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市事業に対する要望に係る会議資料 

（令和４年５月１３日） 

公共施設等マネジメント推進室 

 

馬場集落区長及び志士庫区長会等・市事業に対する要望について 

 

【令和３年９月２１日付け 馬場行政区・神野丈夫 区長】 

 ●要望事項 

  旧志士庫小学校、並びに体育館を改修し、コミュニティ活動の場として活用させて頂

きたい 

  ・体育館：スポ少、バレーボール、避難所、選挙投票所、各種活動（太極拳、和太鼓、

３Ｂ体操等）で、使用要望があるにも拘わらず使えない状況になっている。 

  ・グランド：子どもたちのスポーツ練習場、散歩場所、若い世代の活動の場（盆踊り、

餅つき、バーベキュー等） 

  ・校舎：公民館活動（集会場、各種団体の打合せ会場） 

●要望場所 かすみがうら市宍倉１５９４番地 

●要望理由 （１）志士庫の東部・中部地区に公共施設が無くなってしまう 

        ・東部（堂山、上軽部、天王町、新宿、馬場、三ツ矢風返） 

        ・中部（馬場山、小原、荻平、荻平本郷） 

約２００軒（１，１００人） 

       （２）第１公民館も廃止され、地域コミュニティ活動の場が無くなる 

       （３）防災時の避難所も無くなる 

       （４）この地区には、公共施設が何も無い状況になる 

       （５）この状況は、他の地区と比較しても異状であり、不公平感はぬぐい

得ない 

（６）小学校・体育館は、地域住民の心の支えであり、無くなることによ

る地域住民の空洞化は計り知れない 

 

【令和３年１０月１４日付け 市事業に対する要望についての回答】 

廃校した各小学校につきましては、廃校活用ニーズ調査を経て、地域の活性化につな

がる事業計画を法人その他団体から幅広く募集し、施設の有効活用について検討してお

ります。 

旧志士庫小学校は、平成２８年３月３１日に廃校となっており、体育館についても令

和３年３月３１日付で、暫定利用条例を廃止し、利用はできません。 

要望事項につきましては、令和２年６月に開館したウエルネスプラザ内に、地域コミ

ュニティ活動の場として、志士庫地区公民館機能等を移転していますことから、旧志士

庫小学校を地域コミュニティ施設として整備する考えはありません。 

今後、庁内関係課において意見を集約し、これまでの経過や今後の方向性について地

域の皆様に、説明する場を設けていきたく存じますので、ご理解願います。 
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１ 小学校跡地の利活用について 

（１）【小中学校適正規模化実施計画（平成２５年３月）（平成２９年５月・改訂】 

４学校統合の考え方と課題及び対応 

児童・生徒や保護者が、学習環境や人間関係などの変化に円滑に対応できるよう 

配慮するとともに、通学の安全確保に努めます。さらに、跡地利用については、地

域の理解を得ながら利活用を検討していきます。 

学校跡地の利活用方法 

① 統合後の空き校舎や跡地の利用については、公の施設としての転用または民間へ

の売却等により、施設を生かした有効利用を最優先に検討します。 

② 施設の適当な利用方法がない場合は、施設の解体と土地の利用または売却を検討

します。 

③ 具体的な利活用方法については、それぞれの目的に応じた検討組織や地元説明会

等を設けるなど地域の意見を幅広く聞いて、地域の理解をいただき決定するものと

します。 

  （２）平成２８年３月 志士庫小学校が閉校しました。 

  （３）平成２８年から 旧志士庫小学校の公募を実施しました。 

現在も公募しています。 

  （４）令和４年１月  千代田中学校区廃校小学校の利活用に関する説明会を開催 

（志筑小学校、新治小学校、七会小学校、上佐谷小学校） 

  （５）令和４年３月  千代田中学校区４小学校が閉校しました。 

  （６）令和４年４月  千代田中学校区廃校小学校の利活用を協議しています。 

 

２ 体育館の状況について 

（１）令和３年３月３１日 旧屋内体育施設条例を廃止しました。 

（旧下大津小学校屋内体育施設、旧牛渡小学校屋内体育施設、 

旧佐賀小学校屋内体育施設、旧志士庫小学校屋内体育施設） 

（２）令和４年３月  千代田中学校区廃校小学校体育館は、使用できません。             

（旧志筑小学校、旧新治小学校、旧七会小学校、 

旧上佐谷小学校） 

３ 公民館の状況について 

  （１）施設 霞ヶ浦公民館、千代田公民館 

         旧下大津地区公民館、旧牛渡地区公民館、旧安飾地区公民館、 

旧志士庫地区第２公民館 

 

  （２）組織 霞ヶ浦中地区公民館、千代田中地区公民館、下稲吉中地区公民館 

支館 霞ヶ浦中地区公民館の支部活動を行う旧小学校区毎に設置

される組織をいう。 

分館 霞ヶ浦中地区公民館の支館活動を推進するため集落ごとに 

設置される組織をいう。 
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４ 志士庫地区内の公共施設の状況について 

