
廃校施設等活用事例リンク集（平成31年2月現在）

番号 分類 都道府県 市区町村 旧学校名 施設名称 ＨＰのＵＲＬ 開設（利用開始） 活用用途

1 北海道 登別市 札内小中学校 のぼりべつ酪農館（「札内高原館」内の工場） http://www.rakunoukan.com/ Ｈ１６ 酪農工場

2 北海道 足寄町 足寄西中学校 とかちペレット協同組合（芽登木質ペレット工場） http://www.tokachi-pellet.or.jp/ Ｈ１７ ペレット（木質燃料）の製造工場

3 北海道 利尻富士町 雄忠志内小学校 利尻名水ファクトリー http://www.reshiria.jp/ Ｈ１７ ミネラルウォータープラント

4 秋田県 大館市 山田小学校 白神フーズ　生ハム工場 http://www.shirakami-foods.co.jp/index.html Ｈ２１ 生ハム工場

5 秋田県 美郷町 金沢小学校 三共光学工業株式会社　秋田事業所 http://www.sankyou-kogaku.co.jp/ Ｈ２５ 光学レンズ加工工場、設計開発拠点

6 福島県 須賀川市 東山小学校 SUS株式会社　研修施設 http://www.sus.co.jp/ Ｈ２１ 企業の研修施設

7 東京都 新宿区 四谷第五小学校 よしもとクリエイティブカレッジ東京 http://ycc.yoshimoto.co.jp/ Ｈ２０ 企業オフィス

8 東京都 世田谷区 池尻中学校 世田谷ものづくり学校 http://setagaya-school.net/ Ｈ１６ 企業育成の支援施設

9 東京都 台東区 小島小学校 台東デザイナーズビレッジ http://www.designers-village.com/ Ｈ１６ デザイン関連創業支援施設

10 愛知県 名古屋市 本陣小学校 COMBi本陣（コンビ本陣） http://www.nipc.city.nagoya.jp/combi/ Ｈ１８ ＮＰＯ、創業の支援施設

11 三重県 尾鷲市 古江小学校 おわせ海洋深層水　株式会社モクモクしお学舎 http://www.shiogakusha.com/ Ｈ１９ 塩づくりの工場

12 三重県 名張市 長瀬小学校
ヤマトコンタクトサービス株式会社名張コンタクトセン
ター

http://www.y-cs.co.jp/index.html Ｈ２１ コールセンター

13 滋賀県 東近江市 政所小中学校君ヶ畑分校 ノエビア鈴鹿高山植物研究所 http://www.noevir.co.jp/office/lb_suzuka.htm Ｈ１４ （株）ノエビアの研究所

14 兵庫県 淡路市 北淡東中学校 山本光学株式会社工場 http://www.yamamoto-kogaku.co.jp/ Ｈ２２ 眼鏡類製造販売

15 兵庫県 豊岡市 但東中学校 みのる産業　シイタケ栽培工場 http://www.minoru-sangyo.co.jp/index.html Ｈ１９ シイタケ栽培工場

16 兵庫県 養父市 西谷小学校 但馬醸造　工場 http://web.pref.hyogo.lg.jp/tj04/tj04_1_000000033.html Ｈ２０ 醸造蔵

17 鳥取県 湯梨浜町 羽合西小学校 センコースクールファーム鳥取 http://www.senko.co.jp/ Ｈ２２ 福祉型農業事業による水耕栽培施設

18 鳥取県 湯梨浜町 桜小学校 湯梨浜町さくら工芸品工房 http://www.yurihama.jp/sakura/top.htm Ｈ２２ 工芸品工房、ショップ、カフェルーム

