��� 小城駅����整備プ�ジ�クト 

中心市街地への来街等の利便性及びアクセ

ス性の向上を図るとともに、築 100 年以上の趣

のある駅舎を活かし、中心市街地の玄関口に相

応しい景観に配慮した意匠による整備を行う

ことで、観光客等へのイメージアップと利便性

の向上を図り、来街者の増加による中心市街地

全体の回遊

性の向上を

目指します。 

 
 

�小城公園高質化推進事業 
歴史文化拠点として景観に配慮した高質な

緑地空間形成を図り、市民はもとより、観光客

等の癒しと交流の場づくりを推進します。楽し

く公園内を巡ることで、公園の高質化にも寄与

することに繋がり、

まちなか観光拠点と

してのポテンシャル

を高め、観光客等の

誘致を図ります。 
�商店街��づくり事業（空き店舗等対��

援・チャレンジ�業�援） 
空き店舗や空き家を活用し、商店街団体等や

個人事業者が新たに出店又はコミュニティ施

設として活用するための初期費用に助成する

とともに、市内に居住している個人及び法人が、

チャレンジ精神を持ち、商業活動をしようとす

る場合に助成し、賑わいと魅力ある商店街の形

成を図ります。 

���わりに 
小城市中心市街地活性化基本計画が、平成 21

年 6 月 30 日、佐賀県初の内閣総理大臣認定を受

け、中心市街地の再生に向けたまちづくりがスタ

ートしました。 
小城市では、豊富な地域資源（歴史文化、景観

等）を如何にして地域経済の再生と豊かな暮らし

の創造に繋げていくかをテーマに、まちづくりの

新たな概念である小城屋根のない博物館構想と

連携し、中心市街地の持つポテンシャルを最大限

に引き出す住民参画を基調とした賑わいづくり

と良好な景観の中で、様々なライフスタイル・ラ

イフステージを彩る活力と潤いのある暮らしづ

くりを目指し、“ソフト先行のハード整備”“ハー

トのあるハード整備”を合言葉に活性化事業に鋭

意取り組んで行くこととしています。 
（えがしら まさひで） 

（整備イメージ）

⑥商店街元気づくり事業（空き店舗等対策支援・チャ
レンジ起業支援）
空き店舗や空き家を活用し、商店街団体等や個人

事業者が新たに出店又はコミュニティ施設として活
用するための初期費用に助成するとともに、市内に
居住している個人及び法人が、チャレンジ精神を持
ち、商業活動をしようとする場合に助成し、賑わい
と魅力ある商店街の形成を図ります。

 8．おわりに
小城市中心市街地活性化基本計画が、平成 21 年 6

月 30 日、佐賀県初の内閣総理大臣認定を受け、中心
市街地の再生に向けたまちづくりがスタートしまし
た。

小城市では、豊富な地域資源（歴史文化、景観等）
を如何にして地域経済の再生と豊かな暮らしの創造
に繋げていくかをテーマに、まちづくりの新たな概
念である小城屋根のない博物館構想と連携し、中心
市街地の持つポテンシャルを最大限に引き出す住民
参画を基調とした賑わいづくりと良好な景観の中
で、様々なライフスタイル・ライフステージを彩る
活力と潤いのある暮らしづくりを目指し、“ソフト先
行のハード整備”“ハートのあるハード整備”を合言
葉に活性化事業に鋭意取り組んで行くこととしてい
ます。

（えがしら　まさひで）


