
学校跡地の利活用に係るサウンディング型市場調査実施要領 

 

 

１ 調査の目的等 

（１）調査の目的 

本市では、令和２年４月に開校した小中一貫校「にじの丘学園」の整備に伴い発生した小学校

跡地の一つである旧東明小学校の利活用について地域の方々と意見交換を重ねており、活用方

法については、コスト低減が図れる事業手法や民間活力導入可能性について検討しています。 

  このことから、民間事業者（以下「事業者」という。）の皆様との対話を通して学校跡地（校舎、体

育館、プール、グラウンドなど）の市場性の有無や活用アイデアなどを調査するサウンディング型市

場調査を実施するものです。 

 

（２）期待される効果 

サウンディングにより、次のような効果を期待しています。 

① 民間事業者のニーズやアイデアを聞くことにより、施設の市場性を把握できる。 

② 民間事業者のノウハウを生かした実現可能性の高い利活用案を幅広く検討できる。 

③ 民間事業者に、本市の考え方を伝えることができる。 

 

 

 

 

 



２ 調査の対象 

・旧東明小学校 

所在地 愛知県瀬戸市東明町５０番地 

敷地面積 24,523.15㎡ 

施設 校舎 RC造 2,850㎡、体育館 RC造 666㎡ほか 

法
令
等
に
基
づ
く 

制
限 

都市計画区分 都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域※) 

用途地域 準工業地域、未指定 

建ぺい率 60% 

容積率 200% 

その他制限 建築基準法 22条区域 

活用条件 災害時に避難所及び一時避難場所としての機能を担保すること。 

① 体育館を残すこと 

② 運動場若しくは同規模程度（約 8,000㎡）の空地を確保する

こと（平時は利活用していただいて構いません。） 

なお、地域から別紙のとおりアイデアが提出されています。 

アクセス 名鉄バス「東明町」及び「赤津口」より徒歩３分 

東海環状自動車道「せと赤津 IC」より車 6分 

※市街化調整区域に含まれる敷地の内、昭和 44 年度建築の校舎等が存在する部分（約 8,800

㎡）については、都市計画法第 34 条第 14 号、愛知県開発審査会基準第 17 号（別紙参照）の

適用を受けられる可能性があります。 

３ サウンディング参加対象者 

旧東明小学校の土地・建物の利活用による事業の実施主体となる意向を有する民間企業、ＮＰ

Ｏ法人等の法人とします。 

参加対象者は単独またはグループ（複数の企業・団体等の共同体をいいます。）とし、グループ

で参加する場合は、参加者の構成員を全て明らかにすることとします。ただし、次のいずれかに該当

する場合は、参加対象者と認めないこととします。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者 

② 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基

づく更生・再生手続中の者 

③ 暴力団（瀬戸市暴力団排除条例（平成２３年瀬戸市条例第１２号）第２条第１号に規定する暴

力団をいう。）又は暴力団員（瀬戸市暴力排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）

に該当する者、若しくはそれらの者と密接な関係を有する者 

④ 瀬戸市指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けている者 

⑤ 法人税、消費税及び地方消費税又は市税を滞納している者 

⑥ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者 



４ 調査概要及び実施スケジュール 

概 要 日時・期間等 

本実施要領の公表 令和４年１１月２日（水）  

現地見学・説明会の参加受付 令和４年１１月２日（水）～１１月１８日（金） 

現地見学・説明会の開催 

 

令和４年１１月４日（金）～１１月２５日（金） 

※希望があれば２８日（月）以降も受付します。また、

再度の現地見学も対応します。（要相談） 

サウンディング参加受付 令和４年１１月４日（金）～１２月 ９日（金） 

※延長する場合があります。 

サウンディング（対話）実施期間 令和４年１１月７日（月）～１２月１５日（木） 

※延長する場合があります。 

地域へのサウンディング実施結果説明 

サウンディング実施結果概要の公表 

令和５年１月以降 

 

（１）サウンディング実施要領の公表（市ホームページ） 

実施要領等を市ホームページにて公表し、基本的な施設の情報等を提示します。なお、実施要

領公表後、市から意見を聴取したい事業者に連絡し、意見を求める場合があります。 

 

（２）現地見学・説明会の参加受付、開催 

現地見学・説明会への参加は任意です。参加を希望される方は、期日までに、別紙の現地見

学・説明会申込書に事業者名等を記入し、件名を【現地見学・説明会申込】として、問い合わせ

先Ｅメールアドレス宛に送付してください。 

見学・説明会当日は現地集合とし、各自上履きをご持参ください（施設内の写真撮影可）。な

お、ご質問がある場合は、事前に問い合わせ先Ｅメールアドレス宛に送付してください。 

 

