
まちむら交流きこう主催 

2013 全国廃校活⽤セミナー開催のご案内 
【開催趣旨】 

文部科学省の調べによると、平成４年度から平成 23 年度の 20 年間で、約 6,800 校余りの公立学校が廃校となっていま

す。平成 16 年度の 577 校をピークにやや減少傾向を示したものの、近年、年間約 500 校近くの公立学校が廃校となってい

ます。廃校活用の状況を見ると、建物が現存し、うち何らかの活用が図られているケースが７割で、残り３割が未利用となっ

ており、その活用を促すことが課題となっています。 

特に、少子・高齢化が進む農山漁村地域においては、地域コミュニティのシンボル的存在である小中学校の廃校は、さら

なる過疎化を加速させ、地域コミュニティの活力低下を招くのではないかと、危惧されています。廃校となった小中学校を再

生可能な貴重な地域財産として捉え、様々な形で有効活用を図り、地域の活性化に結びつけていくことが望まれています。 

財団法人都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう)では、廃校活用の普及推進を図ることを目的に、「廃校

活用ポータルサイト」をホームページ内に開設し、各種情報提供を行ってきました。 

また、平成 24 年 2 月には、東京の 3331 アーツ千代田(旧練成中学校)を会場に、「全国廃校フォーラム 2012(第一回)」

を開催し、全国各地で活躍する運営者(実践者)や行政関係者等 80 人の方々にご参加いただき、新たなネットワークづくり

の第一歩をスタートさせたところであります。 

今後、廃校活用のさらなる普及推進を図り、多様な形での有効活用を促すことを目的に、全国各地で活躍する運営者

(実践者)や行政関係者等の方々のご支援ご協力のもと、平成24年度から平成25年度の二カ年の期間をかけて、全国各

地にて廃校活用セミナーを開催することと致しました。平成 24 年度においては、九州地区からスタートし、中国地区、四国地

区、近畿地区にて計 5 回の現地セミナーを開催し、延べ 250 人の方々にご参加いただきました。 

本年度、平成 25 年度においては、東海・中部地区、北陸地区、関東地区、東北地区、北海道地区にて現地セミナー

を開催致します。 

本セミナーの開催が、廃校活用を実践する方々にとって有益な情報交換やネットワークづくりの場となり、また、廃校活用

を検討している方々にとって有益な情報収集の場となることを願うものであります。 

 
全国廃校フォーラム 2012 (第一回) 

会場 3331 アーツ千代田(東京都千代田区) 

2012 全国廃校活用現地セミナー(九州地区)in 熊本 

会場 きくちふるさと水源交流館(熊本県菊池市) 

2012 全国廃校活用現地セミナー(中国地区)in 島根 

会場 吉賀町柿木ふれあいホール(島根県吉賀町) 

 
2012 全国廃校活用現地セミナー(四国地区)in 高知 

会場 四万十楽舎(高知県四万十市) 

2012 全国廃校活用現地セミナー(近畿地区)in 京都 

会場 綾部市里山交流研修センター(京都府綾部市)) 
2012 全国廃校活用現地セミナー(近畿地区)in 和歌山 

会場 秋津野ガルテン(和歌山県田辺市) 

 

2013 全国廃校活⽤セミナー 全体スケジュール 
⽇時 内容 

5 ⽉ 16 ⽇ 2013 全国廃校活⽤セミナー(東海・中部地区)in 岐⾩ 
会場 ラーニングアーバー横蔵(旧横蔵⼩学校)/岐⾩県揖斐川町 

6 ⽉ 6 ⽇ 2013 全国廃校活⽤セミナー(北陸地区)in 新潟 
会場 宿泊体験交流施設⽉影の郷(旧⽉影⼩学校)/新潟県上越市 

7 ⽉ 4 ⽇ 2013 全国廃校活⽤セミナー(関東地区)in 千葉 
会場 ⾃然の宿くすの⽊(旧上三原⼩学校)/千葉県南房総市 

9 ⽉ 5 ⽇ 2013 全国廃校活⽤セミナー(東北地区)in 宮城 
会場 校舎の宿さんさん館(旧林際⼩学校)/宮城県南三陸町 

10 ⽉ 17 ⽇ 2013 全国廃校活⽤セミナー(北海道地区)in 栗⼭ 
会場 ⾬煙別⼩学校コカ・コーラ環境ハウス(旧⾬煙別⼩学校)/北海道栗⼭町 

※詳しくは、「廃校活⽤ポータルサイト」 http://www.kouryu.or.jp/haiko/2013genchiseminar.html をご覧ください



2013 全国廃校活⽤現地セミナー(関東地区)in 千葉 開催のご案内 
【主催】⼀般財団法⼈都市農⼭漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう) 

