̎߸

̔ ൃߦ ୈ

ੴࢁೆখֶߍ

ݕ༻׆౼ձٞͷ͓͠Βͤ

͜ͷ͓ͨΑΓͰɺੴࢁೆখֶߍͷɾࢪઃͷؔ͢ʹ༻׆Δʮੴࢁ۠·ͪͮ͘Γڠٞձʯ
ͱͷݕ౼ձٞͷܦա݁ՌΛ͓Β͍ͤͨ͠·͢ɻ

ʙ͜ͷχϡʔε·ͪͮ͘ΓηϯλʔͳͲͰ͍ͯ͠·͢ʙ

͜ͷձٞͷझࢫʹ
͍ͭͯʻ࠶ܝʼ

ੴࢁখֶߍͱੴࢁೆখֶߍ͕౷߹͠ɺฏ  ݄̐ʹੴࢁখֶߍ
͕։ߍ͠·ͨ͠ɻ
ͦΕʹ͍ɺຽؒͷച٫Λ༧ఆ͍ͯ͠Δੴࢁೆখֶߍͷʹ༻׆
͍ͭͯɺ
ʮੴࢁɾܳज़ͷҬֶߍنదਖ਼Խݕ౼ҕһձ ੴࢁ෦ձ
ʢୈ  ճΛͬͯดձʣ
ʯʹ͓͍ͯɺ
ʮੴࢁ۠·ͪͮ͘Γڠٞձʯͱ
ੴࢁೆখֶߍݕ༻׆౼ձٞʹͯݕ౼ΛਐΊΔ͜ͱ͕ܾఆ͍ͯ͠·͢ɻ

ࡢʹଓ͖ɺྩݩ݄̓  ʹੴࢁೆখֶߍݕ༻׆౼ձٞͷୈ
̎ճΛ։࠵͠·ͨ͠ɻ

· ͪ ʹ ͍ Ζ Ͳ Γ
ࣄ͍ͯͭʹۀ

ੴࢁೆখֶߍͰɺߍࣷͷҡ࣋ཧͷͨΊʹ૭ʹؔݰ൘ுΓΛ࣮
ࢪ͍ͯ͠·͢ɻ
͔͠͠ɺ൘ுΓʹΑΓऐ͠͞Λ͡ײΔͱͷ͕ͤدΒΕͨ͜ͱ͔Βɺ
Լهͷͱ͓Γੴࢁதֶߍඒज़෦ͷօ͞Μͱ͠ྗڠɺʮ·ͪʹ͍ΖͲΓʯ
ࣄۀΛߦ͏͜ͱͱͳΓ·ͨ͠ɻ
ʻ·ͪʹ͍ΖͲΓࣄ֓ۀཁʼ
ɾੴࢁೆখֶߍͷঢ߱ޱͷ൘ுΓ෦ʹɺੴࢁதֶߍͷඒज़෦͕ֆ
Λඳ͘
ɾՆٳΈΛத৺ʹ࡞ۀΛਐΊɺ݄̔ͷΛ༧ఆ
ʢ˞ ֶߍ׆ಈʹΑΓΕΔՄੑ͋Γʣ

ੴࢁதֶߍඒज़෦ʹΑΔֆ
ʻۀ࡞ࡏݱதʼ

ੴࢁೆখͷࣄʹ
͍ͭͯ

ੴࢁೆখֶߍͷάϥϯυଆίϯΫϦʔτ༴นͷఫ͍ͯͭʹࣄڈɺ
Լهͷͱ͓ΓͱͳΓ·ͨ͠ɻ
˙ؒ  ظɿ݄̔̑ʹண͠ɺ߱ઇ࣌ྃʹͰ·ظ༧ఆ
˙  ༰ɿ࣍ϖʔδਤͷͱ͓Γ
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グラウンド

چੴࢁೆখֶߍͷ
͍ͯͭʹ༻׆

·ͪͮ͘ΓࡦہҬܭը՝ΑΓɺ͜Ε·Ͱͷݕ౼ঢ়ͼٴگఆε
έδϡʔϧͷઆ໌͕͋Γɺ༻׆ͷํੑʹ͍ͭͯݕ౼͠·ͨ͠ɻ

■これまでの検討状況
○平成 29 年 12 月に石山部会部会長、石山地区町内会連合会会長、石山地区まちづくり協議
会会長、石山スポーツ振興会会長の連名で跡活用に関する要望書が提出された。
・石山南小学校を避難所として引き続き活用したい
・体育館を残し、スポーツ振興の場として引き続き活用したい
○市有施設として建物を残すことが難しい中、要望内容を実現するために条件付き民間売却の
方向で検討を進めてきた。
○購入意欲を持つ民間事業者の存否や、条件の実現可能性などを確認するため、平成 30 年３
月にサウンディング型市場調査を実施した。
⇒調査期間外も含めて 3 者の申込みがあり、各事業者とそれぞれ対話を行った。
サウンディング型市場調査とは・・・
対象施設の概要（施設面積、築年数等）や跡活用の基本的考え方などを公表した上で、民
間事業者と対話し、買受け意欲や公募条件の実現性などを把握する調査


