
平成 28年度 鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会 

（第２回） 

 

日時：平成 28年 8月 31日（水）10：00～ 

場所：鳥栖市役所 2 階第 2会議室 

 

次 第 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

Ⅰ 鳥栖駅周辺まちづくり基本構想（ダイジェスト版） 【資料１】 

Ⅱ 整備の基本的な考え方（案） 【資料２】 

Ⅲ 方針別の検討課題 【資料３】 

１．「鳥栖市の玄関口・鳥栖駅の整備」について 

２．「鳥栖駅西側中心市街地の活性化」について 

３．「鳥栖駅東側への拠点機能の導入」について 

４．「安全・安心・快適な回遊ネットワークの形成」について 

 

  

３．その他 

 

４．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

鳥栖市 企画政策部 まちづくり推進課 

〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地 

電話番号：0942-85-3601 



１．駅･自由通路･駅前広場の整備 

（１）基本的な考え方 

 基本構想を踏まえ、駅・駅前広場の整備における基本的な考え方を以下に示す。 

 

 

 

 

 

（２）整備の考え方 

① 駅・自由通路・駅前広場 

市の玄関口にふさわしい個性と魅力ある空間創出のため「交通結節機能の強化・確保」

「誰もが安全で快適に移動できる通路」「待合い・イベントなどの環境空間」を築く。 
 

【西側駅前広場】 

   ・交通結節機能の強化と歩行者の安全な動線確保を最優先とする。 

・東西市街地の連携や商店街への誘導促進のため、待合いや情報案内、景観などに配慮した環

境空間を確保する。 
 

【東側駅前広場】 

   ・交通結節機能の確保と人を中心とした憩いと安らぎの環境空間の創出を最優先とする。 

   ・イベントの開催などに対応し、都市広場と一体的に賑わいや交流機能を備えた環境空間とする。 

 

② アクセス道路・シンボルロード 

西側駅前広場周辺の複雑な道路･交差点形状を見直し、初めての方でも分かりやすく安

全で安心して通行できる道路の構築を図る。 

    駅前から既成市街地向けて、良質な道路・沿道景観の形成を図る。 

 

③ 歩行者ネットワーク 

    駅とまち（西側中心市街地（商店街･中央公園等）、東側環境空間（都市広場･サンメッ

セ鳥栖･ベストアメニティスタジアム（鳥栖スタジアム）等））を一体的につなぎ、安全

性･回遊性･快適性･景観性に配慮した歩行者空間･動線を確立する。 

 

 

 

２．現在の自動車・歩行者の動線 

 

 

 

 ○ 鳥栖市の玄関口にふさわしい 新しい鳥栖の顔 となる駅・駅前広場 

○ 駅東西の拠点施設どうしを結ぶ 東西の街の要 となる駅・駅前広場 

○ 歩行者と公共交通を主役 とした人と環境にやさしい駅・駅前広場 

【鳥栖駅周辺まちづくり基本計画】 Ⅱ 整備の基本的な考え方（案） 【資料２】 



１．「鳥栖市の玄関口・鳥栖駅の整備」について 

（１）駅前広場の検討方向 

① 将来駅利用者数について 

現在のＪＲ鳥栖駅の乗降客数は約 14,000 人/日であり、近年横ばいの傾向にある。

東側公有地の都市開発等による乗降客増加の可能性を踏まえ、将来乗降客数を設定する。 

 

○現状（約 14,000 人/日）を基本に、増加要因を検証しつつ将来規模を設定する 

 

② 駅前広場への導入機能 

現在の駅前広場には、バス、タクシー、一般車に対する乗降場等が整備されている。 

現在、鉄道からバスへの乗継ぎなど、施設配置に起因して、歩行者動線の迂回や通路

幅員の狭さについて問題が指摘されており改善が必要である。 

また、駅西側では駅前広場面積が 2,600 ㎡であり、規模的な制約を抱えている反面、

東側には 7,000 ㎡の駅前広場と活用可能な公有地が広く存在している。 

このため、駅前広場の導入機能や配置については、まちづくりの課題に応じて優先順

位をつけ、東西機能分担を図りながら検討を行う。 

 

