４-２）建設候補地のゾーン型による検討範囲の設定
市有地・市利用地の分布データ等をもとに、今後の建設候補地抽出において性格・条件が異なる
ゾーンを設定した。そのゾーンについて、特徴を様々な視点から整理し、その後、ゾーン内にお
ける建設候補地について、事業費等の状況も踏まえ候補地を選定することとした。

【ゾーンの設定】
「312 号沿線(都市計画区域)ゾーン」
国道 312 号沿線一本柳交差点から和田山ジャンクション間の、準工業地域を対象としたゾ
ーンであり、都市機能の集積が期待できる地域。
「312 号沿線(新市街地区域)ゾーン」
国道 312 号沿線一本柳交差点から和田山ジャンクション間の、農用地を対象としたゾーン
であり、将来新市街地としての発展が見込まれる地域。
「和田山中央文化公園ゾーン」
和田山中央文化公園内の市有地をベースにしたゾーンであり、地域の文化交流拠点としての
位置づけを有してきた地域。
「現庁舎」
（建設候補地の比較対象）
現庁舎敷地と福祉センターをベースにしたゾーンであり、旧和田山町の時には地域の中心市
街地として商業拠点を有してきた地域。

【建設候補地検討のフロー】
建設候補地については、下記のフローにより選定した。
ゾ ー ン 型 の 確 認

ゾ ー ン の 特 徴 の 整 理

ゾーン内の建設候補地の
抽出と評価

候 補 地 の 選 定
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４-３）建設候補地のゾーンの特徴を整理する視点
ゾーンの特徴を整理するにあたり、庁舎を建設するにふさわしいゾーンの条件として、５つの視
点をもとに整理した。

【ゾーンの特徴を整理する視点】
１．地域の活性化貢献の視点
庁舎の建設や庁舎そのものが、建設候補地周辺ひいては地域へもたらす様々な利益還元や
地域の発展が期待できる建設候補地であるとともに、地域の核となる施設を配置するにふ
さわしい建設候補地であること。
２．市民の交通利便性の視点
市民の利用を主な目的とする施設であることから、公共交通利用者、自動車利用者等の交
通手段に関わらず、市民がアクセスしやすい建設候補地であること。
３．庁舎機能維持の視点
業務の効率化の視点から行政として連携が必要となる他の官公署との連携の容易性や、防
災の観点から災害時の活動拠点にふさわしい敷地のあり方など、庁舎（行政）機能を維持
していくことができる建設候補地であること。
４．経済性と実現性の視点
庁舎建設にあたり発生する費用と本市の財政状況とのバランスや、活用を予定している合
併特例債の適用期限と庁舎建設スケジュールの調整など、本庁舎建設における経済性と実
現性が高い建設候補地であること。
５．法令適用等の視点
現在検討している庁舎（規模等）を整備することが可能であるかどうかの視点や各種法規
制等を確認し、敷地条件を満足すること。

‑12 ‑

４-４）各ゾーンの特徴の整理
特
整理の視点

項

目

特徴指標

312号沿線ゾーン
都市計画区域

①地域経済発展の可能性

既存の市街地の発展又は、新市
街地形成の可能性の有無

１．地域の活性化貢献の視点

現庁舎

判断の視点及び留意点

新市街地区域

◇新市街地としての発展の余地はある
◇現庁舎建替えによる既存市街地の維 既成市街地については、維持は見込めるが、新
◇新市街地としての発展の余地は大き
◆既に公共施設（ホール、図書館）があ
◆農用地という特性から発展の余地が
持は期待できる
市街地と相対評価した場合には、発展可能性の
い
り、新たな発展の余地は小さい
未知数である
◆新たな発展の余地は小さい
余地が小さいと判断

地域の顔（シンボル）となる可能性 ◇周辺が農地であり建物が少ない

◇幹線道路に面する可能性がある
◇周辺が農地であり建物が少ない

◇幹線道路に面している
◇隣接するホール、図書館との連携を
踏まえたシンボリックな意匠の可能性

◆駅近ではあるが駅の正面立地でない
（正面が兵庫県和田山総合庁舎）
周辺の建築物の立地状況、ゾーンの性格、幹線
◆密集市街地内に位置する
道路や鉄道駅との関係などから判断
◆幹線道路に面していない