１ 旧志士庫小学校 廃止 

管理教室   耐震診断実施済 耐震対策未実施 

特別教室   耐震診断不用 

ランチルーム 耐震診断不用 

２ 旧志士庫小学校体育館 廃止 

屋内運動場  耐震診断実施済 耐震対策未実施 

３ ウエルネスプラザ 志士庫支館 

４ ウエルネスプラザ体育館  

５ 旧志士庫地区第１公民館 廃止 

６ 旧志士庫地区第２公民館 廃止に向け調整 

７ 戸沢公園運動広場 廃止の方向で調整 

８ 東消防署  
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５ 志士庫小学校及び志士庫地区の公共施設の経過について 

 

平成２０年４月 茨城県教育委員会・市町村教育委員会が適正規模や適

正配置に取り組む際の指針策定 

平成２０年１１月から 

平成２９年５月まで 

かすみがうら市学区審議会・諮問・答申 

平成２４年１月２０日 かすみがうら市学区審議会答申 

平成２４年８月２１日 志士庫小学校・小・中学校適正規模化実施計画（案）

作成に係る意見交換会 

平成２５年３月 かすみがうら市小中学校適正規模化実施計画策定 

平成２６年４月１日 霞ヶ浦中学校開校 

平成２７年１０月 各地区公民館施設の統合に係る地域説明会 

平成２８年３月３１日 志士庫小学校閉校 

平成２８年４月１日 霞ヶ浦北小学校開校、霞ヶ浦南小学校開校 

平成２８年 廃校ニーズ調査を実施、公募開始 

平成２８年１１月２８日 霞ヶ浦地区の廃校施設の公的利用に関する関係者へ

の説明結果（報告） 

平成２９年５月 かすみがうら市小中学校適正規模化実施計画改訂 

平成２９年１０月１１日 霞ヶ浦中地区市政懇談会での質疑・意見等 

平成３０年２月２６日 霞ヶ浦中地区公民館志士庫支館分館長会議 

旧宍倉小転用の基本設計案に関する説明 

平成３０年４月２７日 志士庫支館合同会議・かすみがうらウエルネスプラザ

の建設及び複合化について質問あり 

平成３０年５月８日 旧志士庫小学校遺産を守る会要望 

平成３０年７月２日 旧志士庫地区公民館設置場所設定を求める要望書に

ついて 

令和元年７月３１日 霞ヶ浦中学校地区公民館 志士庫支館要望 

令和元年１０月１７日 令和元年度第２回公民館運営審議会・公民館施設及び

旧地区公民館の方向性について 

令和２年５月３１日 旧志士庫地区第１公民館閉館 

令和２年６月１日 かすみがうらウエルネスプラザ開館（志士庫支館） 

令和３年３月３１日 ・旧屋内体育施設条例の廃止 

（旧下大津小、旧牛渡小、旧佐賀小、旧志士庫小） 

令和３年９月２１日 市事業に対する要望書 

令和３年１０月１４日 市事業に対する要望書に対する回答 

令和４年３月３１日 千代田中学校区廃校 

（志筑小、新治小、七会小、上佐谷小） 
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６ 霞ヶ浦中学校区廃校の活用及び公募の状況について 

（１）全般 

・平成２８年度に廃校ニーズ調査を実施（対象…旧下大津小学校、旧牛渡小学

校、旧安飾小学校、旧志士庫小学校、旧佐賀小学校） 

・旧下大津、旧牛渡、旧安飾、旧志士庫、旧佐賀の各小学校は活用事業者を公募 

 

（２）令和４年４月１日時点の状況 

・令和２年４月１日、旧安飾小学校は、歴史博物館の収蔵庫に転用し活用。 

・令和２年６月１日、旧宍倉小学校は、かすみがうらウエルネスプラザ（志士庫

支館設置）に転用し活用。 

・旧下大津小学校は、平成 31 年から令和 4 年 3 月まで NPO法人へグラウンドを

無償貸与満了。令和 3 年度解体工事着工、集会施設等へ転用予定。 

・旧佐賀小学校は、令和 3 年度に、株式会社 運動会屋と、賃貸借契約締結。 

・旧牛渡小学校は、活用事業者を公募している。 

・旧志士庫小学校は、食品加工会社と平成 29 年 5 月基本協定締結後、平成 30 

年 10 月に基本協定を解約。事業者の紹介を受けたが、基本協定締結に至らず 

活用事業者を公募している。 

 

 