【後援】NPO 法⼈千葉⾃然学校 

【⽇時】平成 25 年 7 ⽉ 4 ⽇(⽊曜⽇)    

【会場】⾃然の宿くすの⽊(旧上三原⼩学校) 千葉県南房総市上三原 1244-1 

【募集】50 名(事前参加申込要) 

【費⽤】セミナー参加費 3,000 円(資料代含む)/交流会費 4,000 円/宿泊費 4,500 円(朝⾷付き) 

【備考】セミナーのみでも参加できます 

【開催プログラム】 
12:15  ■開場・受付  

13:00  ■開会  ○主催 齋藤章一/一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構専務理事 

13:10  ■事例報告①「牧郷ラボ」(旧牧郷小学校/神奈川県相模原市)     

     ○講師 小田嶋電哲/藤野電力代表 

13:30  ■事例報告②「多摩川源流大学」 (旧小菅小学校白沢分校/山梨県小菅村)  

     ○講師 杉野卓也/東京農業大学森林総合科学術研究員 

13:50  ■事例報告③「朝日里山学校」(旧朝日小学校/茨城県石岡市) 

     ○講師 柴山進/ＮＰＯ法人アグリやさと理事長 

14:10  休憩 

14:20  ■事例報告④「昭和ふるさと村」 (旧木幡小学校/栃木県茂木町)  

     ○講師 中村利美/ＮＰＯ法人昭和ふるさと村理事長 

14:40  ■事例報告⑤「星降る学校くまの木」 (旧熊の木小学校/栃木県塩谷町) 

     ○講師 加納麻紀子/ＮＰＯ法人塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合事務局長 

15:00  ■事例報告⑥「自然の宿くすの木」 (旧上三原小学校/千葉県南房総市) 

     ○講師 北見和美/自然の宿くすの木館長 

15:20  休憩 

15:30  ■意見交換会 ○司会 畠山徹/一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構参事 

   ○講師 上記事例報告者 

16:30  ■閉会 

17:00  ■交流会 食の饗宴開催  

「自然の宿くすの木(千葉県南房総市)」&「谷口がっそば/四季の学校谷口(山形県金山町)」との 

お母さんたちによる手づくり料理のコラボ 

 

 
19:00  ■交流会 食の饗宴終了 

20:00  ■交流会(二次会/特別ゼミ開催)開催 

     ○講師 くすの木&谷口がっそばのお母さんたち 

21:00  ■交流会(二次会/特別ゼミ開催)終了 

 

  



関東地区 in 千葉セミナーでの事例報告の紹介 
▽事例報告①牧郷ラボ(旧牧郷⼩学校/神奈川県相模原市) 2003 年 3 月閉校/2004 年 1 月開始 

牧郷ラボ(任意団体)が開設主体となり、旧牧郷小学校を相模原市(旧藤里町)より借り受け、作業所やアトリエとして活動を行っています。また、毎年夏

にはアートフェスティバル「ひかり祭り」を行っています。 

 
▽事例報告②多摩川源流⼤学(旧⼩菅⼩学校⽩沢分校/⼭梨県⼩菅村)  1992 年 4 月休校/2007 年開校 

東京農業大学が運営主体となり、旧小菅小学校白沢分校を小菅村より借り受け、「多摩川源流大学小菅キャンパス」として、各種授業（森林体験・

農業体験・源流景観体験・源流文化体験等）を行っています。 

 
▽事例報告③朝⽇⾥⼭学校(旧朝⽇⼩学校/茨城県⽯岡市) 2004 年 3 月閉校/2008 年開設 

ＮＰＯ法人アグリやさとが指定管理者となり、「朝日里山学校」を活動拠点に、農業体験やグリーン・ツーリズム活動等の事業を行っています。 

 
▽事例報告④昭和ふるさと村(旧⽊幡⼩学校/栃⽊県茂⽊町) 2006 年 3 月閉校/2009 年 6 月開設 

ＮＰＯ法人昭和ふるさと村が開設主体となり、旧木幡小学校を茂木町より借り受け、昭和ふるさと村を活動拠点に、ふるさと体験やオーナー農園、田舎

暮らし体験や宿泊等の事業を行なっています。 

 
▽事例報告⑤星降る学校「くまの⽊」 (旧熊の⽊⼩学校/栃⽊県塩⾕町) 1999 年 3 月閉校/2002 年 4 月開設 

ＮＰＯ法人塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合が指定管理者となり、星降る学校「くまの木」を活動拠点に、体験学習や里山整備、宿泊等の事業を行っ