市外からの来訪者の観光拠点とし ◆鉄道駅はない
◇ＪＣＴに近接している
てのＰＲの可能性（ＰＲ性）
◇国道312号線に接している

◆鉄道駅はない
◇ＪＣＴに近接している
◇国道312号線に接している

◆鉄道駅はない
◆ＪＣＴからもやや離れている
◇国道9号線に接している

◇鉄道駅に近く、鉄道利用者へのＰＲの
鉄道利用者と自動車利用者の双方の利便性に
可能性が高い
ついて判断し、主な観光客が自動車であることを
◆JCTからは遠い
鑑みて、国道に近接する優位性は高いと判断
◆国道へのアクセスが不便

◇幹線道路に面する可能性がある

②地域の魅力向上（シンボル
性、ＰＲ性）

徴
和田山中央文化公園ゾーン

都市機能の集積（商業施設、公共
◇ホール・図書館などの都市機能があ
◇現時点では準工業エリアであり、都市 ◆現時点では農用地エリアであり、都市
◇既成市街地として都市機能が集積し
り、相互連携により、市民の来街頻度は
現時点の都市機能集積の状況で判断
③市民の来街頻度との相乗効果 施設、金融機関、事業所等）の集 機能が集積しつつある。
機能の集積はほとんどない
ており、市民の来街頻度が高い
高い
積状況

④都市としての景観形成

２．市民の利便性の視点

◇現時点では準工業エリアであり、周辺 ◆現時点では農用地エリアであり、孤立 ◇ホール・図書館などがあり、周辺地域 ◆周辺地域と庁舎のボリューム感が大
現時点の景観で判断
した景観となる
とは特に影響はない
きい可能性がある

景観における地域周辺との関係性 地域とは特に影響はない

①自動車利用者を対象とした幹
幹線道路からの近接性
線道路からのアクセス性

◇国道312号線に接しており、アクセス
性は高い

②バス利用者を対象としたネッ ゾーン内のバスネットワークの利
トワーク性
便性

◇周辺にはバス停がある

③鉄道利用者を対象とした最寄
駅の有無
駅からのアクセス性

◆和田山駅から徒歩20分程度

②関係官公署との連携の容易性

朝来市全体からの自動車利用を踏まえると、交
通利便性としての国道312号線の優位性は高い
と判断

◇中央公園にバス停がある

◇市役所口停留所がある

現時点の評価となりますが、バス停については、
移転したところにバス停が整備されると思われる

◆和田山駅から徒歩20分程度

◇和田山駅から徒歩５分圏内

鉄道利用による来庁市民がどの程度いるかが問
題

水害の可能性

◇被害はないと想定されている

◆川沿いの一部分に大人の膝までつか
◇被害はないと想定されている
る程度あり

◆大人の膝までつかる程度

朝来市防災マップより判断

国・県や、消防、警察、病院、イン ◇消防署及び防災センターが近隣に位 ◇消防署及び防災センターが近隣に位 ◇関係官公署等に近接しており、連携 ◇既存市街地であるため、関係官公署 日常の連携官公署（国・県）及び緊急時の連携
置しており、連携は容易である
置しており、連携は容易である
は容易である
等が集積しており連携は容易である
官公署との集積状況で判断
フラ等の集積状況