■サウンディング型市場調査（結果概要）
○対話を行った３者の事業内容は、
「①スポーツ団体に時間貸しする事業」
「②高齢者向けの
社会福祉施設」
「③教育施設、宿泊施設などの複合施設」
○いずれの事業者からも、校舎は引き続き活用することが難しいため取り壊すが、体育館は

残して活用できる旨の回答あり
○ただし、費用負担については、採算性や料金体系の詳細検討が必要とのこと

■想定スケジュール
令和３年度

跡活 用開始

事業者の
改修工事等

契 約 締結

地域説明会

契約準備

公募準備
（測量・
登記・不
動産鑑定
など）

公募手続き

コンクリート擁壁の
撤去・法面整備工事
など

令和２年度

優先交渉権者決定

令和元年度

■条件検討の考え方（提案）
条件を増やせば増やすほど、事業者の参入は難しくなる。
地域にとって、絶対に必要なことは「条件」として設定し、その他の実施してほしいこと
などは「要望」として事業者にお願いする、という形で進めるのが良いのではないか。

࣭ɾҙݟ

ҎԼͷΑ͏ͳ࣭͝ɺ͝ҙ͕͋ݟΓ·ͨ͠ɻ
＜売却の条件・方向性について＞
˔ ҎલʹެԂͷඋʹؔ͢Δҙݟ͕͏ࢥͱ͍͕ͨͯͬڍɺͦͷΑ
͏ͳඋߦΘͳ͍ํͱ͍͏͜ͱ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ੴࢁ෦ձͰɺͦͷҙݟΛ౿·͑ͭͭମҭؗආॴͷ͜ͱΛߟྀ͠
ͨ݁Ռɺ͖݅ຽؒച٫ͱ͢ΔํͰܾఆͨ͠ͱೝ͍ࣝͯ͠·͢ɻ·
ͨɺ݅Λ૿ͤ૿͢΄Ͳࣄऀۀͷࢀೖ͕͘͠ͳΔͨΊɺͲ͏͠
ͯඞཁͳ͜ͱ͚ͩΛެื࣌ͷ݅ͱ͠ɺͦͷଞͷཁࣄऀۀͷܾఆ
ڠʹޙٞ͢Δํ๏ΛऔΔͱྑ͍ͷͰͳ͍͔ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ

˔ ެืͷࡍɺ݅Λ͕Μ͕͡ΒΊʹ͢ΔͱࣄऀۀखΛ্͛ͮΒ͘
ͳΔɻҬͱͯ͠ৡาͰ͖ͳ͍෦͚ͩΛ݅ͱͯ͠ઃఆ͖͢
Ͱͳ͍͔ɻ


˔ Έ͡ͷΏ͍·ʙΔͷച٫݅ͲͷΑ͏ͳ༰͔ɻ·ͨɺങ
＜ゆいま〜るとは＞
旧もみじ台南小学校を条
件付き売却し、平成 24
年 11 月から跡活用開始。
校舎は解体して特別養護
老人ホームなどを新築。

͠ಛؒظͷ  ͕ա͗ͨޙͷऔΓܾΊ͋Δͷ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
݅چੴࢁೆখͷαϯσΟϯάௐࠪ࣌ʹఏࣔͨ͠ͷͱ΄΅ಉ͡
Ͱ͢ɻ·ͨɺങ͠ಛؒظͷ  ຽ๏্ͷنఆͰ͋ΓɺͦΕҎ্
ͷऔΓܾΊ͋Γ·ͤΜ͕ɺΏ͍·ʙΔͱͯ͠Ҭߩ׆ݙಈͷҰͱ
ͯ͠ܧଓͷҙͰ͋Γɺେنͳվम͕ͳ͍ݶΓܧଓ͢Δͱͷ͜ͱ
Ͱ͢ɻ͙͢ʹఫୀͤͣɺҬͱ࿈͚͍ͯ͠ܞΔࣄऀۀΛબఆ͢Δ͜ͱ
ϙΠϯτʹͳΖ͏͔ͱࢥ͍·͢ɻ