ています。 

 
▽事例報告⑥⾃然の宿 くすの⽊(旧上三原⼩学校/千葉県南房総市) 1995 年 3 月閉校/1997 年 12 月開設 

上区自治会が指定管理者となり、自然の宿 くすの木を活動拠点に、各種体験や地域活動、宿泊等の事業を行っています。 

 
 



ＦＡＸ送信：０３－５２５６－５２１１ （送付状は不要） 
(一財)都市農山漁村交流活性化機構 2013 全国廃校活用セミナー事務局 行  

2013 全国廃校活⽤セミナー(関東地区)in 千葉 参加申込書 
 

申込日:平成    年    月    日 

■所属組織名： 

■住所： 〒 

■電話： ■ＦＡＸ： 

■Ｅ－ｍａｉｌ： 

※連絡先(所属組織名、住所、電話・FAX・メールアドレス)を必ずご記入下さい。 

※ご記入いただいた内容は個人情報取扱方針に従い厳正に管理し、本件以外の無断での使用は行いません。 

 

（フ リ ガ ナ） 

参 加 者 ⽒ 名 
役職等 

①セミナー 

(○×) 

②交流会 

(○×) 

③宿泊 

(○×) 
備考 

 

      

 

     
 

 

     
 

※参加者氏名・役職をご記入の上、セミナー及び交流会の参加の有無(○×印)、宿泊利用に関する有無(○×印)を必ずご記載下さい。多数申込

の場合は本紙をコピーの上、ご記入下さい。 

 
【参加費等金額の合計(申込者様側でご記入ください)】 

①セミナー参加費 ②交流会参加費 ③宿泊費(１泊朝⾷付) 
会費⾦額総額 

（※④+⑤+⑥合計） 

３,０００円×（  ）名 ４,０００円×（  ）名 ４,５００円×（  ）名 
  

円④合計（         ）円 ⑤合計（         ）円 ⑥合計（         ）円 

 

【その他、必要書類・宛名・日付等ご要望がありましたらご記入ください(☑)】 

◆必要書類 □領収書 

◆宛名  □所属組織名 □別途指定(                               ) 

◆日付  □記載する  □記載しない 

※必要書類は、セミナー開催当日、受付にてお渡しいたします。 

 

【会費のお支払い】 

■会費のお支払いは、現地セミナー開催の当日(平成２５年７月４日 １２:１５より)、会場受付にて承ります。 

 

【申込内容の変更・キャンセル】 

■申込内容の変更・キャンセルは、平成２５年７月１日(月曜日）までとし、「参加申込書」を上書き訂正の上（二重線などではっきり判るよう

に）、修正した「参加申込書」を事務局まで必ずＦＡＸにて再送信して下さい。お電話による申込内容の変更はご遠慮願います。 

■直前のキャンセルは、取消料が発生します。キャンセル料に関するご請求は、セミナー終了後に対応させて頂きます。 

→平成２５年７月１日（月曜日）以降～７月４日（木曜日）開催当日 キャンセル料１００％ 

 

【受付完了のお知らせ】 

■本申込書が届き次第、事務局より「受付完了書」をＦＡＸにて送付致します（複数参加の場合は代表者のみに送付）。 

■参加申込後、1 週間を過ぎても「受付完了書」が届かない場合は、事務局にご確認下さい。 

 

■締切⽇ 平成２５年７⽉１⽇(⽉曜⽇) 
※定員に達した段階で締め切りとさせて頂きますので、お早めに参加申込みをお済ませください。 

≪問合せ先≫  

 2013全国廃校活用セミナー事務局 (一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構業務部広報情報チーム内)  担当:畠山、山浦 

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町45 神田金子ビル５階 

TEL 03-4335-1982    FAX 03-5256-5211    E-mail:haiko@kouryu.or.jp 

 