（３）サウンディングの参加受付 

サウンディングの参加を希望する場合は、別紙のエントリーシートに必要事項を記入し、受付期

間内に問い合わせ先までメール（件名を【サウンディング参加申込】とする。）又は郵送で提出し

てください。 

サウンディング（対話）の日時及び場所については、エントリーシート受付後に調整させていた

だきます。 

 

（４）サウンディング（対話）実施期間 

事前申込のあった事業者との間で、30 分から１時間程度の対話を実施します。なお、対話は

参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。対話では、別紙の提案書を

基本に行いますので、提出分として計５部を当日にご持参ください。 

 



（５）サウンディングの辞退 

サウンディング申込み後に辞退される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。 

 

５ 対話内容 

① 学校跡地の周辺環境との調和に配慮し、地域に貢献できるアイデアを求めています。 

② 「２ 調査の対象施設」の「活用条件」等を踏まえ、事業アイデアを自由にお聞かせください。 

③ 上記②による提案が困難な場合、どのように活用したいか、自由にお聞かせください。 

④ 事業方式（所有形態、管理・運営方法等）はあらかじめ定めていませんので、自由に提案して

ください。 

⑤ 活用の検討にあたっては、土地・建物等について一体での活用を基本と考えていますが、一部

（分割）での活用アイデアであれば、お聞かせください。なお、その場合に残りのエリアについ

ての制限等があれば併せてお聞かせください。 

≪注意事項≫ 

事業アイデアを実施する場合においては、活用に係る開発条件及び立地基準、建築行為等につ

いて、都市計画法、建築基準法その他の関係法令の遵守が条件となります。事業アイデアの段階

でも、関係法令の適合性の検討をお願いします。 

   

６ 留意事項 

① サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別に行います。 

② サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象にはなりません。 

③ サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

④ 本サウンディング終了後も、必要に応じて追加対話（文書照会含む）を行うことがありますので、

ご協力をお願いいたします。 

７ 実施結果概要の公表 

サウンディングの実施結果の概要については、地元住民団体等と共有するほか、令和５年１月以

降に、市ホームページでの公表を予定してします。 

・参加事業者の名称は公表しません。 

・事前に参加事業者に内容の確認を行います。 

 

８ 問い合わせ先 

ご質問等がある場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。 

〒489-8701愛知県瀬戸市追分町 64番地の 1 

瀬戸市役所経営戦略部政策推進課公共施設マネジメント係担当：松浦、原 

TEL:0561-88-2507 (直通) FAX:0561-88-2505 

Email:seto-ppp@city.seto.lg.jp 



施設調書（東明小学校）

■基本情報 ■閉校時児童数

■建物等の情報

①-1、①-2

②

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑦

■給排水等設備の情報 ■近接敷地との状況 ■工作物の有無

■交通アクセス

　名鉄バス「東明町」及び「赤津口」より徒歩3分、東海環状自動車道「赤津IC」より車6分

約23,000 ㎡

1階 28 -

46年

１年 22名

２年 32名

５年 25名

６年 19名

３年 17名

４年 23名

51年 鉄骨造

備考

西側

東側

プロパンガス

単独浄化槽

直圧、高架水槽

低圧受電

南側

北側

鉄柵・植生

植生

植生

植生

西側

東側

南側

北側

隣接する道路を挟んで民家あり。

隣接する敷地に民家あり。

隣接する敷地に林あり。

隣接する道路を挟んで民家あり。

プール 昭和53年度

プロパン庫

プール付属室

体育館

倉庫

昭和51年度

倉庫 昭和60年度

昭和59年度

昭和54年度

昭和53年度

便所

窯業室

昭和44年度

容積率

交通量 県道212号　3,844台（24時間）

階数 面積(㎡) 耐震

2,831 改修済校舎

名称 建設年度

CB造 1階 10 -

電気

給水

排水

ガス

その他制限

所在地

敷地面積

昭和45年度

都市計画区分

用途地域

建ぺい率

愛知県瀬戸市東明町50番地

築年数 構造

昭和50年度

52年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3階

法

令

等

に

基

づ

く

制

限

都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)

建築基準法22条区域

200%

60%

準工業地域、未指定

45年 CB造 1階 6 -

43年 CB造 1階 58 -

42年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2階 666 改修済

43年 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 - 275 -

37年 鉄骨造 1階 50 -

36年 CB造 1階 27 -

瀬戸市役所経営戦略部政策推進課公共施設マネジメント係
愛知県瀬戸市追分町64-1 / 0561-88-2507 / seto-ppp@city.seto.lg.jp