19 岡山県 西粟倉村 影石小学校 西粟倉・森の学校 http://nishihour.jp/ Ｈ２２ 産直住宅販売、内装材販売のオフィス

20 香川県 三木町 小蓑小中学校 希少糖研究研修センター http://www.izumoring.com/ Ｈ１９ 希少糖の生産施設、研修施設、宿泊施設

21 長崎県 五島市 戸岐小学校半泊分校 企業組合五島列島ファンクラブ http://gotofanclub.jp/ Ｈ２０ 離島活性化の拠点施設

22 大分県 国東市 西武蔵小学校 アキ工作社 http://www.wtv.co.jp/ Ｈ２１ 段ボール組み立てキット製作会社オフィス

23 沖縄県 今帰仁村 今帰仁中学校 今帰仁酒造所 http://www.nakijinshuzo.jp/index.jsp Ｈ１９ 泡盛・古酒の製造
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廃校施設等活用事例リンク集（平成31年2月現在）

番号 分類 都道府県 市区町村 旧学校名 施設名称 ＨＰのＵＲＬ 開設（利用開始） 活用用途

24 北海道 新冠町 東川小学校 おうるの郷 http://ouru.jp/index.html Ｈ２１ 住宅型有料老人ホーム

25 北海道 帯広市 帯広市立第六中学校 市民活動プラザ六中 http://plazarokucyu.web.fc2.com/ Ｈ２４
地域住民の交流の場（健康推進、文化活動等）、
障害者通所施設、相談支援事業等

26 北海道 夕張市 のぞみ小学校 夕張みどりの園 http://yubari.midorino.jp/yougo.html Ｈ２６ 養護老人ホーム

27 宮城県 石巻市 網長小学校 網小医院 http://ajisime.web.fc2.com/Amiin/Amiin-top.htm Ｈ１１ 病院

28 宮城県 登米市 新田第二小学校 ラボラーレ登米 http://www.micare.net/laborare/ Ｈ２２ 福祉事業所

29 栃木県 芳賀町 稲毛田小学校 芳賀町シルバー人材センター http://www.haga-sc.or.jp/ Ｈ１２ シルバー人材センター

30 東京都 練馬区 光が丘第五小学校 練馬区立こども発達支援センター
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/shisetsu/kodo
mohattatu.html

H25 発達に心配のある児童を対象とした相談・訓練施設

31 東京都 港区 飯倉小学校 東麻布保育室
http://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/gakkokyoiku/hoikue
n/17.html

Ｈ１９ 保育所

32 神奈川県 横浜市 霧が丘第三小学校 霧の里
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/50info/54houdou/fu-
2-080319kirinosato.html

Ｈ２０
地域ケアプラザ、コミュニティハウス
インターナショナルスクールなど

33 石川県 輪島市 阿岸小学校 知的障害者授産施設　ふれあい工房あぎし http://agisi.jp/ Ｈ８ 知的障害者授産施設

34 福井県 大野市 森目小学校
医療法人厚生会　ほほえみネットワークさくら
　ぶる～夢森目

http://www.fukui-kosei-
hp.or.jp/fukushi/02_tiiki/tiiki_03_02.htm

Ｈ２４ 自立支援選択型デイサービス

35 福岡県 八女市 尾久保小学校 「尾久保研修所」（みんなの館） http://www.yakata.or.jp/ Ｈ１８ 福祉・教育・保健・医療の統合施設

36 熊本県 美里町 中央東小学校 美里町福祉保健センター　湯の香苑 http://www5.ocn.ne.jp/~yunokaen/index2.html Ｈ１２ 児童、高齢者などの福祉施設

37 熊本県 産山村 産山北部小学校 なでしこの里 http://www.yamanami.or.jp/guidance/nadeshiko.html Ｈ２０ 介護老人福祉施設
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38 北海道 新冠町 太陽小学校 太陽の森　ディマシオ幻想美術館 http://www.dimaccio-museum.jp/ Ｈ２２ インターネットオークションによる売却

39 岩手県 久慈市 麦生小中学校 あーとびる麦生 http://www.artville-mugyo.com/ Ｈ２２ 美術品等の展示・創作活動の場・地域づくりの拠点