７ 令和４年度の予定について 

（１）霞ヶ浦中学校廃校小学校遊具撤去工事 

    平成 28年 3月に廃校した霞ヶ浦中学校区廃校小学校４校（旧牛渡小、旧佐賀

小、旧安飾小、旧志士庫小）について、廃止しているものの存在している遊具の撤

去を予定しています。 

（２）霞ヶ浦中学校区廃校活用ニーズ調査委託 

    霞ヶ浦中学校区廃校小学校のうち、旧牛渡小学校及び旧志士庫小学校について、

建物の現況調査や、民間等による活用の可能性を調査し、地域に調査結果を示し、

今後の対応を調整することとしています。 

（３）千代田中学校区廃校小学校の利活用の検討 

令和４年１月の千代田中学校区廃校小学校の利活用に関する住民説明会での意見や

提案を検討し、住民説明会を予定しています。 
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【かすみがうら市旧牛渡・志士庫小学校活用事業事業者提案公募要項（令和３年６月）】 

２ 対象となる施設と留意事項 

（２）旧志士庫小学校 

① 所在地   かすみがうら市宍倉 1594番地 

② 敷地面積  19,145.49㎡ 

③ 用途地域  市街化調整区域（区域指定；沿道型集落） 

④ 主要施設概要 

名称 竣工年 階数 構造 延床面積 耐震対策 ＩＳ値 

管理教室棟 昭和 49 年 2 RC 1,519 ㎡ 未実施 0.56 

特別教室棟 平成 10 年 1 RC 283 ㎡ 不要 - 

ランチルーム 昭和 61 年 1 W 199 ㎡ 不要 - 

⑤ 留意事項 

・ 敷地の一部には拡散防止措置を取った放射能汚染土が埋設されています。この汚

染土については、事業開始までに当市が搬出いたします。 

 

３ 事業者提案の公募条件 

（１）基本事項 

① 応募する際は、必ず現地を確認し、老朽化の度合いや周辺環境を把握したうえで、 

実現可能な提案としてください。 

② 旧学校施設及びその敷地の一体的な利用を原則とします。一部のみの利用を希望す

る場合は、その理由及び対象を明示してください。 

③ 屋内運動場は市の避難所として指定しております。利用を希望する場合は、災害時

に施設を開放するなどその機能を妨げない形での利用方法をご提案ください。また、

耐震性を満たしていないことから、原則として、耐震工事により耐震性を満たしたう

えで活用いただく必要があります。 

④ 当該物件の優先交渉権者は、契約締結までの間に地域住民を対象とした事業内容等

の説明会を開催することとし、地域住民の意見等を十分に聴取したうえで可能な限り

事業計画への反映に努めるものとします。また、地域住民との交流や連携を大切にし、

良好な信頼関係の形成や周辺の住環境への影響に配慮するものとします。 

⑤ 施設整備及び運営にあたっては、建築基準法や消防法等の関連する法令、条例等を

遵守するものとし、改修等のために必要な各種法令等に基づく届出は利用事業者が行

うものとします。 

⑥ 当市は、契約の履行状況を確認するため、必要に応じて校舎等の使用状況を調査し、

または利用事業者に必要な報告を求めることができるものとします。 

 

４ 活用上の制約等 

（１）市街化調整区域における規制 

旧志士庫小学校は、都市計画法における市街化調整区域に所在しています。 

市街化調整区域内での開発及び建築行為は、都市計画法等の関係法令により規制さ
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れています。事業者は、都市計画法第 34条各号に掲げる立地基準を満たす内容で活用

事業を行うこととなります。 

なお、沿道型集落の区域指定を受けているため、都市計画法第 34 条第 11 号及び第

12号の規定に基づく当市の条例で定められた事業を行うことが可能です。 

 

（２）耐震性能に課題のある施設の活用 

耐震性を満たしていない施設については、原則として、耐震工事により耐震性を満た

したうえで活用いただく必要があります。 

非構造部材の耐震性については、市で調査は実施しておらず、利用者で判断して対応

していただきます。 

 

５ 応募資格 

応募者は、次に掲げる資格基準を満たす、法人格を有する団体または複数の団体から

なるグループとします。ただし、当市と本契約を締結するまでに、法人格を取得すること

を前提として個人での応募も認めます。 

複数の団体等からなるグループとして応募する場合は、代表の団体を設定することと

し、この代表団体は法人格を有するものとします。資格基準を満たさない団体等が含ま

れるグループは応募不可とします。また、同一の団体等が複数のグループに属して応募

すること及び別途単独で応募することは不可とします。 

【資格基準】 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項（同令第 167 条

の 11第 1項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

② 会社更生法（昭和 22年法律第 172号）に基づき更生手続き開始の申し立てがなさ

れている者または民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

③ かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置

を受けていないこと。 

④ 国税、都道府県税または市町村税を滞納していないもの。 

⑤ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合には役員（役員として登 

記または届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。）をいう。以下同

じ。）が、かすみがうら市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 9 号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団員または同条第 3号に規定する暴力団員等（以下「暴力団関係者」と

いう。）でない者及び役員等が、暴力団関係者と社会的に避難されるべき関係を有す

る者でないこと。また、かすみがうら市建設工事等暴力団排除対策措置要綱に基づく

入札参加排除措置を受けていないこと。 

 

 