施設調書（東明小学校）

■配置図(1/1000)

瀬戸市役所経営戦略部政策推進課公共施設マネジメント係
愛知県瀬戸市追分町64-1 / 0561-88-2507 / seto-ppp@city.seto.lg.jp



施設調書（東明小学校）

■校舎平面図(1/600)

■体育館平面図(1/600)

■窯業室平面図(1/600)

瀬戸市役所経営戦略部政策推進課公共施設マネジメント係
愛知県瀬戸市追分町64-1 / 0561-88-2507 / seto-ppp@city.seto.lg.jp



施設調書（東明小学校）

■用途地域図 準工業地域 第１種住居地域 無指定（市街化調整区域）

瀬戸市役所経営戦略部政策推進課公共施設マネジメント係
愛知県瀬戸市追分町64-1 / 0561-88-2507 / seto-ppp@city.seto.lg.jp



現地見学・説明会申込書 

【旧東明小学校跡地の利活用に係るサウンディング型市場調査】 

事業者名  

事業者所在地  

構成法人名 

(グループの場合) 

 

申込担当者名  

電子メール  

電話番号  

参加者 

（部署名、 

役職、氏名） 

 

 

 

参加希望日 

（第１希望）    月    日（   ） ＡＭ ・ ＰＭ 

（第２希望）    月    日（   ） ＡＭ ・ ＰＭ 

（第３希望）    月    日（   ） ＡＭ ・ ＰＭ 

※参加希望日は土日祝日を除きます。ＡＭは９時から１２時、ＰＭは１３時半から１７時の

間としますので、希望する方に○をつけてください。希望日に沿えず、こちらから日時の

調整をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

（申込方法） 

本用紙に記入の上、下記メール宛でタイトルを【現地見学・説明会参加申込】として、

下記アドレスまでお送りください。 

（問い合わせ先） 

〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町 64 番地の 1 

瀬戸市役所経営戦略部政策推進課公共施設マネジメント係 

TEL：0561-88-2507（直通） FAX：0561-88-2505 

E メール：seto-ppp@city.seto.lg.jp 



 
 

エントリーシート 
 

【旧東明小学校跡地の利活用に係るサウンディング型市場調査】 
 

事業者名  

事業者所在地  

構成法人名 
（グループの場合） 

 

サウンディング

担当者 

氏名  
所属法人名  

部署  

電子ﾒｰﾙ  

電話  

令和４年１１月７日（月）から令和４年１２月１５日（木）の期間で、サウンディングにおける対話の

希望日を記入し、時間帯をチェックしてください。 

（第 1 希望日から第３希望日までご記入ください。） 

第１希望 令和４年  月  日（ ）  □ 午前 □ 午後 □ どちらでもよい 

第２希望 令和４年  月  日（ ） □ 午前 □ 午後 □ どちらでもよい 

第３希望 令和４年  月  日（ ） □ 午前 □ 午後 □ どちらでもよい 

対話参加予定者氏名 所属法人名・部署・役職 

  

  

  

  

  

  

  

※エントリーシート受領後、調整のうえ、実施日時及び場所をＥメールにてご連絡します。 



 

提案書 
【旧東明小学校跡地の利活用に係るサウンディング型市場調査】 

 

事業者名  

想定する事業内容  

事業実施希望施設 

（希望する施設を

○で囲って下さい） 

   跡地施設全て    校舎    体育館    プール    運動場     

土地・建物の希望

利用形態（○で囲

ってください） 

土地    譲渡    貸借    どちらでもよい 

建物    譲渡    貸借    どちらでもよい 

事業期間・計画 

及び収支計画 

事業期間  

事業計画  

収支計画  

施設整備において

市に期待すること 
 

施設整備において 

事業者自ら行うこ

とが可能なこと 

 

地域貢献及び 

地域連携について 
 

事業者公募時に 

市に要望する事項 
 

その他ご意見及び

ご提案について 
 

※自由に改行等を行っていただいて構いません。 

※この内容に準じた別途書式やイメージ図等を提出いただいても構いません。 

※不明な項目は空欄でも構いません。 

※枚数に制限はありません。サウンディング（対話）日当日に５部提出願います。 



（参考）東明小学校跡地活用に係る地域からのアイデア 

 

１ 校舎 

 ・公民館機能（多目的交流センター） 

 ・診療所 

 ・支所 

 ・婦人会主催行事（健康教室等） 

 ・高齢者レクリエーション施設（高齢者移動支援等） 

 ・地域のメモリアル施設 

 