40 福島県 西会津町 新郷中学校 西会津国際芸術村 http://www.nishiaizu-artvillage.com/ Ｈ１６ アート創造の拠点施設

41 東京都 豊島区 朝日中学校 にしすがも創造舎 http://sozosha.anj.or.jp/ Ｈ１６ アート創造の拠点施設

42 東京都 千代田区 練成中学校 アーツ千代田３３３１ http://www.3331.jp/ Ｈ２２ 文化芸術の拠点施設

43 東京都 新宿区 淀橋第三小学校 芸能花伝舎 http://www.geidankyo.or.jp/12kaden/ Ｈ１７ 芸能文化拠点施設

44 東京都 中央区 日本橋高等学校 水天宮ピット（東京舞台芸術活動支援センター） http://www.geigeki.jp/suitengu/index.html Ｈ２２ 文化芸術の創造活動拠点施設

45 神奈川県 相模原市 牧郷小学校 牧郷ラボ http://makisato.jp/ H１５ 芸術の拠点施設、地域交流施設

46 新潟県 十日町市 真田小学校 絵本と木の実の美術館 http://www12.ocn.ne.jp/~ehon2009/ Ｈ２１ 絵本作家田島征三の世界を表現した美術館

47 静岡県 浜松市 三ヶ日西小学校大福寺分校 みかんの里資料館（まなぼうかん）
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/enjoy/cultur
e_art/mikannosato_siryokan/index.htm

Ｈ１８ みかんの歴史資料館

48 滋賀県 米原市 春照小学校春照分校 伊吹山文化資料館 http://www.zb.ztv.ne.jp/mt.ibuki-m/ Ｈ１０ 考古学資料などの展示施設

49 京都府 京都市 開智小学校 京都市学校歴史博物館 http://kyo-gakurehaku.jp/ Ｈ１０ 教育資料、美術工芸品の保存、展示施設

50 京都府 京都市 明倫小学校 京都芸術センター http://www.kac.or.jp/ Ｈ１１ 芸術の創造拠点施設

51 京都府 京都市 龍池小学校 京都国際マンガミュージアム http://www.kyotomm.jp/ Ｈ１８ マンガの保存・展示、マンガ文化に関する調査研究などの施設

52 京都府 京丹波町 質美小学校 質美笑楽講 http://www.ktb.zaq.ne.jp/gfanc003/index.html Ｈ２４
質美地域の産業、文化、情報の拠点施設
（質美地域内外の産業・文化の交流、育成を目指す）

53 香川県 綾川町 枌所小学校 NPO法人　かがわ・ものづくり学校　モノハウス http://www.monohouse.org/ Ｈ１８ 芸術活動の拠点施設

54 高知県 土佐町 森小学校 土佐町郷土学習センター http://www.kochinet.ed.jp/tosa-t/kyoudo.html Ｈ２４ 民具資料館、青木幹勇（町出身の偉人）記念館

55 福岡県 北九州市 庄司小学校 門司港美術工芸研究所 http://www.mojiko-biken.com/ Ｈ１４ 芸術家の創作活動の拠点施設

56 福岡県 北九州市 尾倉小学校 現代美術センター・CCA北九州 http://www.cca-kitakyushu.org/ Ｈ９ 現代アートの展示施設

57 福岡県 朝倉市 黒川小学校 共星の里 http://blog.goo.ne.jp/kyouseinosato/ Ｈ１２ 現代アートの展示施設
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廃校施設等活用事例リンク集（平成31年2月現在）

番号 分類 都道府県 市区町村 旧学校名 施設名称 ＨＰのＵＲＬ 開設（利用開始） 活用用途

58 北海道 釧路市 二俣小中学校 音別町体験学習センター「こころみ」
http://www.city.kushiro.lg.jp/kyouiku/shougaigakushuu/bunka
shisetsu/onbetsu_gakushuu/0001.html

Ｈ１２ 宿泊型体験学習施設

59 北海道 栗山町 雨煙別小学校 雨煙別小学校・コカ・コーラ環境ハウス http://www.cocacola-zaidan.jp/activity/env-house/index.html Ｈ２１ 体験学習施設・宿泊施設