○鳥栖駅は、人（歩行者）と公共交通が主役の駅・駅前に再生 

○西側駅前広場は、歩行者の安全・明快な動線確保と、公共交通（鉄道・バス乗継ぎ）

を優先 

○東側駅前広場は、イベント等の活用も念頭に、公有地や都市広場と一体的に再整備 

○マイカーでの駅へのアクセス機能（乗降場や駐車場）は、東西ともに備えることとし、

新たに東側からの駅利用の利便性が向上することを踏まえ、適正に東西分担を図る。 

 

 

東西駅前広場 現況施設配置図 

 

【鳥栖駅周辺まちづくり基本計画】 Ⅲ 基本構想で示した方針別の検討課題 

表 現況の東西駅前広場等の施設規模 

機能名 駅西側 駅東側 

駅前広場 

■西側駅前広場（約 2,600 ㎡） 

 バス乗降場（４バース） 

 タクシー乗降場（１バース） 

 タクシープール（７バース） 

 一般車乗降場（４バース） 

 一般車プール（25 バース） 

■東側駅前広場（約 7,000 ㎡） 

 バス乗降場（７バース） 

 タクシー乗降場（３バース） 

 タクシープール（16 バース） 

駐車場・駐輪場 
 JR 立体駐車場（283 台） 

 市無料駐輪場（約 2,200 ㎡ 約 1,400 台） 

 公有地の暫定利用（285 台） 

 市無料駐輪場（約 700㎡ 約 500台） 

 

【資料３】 



２．「鳥栖駅西側中心市街地の活性化」について 

玄関口としての駅の魅力向上 

・駅の魅力向上には、現在駅前で行われているイベント（鳥栖山笠等）ができる空間

の確保とともに、日常の駅利用者（通勤・通学者など）のたまり機能（待合い等）

をあわせて検討する必要がある。・・・写真① 

 

歩行者動線 

・駅から商店街方向を見たときに「この先に何かある、行ってみたい」と思わせる景

観が必要・・・写真② 

・車道横断を減らすこと、段差の解消など歩きやすい空間が必要・・・写真③ 

 

中央公園 

・樹木を伐採したことで、明るく安全になった印象を受ける。 

・南側の公園入口が狭く、公園内で子供が遊んでいたり、イベントが行われていても、

中の様子がわかりにくい。・・・写真④ 

・トイレが公園の中央部にあることは、公園のどこからも視認できるため防犯上良い

面もあるが、公園の利用や魅力的な景観形成においては課題もある。・・・写真⑤ 

・敷地内には、池、起伏（小高い遊具広場）があり、より一層の魅力的な公園とする

ための可能性を秘めている。 

 

３．「鳥栖駅東側への拠点機能の導入」について 

駅東側 

・東側のサンメッセ鳥栖南側の都市広場については、植栽やベンチ、芝生が整備され

ているが、休憩、子供の遊び場、イベント開催など明確な目的に応じて、配置を工

夫することで、より魅力を高めることができる。・・・写真⑥ 

・駅東側の土地利用について、西側の既存商店街と競争関係にならないような利用の

あり方を考えていく必要がある。 

 

【勉強会（現地見学会）について】 

８月２日に勉強会を開催し、鳥栖駅を基点とした中央公園への回遊について、参考と

なる事例紹介や、ベストアメニティスタジアム（鳥栖スタジアム）から虹の橋を経て中

央公園まで至るルート（右図）の現地見学会を開催し、上記の意見・気づきを確認した。 

▼8/2 勉強会（現地見学会）のルートと確認事項 

 

 

 

 

 

