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（１）学校跡施設利活用の運営主体の傾向と特徴（廃校リニューアル 50選） 

 

廃校リニューアル 50選による活用事例について、運営管理主体の組織形態を整理すると別紙のと

おりとなっている。 

学校跡施設を所有しているところが市町村の場合、運営主体は大きく 4つに分かれている。 

①市町村、②法人、③組合、④地域運営委員会（協議会なども含む） 

（地域運営委員会は、町内会など地域が中心となって学校跡地施設を運営している組織。） 

また、民間が所有している場合は、学校法人などへ提供している事例がある。 

【特徴】 

・教育に関する施設、体験型施設、交流施設、社会教育施設は、「市町村（地方公共団体）」や「社会

福祉協議会」などが運営主体となっている。 

・地域交流機能や地域防災機能をもった複合施設、高齢者生きがいサービスや介護支援などの施設は、

「社会福祉法人」が運営主体となっている。 

・ベンチャー企業オフィス、芸術振興施設、博物館などは、「財団法人」が運営主体となっており、

協働施設やコミュニティ、複合施設、デイサービスなどは「ＮＰＯ法人」が運営主体となっている。 

・その他には、滞在宿泊施設や複合施設は「第三セクター」、農業体験施設は「農事組合法人」が運

営主体となっている。 

・また、環境施設や、地域交流施設や防災施設をあわせもった複合施設は「社会福祉協議会」とそれ

に「ＮＰＯ法人」が合わさっているものもある。 

・学校跡地を民間が所有している事例では、学校法人が運営しているものもある。 

 

【運営主体別と活用】 

①市町村 

教育に関する研究施設、複合型施設、体験型博物館、体験宿泊施設、社会教育施設など 

※「社会福祉協議会」は、法律（社会福祉法）に定められ、行政区分ごとに組織された団体であ

ることから、市町村に含める。 

②法人 

○社会福祉法人：高齢者住居、配食センター、託児所、高齢者生きがいデイサービスなど 

○財団法人：ベンチャー企業の貸しオフィス、芸術振興施設、博物館など 

○ＮＰＯ法人：コミュニティ複合施設、協働支援施設、区民活動支援施設、 

デイサービスセンター、など 

○第三セクター：滞在型宿泊施設、レストラン・宿泊施設・農業体験などを体験できる複合施設

など 

③組合 

林業、農業体験施設、研修交流施設など 

④地域運営委員会 

地域交流施設（集会所も含む）、地域防災機能をあわせもった複合施設、コミュニティ施設学童

保育など地域で子供を支援する施設など 

 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95
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（2）運営管理主体の組織形態 

◆運営主体の事例（廃校リニューアル 50選などより） 

事例名 活用内容 所有 運営主体 

岐阜市教育研究所 

（岐阜県岐阜市） 

教育に関する調査及び研究

並びに教育関係者職員の研

修 

岐阜市 ①市町村（岐阜市） 

大田区区民活動支援施設（こ

らぼ大森） 

（東京都大田区） 

協働支援施設、区民活動支援

施設 大田区 ①市町村（大田区） 

三代校舎ふれあいの里 

(山梨県須玉町) 

レストラン・宿泊施設・温泉

施設・特産品直売・パン販

売・農業体験・ほうとう及び

蕎麦づくり・歴史資料館 

須玉町 ①市町村(須玉町) 

篠山チルドレンズミュージ

アム(兵庫県篠山市) 

体験型子ども博物館 
篠山市 ①市町村（篠山市） 

野崎島自然学塾村 

(長崎県小値賀町) 

体験型宿泊施設 小値賀

町 

①市町村 

（小値賀町） 

中央町福祉保健センター『湯

の香苑』 

(熊本県中央町) 

デイサービス、介護支援、各

種検診等の保健事業のほか、

交流施設としての利用 

中央町 ①市町村（中央町） 

豊橋市神田ふれあいセンタ

ー(愛知県設楽町) 

豊橋市野外活動、校外活動施

設 
設楽町 ①市町村（設楽町） 

もりや学びの里 

(茨城県守谷市) 

社会教育施設 
守谷市 ①市町村（守谷市） 

上田コミュニティ防災セン

ター(山形県酒田市) 

社会教育施設 
酒田市 ①市町村（酒田市） 

加茂青砂ふるさと学習施設

(秋田県男鹿市) 

国登録有形文化財 

 
男鹿市 ①市町村（男鹿市） 

ケアコミュニティ原宿の丘

(東京都渋谷区) 

老人介護支援センター 

・コミュニティ施設 
渋谷区 

①市町村（渋谷区） 

（サービス公社） 

総合ケアコミュニティ・せせ

らぎ（東京都渋谷区） 

地域交流機能や地域防災機

能をあわせもった複合施設 
渋谷区 

②法人 

（社会福祉法人） 

小畠総合福祉施設 

(広島県神石郡三和町) 