体育館は閉校時のまま活
用し、地域に開放してい
る。

˔ Έ͡ͷΏ͍·ʙΔɺੴࢁೆখͰر͢Δ͕݅ཏ͞Εͯ
͓ΓɺҬʹͱͬͯཧతͳࣄ͕ऀۀબఆ͞Ε͍ͯΔɻͦͷΑ͏
ͳࣄ͕ऀۀɺ࠷ऴతʹҬͱ͢Γ߹Θͤͨ༰ͷͱͰ༻׆Λ
ελʔτͰ͖Δͷ͕Ұ൪ཧతɻΏ͍·ʙΔͷΠϝʔδΛ࣋ͬͯ
ਐΊΔͱྑ͍ͷͰͳ͍͔ɻ
˔ ྫ͑ͳͲݐஙͰ͖Δͷ͔ɻ༻్ҬΛมߋ͠ͳ͍͜ͱ

＜用途地域とは＞
都市計画法に基づき、土
地の使い方や建築可能な
建物が制限されている。
旧石山南小周辺は、大部

ୈҰ݅ͱ͖͢ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ࡏݱͷ༻్ҬͰɺݐஙͰ͖·ͤΜɻ༻్ҬΛ؇͠ա͗Δ
ͱɺͷΑ͏ͳ༻్ݐஙՄʹͳΓ·͢ɻچੴࢁೆখपลॅ֗
Ͱ͋Γɺॅ֗ʹ૬Ԡ͍͠ݐங༻్ʹݶఆ͍ͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋Εɺ
༻్ҬΛมߋ͠ͳ͍΄͏͕͍͍ͷͰͳ͍͔ͱߟ͑·͢ɻ

分が「第一種低層住居専

˔ ެื݅αϯσΟϯάࢢܕௐࠪͰఏࣔͨ͠༰ͱ͠ɺެื

用地域」に指定され、良

ޙɺࢀೖ͢Δࣄ·ू࠶ʹ͖ͱͨͬ·ܾ͕ऀۀΓཁΛݕ౼͢

好な住環境が形成されて

Δ͜ͱͰྑ͍ͷͰͳ͍͔ɻ

いる。

＜公募の手続きについて＞
˔ ങ͍औΔࣄऀۀ୭͕બఆ͢Δͷ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
֎෦༗ࣝऀΛؚΉ৹ࠪҕһձΛ։࠵͠ɺҕһձͰઃఆ͢Δ৹ࠪج४ʹج
͖ͮ࠾ɾબఆ͠·͢ɻաڈͷࣄྫͰҬͷํ͕  ໊ࢀՃ͍ͯ͠·͢ɻ


˔ ࣄऀۀͷܾఆޙɺࣄۀ༰ͷઆ໌ͷ͕ඞཁͰͳ͍͔ɻ·ͨɺ
ձใͳͲɺ͘ҬʹΒͤΔ͜ͱେͰͳ͍͔ͱࢥ͏ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ࣄܾऀۀఆޙ͜ͷձٞͰ͓ΒͤΛൃߦ͢Δ΄͔ɺࣄ͔ऀۀΒҬʹ
ରͯ͠ࣄۀ༰ͳͲΛઆ໌͢ΔΛઃ͚͍ͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ

˔ αϯσΟϯάࢢܕௐࠪʹԠืͨ̏͠ऀͷࣄۀ༰ʹ͍ͭͯɺ
Ҭ͔Β༷ʑͳ্͕͕Δͱ૾͞ΕΔɻͦ͏ؚ͍ͬͨΊͯ
৹ࠪΛ͢Δͱྑ͍ͷͰͳ͍͔ɻ


ʢࡳຈࢢճʣ
৹ࠪҕһձͰɺܦӦঢ়ͲͳگؚΊͨ૯߹తͳ৹ࠪΛߦ͍·͢ɻͳ͓ɺ
αϯσΟϯάࢢܕௐࠪʹࢀՃͨ͠ࣄࢀʹืެ͕ऀۀՃ͢Δͱݶ
ΒͣɺެืʹࢀՃ͢Δࣄ͑૿͕ऀۀΔɺຢݮΔՄੑ͕͋Γ·͢ɻ

˔ ެืޙɺࣄ͔ऀۀΒઆ໌ͷΛઃ͚Δͱͷ͜ͱ͕ͩɺҬॅຽͷ
ର͕ଟ͔ͬͨ߹ɺͦͷҙݟߟྀ͞ΕΔͷ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ࣄऀۀ֎෦༗ࣝऀΛؚΊͨ৹ࠪҕһձͰެฏɾެਖ਼ʹબఆ͞Ε·͢ɻ
ࣄऀۀͷҙݟɾཁ͕͋Εɺઆ໌ͷͰࣄͯ͑ʹऀۀΒ͑Δ
ͱɺͦͷޙͷࣄͱऀۀͷ࿈͕ܞΑΓ͍ͬͦ͏ਤΒΕΔͱߟ͑·͢ɻ