60 北海道 平取町 豊糠小中学校 とよぬか山荘 http://toyonuka.chu.jp/ Ｈ２４ 宿泊施設（幌尻岳登山者用シャトルバス発着場所）

61 北海道 夕張市 幌南小学校 ゆうばり自然体験塾 http://yubari-taikenjyuku.com/ Ｈ２３ アウトドア体験

62 北海道 夕張市 緑小学校 あ・りーさだの杜 http://arisada.com/ Ｈ２５ 障害者スポーツ体験・貸室

63 北海道 夕張市 緑陽中学校 あ・りーさだの杜 http://arisada.com/ Ｈ２５ 障害者スポーツ体験・貸室

64 青森県 鰺ヶ沢町 一ツ森小学校 白神自然学校一ツ森校 http://school.shirakami.gr.jp/ Ｈ１６ 自然体験、宿泊施設

65 岩手県 遠野市 大出小中学校 遠野早池峰ふるさと学校 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/32,16632,151,html Ｈ２２ 農家レストラン、農産物等直売所、体験型交流施設

66 岩手県 葛巻町 小屋瀬小学校上外川分校 森と風のがっこう http://www5d.biglobe.ne.jp/~morikaze/ Ｈ１３ 自然体験、研修施設

67 宮城県 南三陸町 林際小学校 さんさん館 http://www5.ocn.ne.jp/~san3kan/ Ｈ１３ 体験学習施設・宿泊施設

68 秋田県 藤里町 坊中小学校 白神ぶなっこ教室 http://homepage3.nifty.com/bunakko/ Ｈ１６ 自然体験、宿泊施設

69 山形県 金山町 金山小学校茂沢分校 道草ぶんこう http://kaneyama-museum.jp/school/77 Ｈ１３ 地域交流施設

70 山形県 庄内町 大中島小学校 大中島自然ふれあい館「森森」 http://www.town.shonai.yamagata.jp/mori2/ Ｈ１４ 自然体験、地域交流施設

71 山形県 鮭川村 曲川小学校木の根坂分校 みやまの里　木の根坂 http://kinone.sakura.ne.jp/ H１９ 食事処、宿泊体験施設

72 山形県 天童市 田麦野小学校 高原の里交流施設「ぽんぽこ」
http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/ponpoko.ht
ml

Ｈ１８ 自然体験、地域交流施設

73 茨城県 石岡市 朝日里山小学校 朝日里山学校 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001140.html Ｈ２０ 体験型観光施設

74 茨城県 常陸太田市 金砂小学校 金砂ふるさと体験交流施設「かなさ笑楽校」 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001655.html Ｈ２４ 体験施設

75 栃木県 塩谷町 熊ノ木小学校 星ふる学校「くまの木」 http://kumanoki.or.jp/ Ｈ１４ 体験学習施設・宿泊施設

76 栃木県 那須塩原市 鴨内小学校 田舎ランド鴨内 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/inakaland/ Ｈ１７ 自然体験、地域交流施設

77 栃木県 さくら市 穂積小学校 喜連川丘陵の里　杉インテリア木工館 http://mokkokan.is-mine.net/ H２４ 体験施設、交流施設、その他（製造販売施設）

78 栃木県 茂木町 木幡小学校 昭和ふるさと村 http://showafurusato.com/ Ｈ２０ 体験学習施設・宿泊施設

79 埼玉県 所沢市 並木東小学校 所沢市生涯学習推進センター http://www.tokorogaku.jp/current/index.htm Ｈ２１ 生涯学習を推進・応援する施設

80 千葉県 南房総市 上三原小学校 自然の宿　くすの木 http://www.mboso-etoko.jp/kusunoki/ Ｈ９ 体験学習施設・宿泊施設

81 東京都 豊島区 大明小学校 みらい館大明 http://www.toshima.ne.jp/~taimei/ Ｈ１７ 地域区民の自主管理・自主運営による生涯学習活動支援施設
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番号 分類 都道府県 市区町村 旧学校名 施設名称 ＨＰのＵＲＬ 開設（利用開始） 活用用途