高齢者住居、配食センター、

託児所、放課後児童施設 
三和町 

②法人 

（社会福祉法人） 

多世代交流施設『山鳩館』 

(秋田県西木村) 

高齢者生きがいデイサービ

ス、デイケア事業、保育事業、

多世代交流事業 

西木村 

②法人 

（社会福祉法人） 
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事例名 活用内容 所有 運営主体 

中央町福祉保健センター

『湯の香苑』(熊本県中央

町) 

デイサービス、介護支援、各

種検診等の保健事業のほか、

交流施設としての利用 

中央町 
②法人 

（社会福祉法人） 

西日暮里スタートアップオ

フィス（東京都荒川区） 

ベンチャー企業への貸しオ

フィス 荒川区 

②法人 

（財団法人荒川区地

域振興公社） 

京都芸術センター 

（京都府京都市） 

芸術振興施設 

京都市 

②法人 

（財団法人京都芸術

文化協会） 

京都市学校歴史博物館 

（京都府京都市） 

博物館 

京都市 

②法人 

（財団法人京都市生

涯学習振興団） 

大田区区民活動支援施設

（こらぼ大森）（東京都大田

区） 

協働支援施設、区民活動支援

施設 

大田区 ②法人 

（社団法人） 

あけぼのアート＆コミュニ

ティセンター（北海道札幌

市） 

コミュニティ・複合化拠点 

札幌市 

②法人 

（NPO法人） 

大田区区民活動支援施設

（こらぼ大森）（東京都大田

区） 

協働支援施設、区民活動支援

施設 

大田区 ②法人 

（NPO法人） 

大杉谷地域総合センター・

大杉谷自然学校 

(三重県宮川村) 

デイサービスセンター 宮川村 ②法人 

（NPO法人） 

としょかん文庫やさん・門

司港アート村 

(福岡県北九州市) 

文庫本の閲覧及び貸出並び

に文庫本に関する事業 

北九州市 ②法人 

（NPO法人） 

さんさん館 

(宮城県志津川町) 

滞在型宿泊施設(地域農産物

等活用型総合交流促進施設) 

志津町 ③組合 

（旧林際小学校運営

事業組合） 

三代校舎ふれあいの里 

(山梨県須玉町) 

レストラン・宿泊施設・温泉

施設・特産品直売・パン販

売・農業体験・ほうとう及び

蕎麦づくり・歴史資料館 

須玉町 ②法人 

（㈱おいしい学校） 

（第３セクター） 

そぶら★貝塚 ほの字の里

(大阪府貝塚市) 

林業、農業体験施設、研修、

交流施設 

貝塚市 ③組合 

農事組合法人 
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事例名 活用内容 所有 運営主体 

総合ケアコミュニティ・せ

せらぎ（東京都渋谷区） 

地域交流機能や地域防災機

能をあわせもった複合施設 

渋谷区 ①市町村（社会福祉

協議会） 

②法人（ＮＰＯ法人） 

大杉谷地域総合センター・

大杉谷自然学校 

(三重県宮川村) 

環境教育施設 宮川村 ①市町村 

（社会福祉協議会） 

学校法人国際総合学園ＪＡ

ＰＡＮサッカーカレッジ 

専門学校 学校法人 ②法人 

（学校法人） 
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（3）各委員より提案された施設（機能）の想定される運営主体 

  

施設（機能） 

 

① 

市町村 

②法人 ③ 

組合 

④ 

地域運営

委員会 

その

他 

適用 

北広島

市 

社会

福祉 

財団 NPO

法人 

①総合的・ 

複合化 

子育て施設（保育所） ● ●  ●     

子育て施設（学童保育） ● ●  ●  ●   

オフィス   ● ●   ● 民間 

介護施設 ● ●  ●     

子供・障害者の交流施設 ● ●  ●     

コミュニティ施設    ●  ●   

②学習の場 文化施設（博物館） ●  ● ●     

文化施設（ギャラリー）    ●   ● 民間 

学習施設    ●  ●   

教育委員会 ●        

図書室 ●   ●     

スポーツ施設    ●  ●   

研修施設    ●     

③多世代の

交流の場 
集会所 

   ●  ●   

④外から来て

もらえる場 
宿泊施設    ●   ● 民間 

⑤地域の 

より所 

学習施設（学校としての記憶）      ●   

集会所（サークル活動）    ●  ●   

図書館 ●   ●     

コミュニティセンター    ●  ●   

住居機能（将来）       ● 民間 

地域防災拠点 ●        

その他 医療施設       ● 民間 

物販施設・飲食       ● 民間 

見本林    ●     

派出所       ● 警察 

市内の乗合タクシー    ●     

※社会福祉協議会と社会福祉法人を区別するために、社会福祉協議会は、①市町村に含め、社会福祉法

人は②法人に含めています。 

 