◆用地取得費用は若干高い

◇市所有地はある
◇用地取得の可能性がある
◇用地取得費用は比較的安価である

◇市所有地はある
◇用地取得可能性もある
◆用地取得費用は高い
◆現公園の代替敷地取得の可能性がある

◇市所有地はある
◆周辺敷地の取得の可能性も低い
◆用地取得費用は高い

市の所有地（タネ地）が有ることが大前提と判断
し、その他、用地取得の容易性及び取得費用で
判断

仮庁舎等費用

◇仮庁舎の必要はなく、引越しは１回

◇仮庁舎の必要はなく、引越しは１回

◇仮庁舎の必要はなく、引越しは１回

◆仮庁舎・引越しが必要となる可能性
がある

現庁舎の建替えのみのデメリットである

インフラ整備費用（道路、上下水、
電気、ガス、情報基盤等）及び
インフラ整備に係る期間

◆現時点ではインフラ整備（下水道、道路）が
必要な地域も含まれている（下水道：市単独
による整備）
◆整備期間が必要（特例債期限内）

◆現時点ではインフラ整備（下水道、道路）が必
要な地域も含まれている（下水道：市単独による
◇新たなインフラ整備の必要性はない
整備）
◆農用地では整備期間が必要（特例債期限内）

◇新たなインフラ整備の必要性はない

現時点のインフラ整備の有無で判断

◇市所有地はある

４．経済性・実現可能性の視
点

◆徒歩圏に駅はない

◆国道9号線に近いがアクセス性は低
い

市北部の養父断層帯からの距離はそれほど差
◆市北部に養父断層帯の存在が確認さ ◆市北部に養父断層帯の存在が確認さ ◆市北部に養父断層帯の存在が確認さ ◆市北部に養父断層帯の存在が確認さ
がない
れている
れている
れている
れている
兵庫県防災フェニックスより判断

用地取得費用（市所有地の有無） ◇用地取得の可能性がある

①初期費用等

◇周辺にはバス停がある

◇国道9号線に接しており、アクセス性
は高い

地盤状況（活断層の有無）
①敷地の安全性（地震、洪水な
ど）
３．庁舎機能維持の視点

◇国道312号線に接しており、アクセス
性は高い

②合併特例債適用期限との整合
用地取得に要する期間
性

◇用地取得期間は、特例債期限内と想 ◇用地取得期間は、特例債期限内と想 ◇用地取得期間は、特例債期限内と想 ◆用地取得期間は長期的
定される
定される
定される
(必要用地に対する不足分）

①土地利用に関する法規制等の
用途地域等の適合性
適合性

◇用途地域の整合性は高い

②用地取得の可能性

◆必要規模を確保することが難しいた
◇必要規模を確保することが可能であ ◇必要規模を確保することが可能であ ◇必要規模を確保することが可能であ
め、現地建替えであれば、庁舎規模を
る
る
る
再検討する必要がある

◆農業振興地域内農用地を含んでお
り、農用地については法的課題をクリア ◇用途地域の整合性は高い
する必要がある

◇用途地域の整合性は高い

最終的に敷地での評価となると考えられるため、
現時点においてはゾーン内のマイナス要因を中
心に判断

５．法令適用の視点
必要規模の敷地取得可能性

※ ◇メリット ◆デメリット
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市の所有地（タネ地）をもとに土地確保の容易性
を判断

４-５）建設候補地ゾーンにおけるまちづくりの考え方
まちづくりの事業内容
【都市計画区域のまちづくり】
当地域は、都市的な土地利用を図る地域として都市計画の位置付けがなされている。
まちづくりの進め方としては、土地区画整理事業など面的事業を優先的に導入することにより、
道路沿いに店舗や住宅がバラ建ち状に立ち並ぶ状況や、それによる周辺のスプロール化を抑制
し、店舗・工場・住宅などが秩序よく配置されるまちの形成を推進する。
【新市街地区域のまちづくり】
当地域は、朝来市総合計画において「複合都市ゾーン」として位置付けられており、行政機能
及び商業・工業などの業務機能、居住機能などを誘導することとされている。
まちづくりの進め方としては、当面は区域内の幹線道路等を整備するとともに、補助幹線道路
等は「魅力あるまちづくり要綱」に基づき将来の市街地にふさわしいまちの骨格形成を図る。
既成市街地が成熟化し、新市街地が都市計画法による位置付けを得ることにより、新市街地部
の面的な整備を推進する。

４-６）事業費及び財源
庁舎建設事業費としては、概算工事費として４０億円を想定している。
（取壊し費用等は含まれ
ていない。
）
庁舎建設の財源としては、合併特例債（起債対象事業費 95％：元利償還金の 70％普通交付税
算入）の活用を図る。
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