【鳥栖駅周辺まちづくり基本計画】 Ⅲ 基本構想で示した方針別の検討課題 【資料３】 

スタート地点

ゴール地点

<Point1>

「行ってみたい」と思う景観を
創出するには？（ex.無電柱化、
街路樹、ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ）

<Point2>

街に繰り出す際の物理的な
負担を少なくするには？
（ex.車道横断、迂回、雨よけ）

<Point5>

防犯性に配慮した遊具・ト
イレの配置、植栽とは？
（ex.人目、見通し、死角）

<Point4>

「入りたくなる」公園入口にす
るには？（ex.見通し、周辺と
のつながり）

<Point3>

歩行者を心理的に街へ誘
導するには？（ex.舗装）

出典：国土地理院 空中写真



４．「安全・安心・快適な回遊ネットワークの形成」について 

（１）駅アクセス道路 

① 駅西側・自動車交通流動の現状と課題 

4 本の道路が駅前に集中し、駅前広場出入口とあわせて複雑な交差点形状となってお

り、駅前交差点に流出・入する自動車は、11,909 台/12h※１ある。 

自動車流動を見ると、(都)鳥栖駅田代線（右図 C）と(都)鳥栖駅山道線（F）間を走行

する車両が 3,713 台/12h と最も多く、次いで、県道鳥栖停車場線（A）と県道鳥栖停車

場曽根崎線（B）間が 2,529 台/12h あり、この２つが主要な自動車動線となっている。 

駅前交差点を流出・入する自動車のうち、駅前広場に進入する自動車は1,109台/12h

（全体の 9.3％）であり、駅前交差点を通行している多くの自動車は、駅前広場に用事

のない交通となっている。 

また、市民アンケート※２の「駅西側のまちづくりに必要な取組」の質問に対し、

「駅前の複雑な交差点や道路を再整備して安全にする」が 60%と高くなっている。 

このため、自動車の安全性確保とともに、歩行者の安全・安心・快適な回遊ネ

ットワークの形成を図る上で複雑な道路・交差点形状、駅から商店街方面への歩

行者動線のわかりにくさや、通過交通の多い 2 本の道路横断が改善すべき課題と

いえる。 

 

 

問：鳥栖駅西側一帯について、どのようなまちづくりが必要と考えますか。（３つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲市民アンケート結果※2（H28.1 月に鳥栖市民を対象に実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲駅前の自動車交通流動※１ 

 

② 駅西側アクセス道路の整備の考え方 

歩行者の安全・安心・快適な回遊ネットワークの形成を図るため、以下の考え方を重

視し、駅前交差点とアクセス道路の整備を検討する。 

 

○駅から駅前広場、商店街に連絡する歩行者の安全な動線の確保に向けて、道路横断 

箇所をできるだけ削減する 

○４本の道路の形態や駅前広場出入口交差点について、より安全な形状となるように、 

整序化を検討する 

【鳥栖駅周辺まちづくり基本計画】 Ⅲ 基本構想で示した方針別の検討課題 

60.1%

40.4%

38.3%

35.0%

30.5%

23.8%

17.6%

9.2%

2.6%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

駅前の複雑な交差点や道路を

再整備して安全にする

駅から商店街に向けて、

シンボルとなる快適な歩行者空間を整備する

商業・業務ビルの立地を進め、

賑わいのある街にする

駅前広場に憩い・休憩などができる

魅力的な空間を整備する

中央公園などの再整備や沿道の緑化により

地区内の回遊を促進する

駅前や商店街の電線地中化や

建物の壁面の統一など、沿道景観を整備する

駅前広場や地区内の歩道について

バリアフリーに取り組む

マンションなどの立地を進め、

居住人口を増やす

現状のままでよい

その他

(n=780)

※１：平成 27 年 11 月 19 日調査   ※２：平成 28年 1 月 鳥栖市民 2,000 人を対象に実施 

【資料３】 

 ※ 500台/12ｈ以上の方向別交通量を示す。

単位：台/12h（7:00～19:00）
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駅前広場に
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1,109台
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11,909台