˔ αϯσΟϯάࢢܕௐࠪ࣌ͷෆಈ࢈ؑఆֹ   ສͩͬ
͔ͨͱࢥ͏͕ɺ࠶ؑఆ͢ΔͱֹۚͲ͏ͳΔͷ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ෆಈ࢈ؑఆΛߦͬͨͷ͕̍લͷͨΊɺͦͷؒʹՁ͕มಈ͍ͯ͠
Δ΄͔ɺ༴นఫڈͷࣄʹΑΓάϥϯυͷར༻Մ໘ੵ͕ݮΔ͜ͱͳ
ͲΛߟྀ͢Δͱɺෆಈ࢈ؑఆֹมಈ͢ΔͱࢥΘΕ·͢ɻ

˔ ެื͕։࢝͞Εͨ͜ͱΛΔํ๏Λ͍͠΄ͯ͑ڭɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ࡳຈࢢϗʔϜϖʔδͷࡌܝͷ΄͔ɺใಓ͓ؔػΒͤ͠·͢ɻ·ͨɺ
ಓ֎ͷࣄʹऀۀใ͕ΘΔΑ͏ɺจ෦Պֶলͷֶߍؔ͢ʹ༻׆Δ
ϗʔϜϖʔδʹࡌܝ༧ఆͰ͢ɻ

＜その他＞
˔ ੴࢁೆখͷମҭؗΛߴߍੜ͕͍͍ͨҙΛ͍࣋ͬͯΔ͕ɺ༻
Ͱ͖Δͷ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ੴࢁೆখֶߍ։์ཧӡӦҕһձʹӡӦ͍͍͍ͨͩͯΔͱ͜ΖͰ͕͢ɺ
ࡏݱɺ࣌ؒௐΛߦ͍ɺߴߍੜͷ׆ಈ࣌ؒΛ֬อͰ͖ΔΑ͏ʹ͠ɺՆٳ
ΈΛத৺ʹ׆ಈ͕͕Δͱ͍ͬͯ·͢ɻ

˔ ࣄܖͱऀۀ͢Δ·ͰͷؒɺମҭؗҾ͖ଓ͖ར༻Ͱ͖Δͷ͔ɻ
·ͨɺආॴͱͯ͠ͷѻ͍Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔ɻ
ʢࡳຈࢢճʣ
ମҭؗҾ͖ଓ͖ར༻Ͱ͖·͕͢ɺආॴͷࢦఆ֎Ε͓ͯΓɺੴࢁத
͕ࢦఆٸۓආॴͱͯ͠ࢦఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

˔ ਫ࣌ɺੴࢁখΛආॴͱͯ͠༻Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺੴࢁதͩ
͚ʹͳΓɺҬ͔Βෆ҆ͷ͕ฉ͑͜ΔɻආॴΑΓۙʹ
ෳ͋ͬͨํ͕Ҭʹͱͬͯ·͍͠ɻ



ࠓճձٞͷ·ͱΊ

چੴࢁೆখֶߍͷ༻׆ͷํੑΛҎԼͷͱ͓Γ·ͱΊ·ͨ͠ɻ

چੴࢁೆখֶߍ ͖݅ຽؒച٫ͷجຊతͳߟ͑ํ
ʻαϯσΟϯάࢢܕௐࠪͰఏࣔͨ͠༰Λʮ݅ʯͱ͢Δʼ
＜基本的な売却条件＞
○校舎は原則現状のままとするが、解体・建直し等が必要な場合は札幌市と要協議
○現在の都市計画で定める用途地域は変更せず、現在の用途地域で建築できる用途に限る
○改修に係る工事費等は事業者負担
＜地 域 希 望 条 件＞
○体育館は現状のままとし、地域の「スポーツ交流の場」「避難所」として引き続き活用
○施設の一部に「地域交流・地域資料展示スペース」を設置
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˙ ੴࢁೆখֶߍݕ༻׆౼ձٞͷӡӦʹؔ͢Δ͜ͱ

ࡳຈࢢڭҭҕһձ ੜֶ֔श෦ ֶߍࢪઃ՝ʢֶߍنదਖ਼Խ୲ʣ
˟ ࡳຈࢢதԝ۠̎̎ஸ ̨̩̫̎Ϗϧ̑֊
5&-ɿ  '"9ɿ ̚NBJMɿHBLLPLJCP!DJUZTBQQPSPKQ

˙ چੴࢁೆখֶߍͷؔ͢ʹ༻׆Δ͜ͱ

ࡳຈࢢ·ͪͮ͘Γࡦܭࢢ ہը෦ Ҭܭը՝ʢௐ୲ʣ
˟ ࡳຈࢢதԝ۠̍̎ஸ ࡳຈࢢॴຊிࣷ̑֊
5&-ɿ  '"9ɿ ̚NBJMɿUPTIJLFJLBLV!DJUZTBQQPSPKQ

˞ χϡʔεɺڭҭҕһձ͓Αͼ·ͪͮ͘ΓࡦہͷϗʔϜϖʔδʹ͢·͍ͯ͠ࡌܝɻ
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