２ 体育館 

 ・避難所 

 ・地域イベント用（ふれあい祭、スポーツ大会、防災訓練、各種クラブ活動） 

 

３ 運動場 

 ・避難所（駐車場） 

 ・地域イベント用（ふれあい祭、スポーツ大会、防災訓練、連区運動会、 

グラウンドゴルフ等スポーツ活動） 

 

（東明公民館と旧赤津保育園の活用のアイデア） 

① 東明公民館 

・学校に機能を移し、多目的活用 

・喫茶レストラン（校舎でも可） 

・陶芸体験教室 （校舎でも可） 

・物販販売所 

 

② 旧赤津保育園（休園措置中） 

・公設民営化も含めた休園の解除（校舎でも可） 

・解体し、多目的広場や駐車場としての利用 

 



参考 

東明連区及び東明小学校跡地周辺等の状況 

 

●東明連区の年齢別・男女別人口 

 瀬戸市ホームページ＞各種統計＞令和４年４月１日現在 瀬戸市連区別・年齢別・男女別人口＞ 

１２ 連区別・年齢別・男女別人口 

 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022040800073/ 

 

●瀬戸市立にじの丘学園 

 瀬戸市ホームページ＞瀬戸市の教育＞瀬戸市小中一貫校及び小中一貫教育について 

 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2021062200038/ 

 

●ジブリパーク応援 瀬戸市関連情報 

 瀬戸市＞お知らせ（ジブリパーク応援 瀬戸市関連情報） 

 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022080300014/ 

 

●観光・文化 

 せと・まるっとミュージアム観光協会ホームページ＞おすすめスポット＞ 

エリア（東部 赤津地区を選択） 

 http://www.seto- marutto.info/spot/?category=&area=&type=history&keyword= 

 

●赤津焼 

 瀬戸焼振興協会ホームページ＞知る＞瀬戸焼のいろいろ 

 https://www.setoyakishinkokyokai.jp/siru_02.html 

 

●周辺の公園 

 瀬戸市ホームページ＞くらしの情報＞道路・公園＞公園 

 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111001043/ 

 

●ねむの森（支援児童遊園） 

 瀬戸市ホームページ＞くらしの情報＞子どものための施設＞ねむの森（自然児童遊園）の利用に

ついて 

 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2017101000035/ 

 

●東海自然歩道 

 愛知県ホームページ 

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/shizenho/index.html 

 

●名鉄バス 

 名鉄バスホームページ＞路線バス＞路線図＞名古屋・瀬戸地区 １１・１２・１３ 

http://www.meitetsu-bus.co.jp/rosen/line/ 

 



 

 

 

 

①東明小学校跡地 

②瀬戸市立にじの丘学園 

③東海環状自動車道 せと赤津 IC 

④名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年１月撮影 航空写真） 

① 

② 

③ 

④ 

①東明小学校跡地 拡大 



開 発 審 査 会 基 準 第 1 7号 

既存の宅地における開発行為又は建築行為等 

市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張

された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以

上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の

内容が次の各項に該当するものとする。 

１ 予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供する

ものであること。 

(1) 住宅、店舗等で建築基準法別表第２（い）項、（ろ）項又は（は）項に掲げるもの。ただ

し、床面積については適用しない。 

(2) 事務所、倉庫又は工場（作業場を含む。以下、同じ。）。ただし、建築基準法別表第２（る）

項、（を）項（第５号及び第６号を除く。）又は（わ）項（第１号から第６号までを除く。）

に掲げるものを除く。 

２ 予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。 

(1) 倉庫にあっては、建築基準法別表第２（と）項の準住居地域内において建築してはなら

ない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの 

(2) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗

関連特殊営業等 

３ 工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないも

のであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 

４ 申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては５ヘクタール未満とし、第１項第１号

に該当するもの（居住の用に供するものは除く。）については1,000平方メートル以下、同項

第２号に該当するものは500平方メートル以下であること。 

５ 建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。 

６ 住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建ての住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160

平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合で、複数の区画がある

場合は、全体区画の数に０．２を乗じて得た数（平成20年３月24日以降分筆等による分割が

なされていないものについて、その数が１に満たない場合は１とする）を超えない数の区画

について140平方メートル以上とすることができる。 

７ 居住の用に供する建築物（一戸建ての住宅を除く。）にあっては、駐車場がその敷地内に適

切に設けられていること。 

８ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その

許認可等が受けられるものであること。 

付   記 

本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が3,000平方メートル以下でかつ

建築物の高さが10メートル以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。 

知事は、許可したものについて後日開発審査会に報告するものとする。 