82 神奈川県 相模原市 沢井小学校
相模原市立ふるさと自然体験教
 （愛称：ふじの体験の森やませみ）

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/yamasemi/index.html Ｈ２２ 体験学習施設・宿泊施設

83 神奈川県 相模原市 篠原小学校 篠原の里センター http://www.ops.dti.ne.jp/~shinoba/ H１７ 地域交流施設、都市農村交流施設、宿泊施設

84 新潟県 柏崎市 別俣小学校 田んぼの学校「きらら」“別俣農村工房” http://www.asahi-net.or.jp/~hd2t-iksm/betuS_02.htm Ｈ２０ 自然体験施設

85 新潟県 上越市 中ノ俣小・中学校 上越市地球環境学校 http://www.eco.joetsu.niigata.jp/nakanomata/index.html Ｈ１１ 自然体験、環境学習施設

86 新潟県 上越市 月影小学校 宿泊体験交流施設「月影の郷」 http://www.tsukikage.net/ Ｈ１７ 宿泊体験交流施設

87 新潟県 村上市 南中学校 山北ゆり花温泉・交流の館「八幡」 http://www.chuokai-niigata.or.jp/sanpoku-taiken/hatiman.html Ｈ１３ 体験学習施設・宿泊施設

88 富山県 入善町 野中小学校 あぐり館
http://www.niikawa.or.jp/mizuhaku/library/archive/daityou/ag
uri.html

Ｈ９ 体験学習施設・宿泊施設

89 山梨県 北杜市 津金小学校
おいしい学校
（「三代校舎ふれあいの里」内の昭和校舎）

http://www.oec-net.ne.jp/ Ｈ１２ レストラン、パン工房、宿泊施設など

90 長野県 木曽町 黒川小学校 ふるさと体験館きそふくしま http://www.taikenkan.jp/ Ｈ１４ 自然体験施設

91 岐阜県 高山市 日和田小学校 飛騨高山御嶽トレーニングセンター http://www.hida-athlete.jp/training_senter.html Ｈ２１．７ 医科学トレーニング機能及び宿泊機能を有した拠点施設

92 静岡県 島田市 笹間小学校 島田市山村都市交流センターささま http://sasama.eshizuoka.jp/ Ｈ２１ 自然体験施設

93 愛知県 豊田市 椿立小学校 あすけ里山ユースホステル http://www.ne.jp/asahi/asuke/satoyamayh/ Ｈ１３ ユースホステル

94 三重県 桑名市 多度西小学校 子どもアイデア楽工 http://www.kidea-gakko.or.jp/ Ｈ２５ 遊びながら学ぶ能動体験型学習施設

95 京都府 綾部市 豊里西小学校 綾部市里山交流研修センター http://ayabesatoyama.net/ Ｈ１２ 農業などの体験、研修施設

96 大阪府 貝塚市 蕎原小学校 そぶら★貝塚　ほの字の里 http://www.honojinosato.com/ Ｈ１２ 農業・林業体験、宿泊、研修施設

97 兵庫県 神戸市 北野小学校 北野工房のまち http://www.kitanokoubou.ne.jp/ Ｈ１０ 体験型職人工房

98 兵庫県 篠山市 多紀中学校 篠山チルドレンズミュージアム http://www.chirumyu.jp/ Ｈ１３ 子供向けのワークショップ

99 奈良県 宇陀市 田口小学校 文化芸術活動体験交流施設（愛称ふるさと元気村） http://web1.kcn.jp/furusatogenkimura/ Ｈ１９ 文化芸術活動体験交流施設

100 和歌山県 田辺市 上秋津野小学校 秋津野ガルテン http://agarten.jp/ Ｈ２０ 体験交流型グリーンツーリズム施設

101 島根県 吉賀町 柿木中学校 エコビレッジかきのきむら http://www.eco-kakinoki.net/ Ｈ１８ 地域間交流拠点施設

102 広島県 江田島市 深江小学校 大柿自然環境体験学習交流館「さとうみ科学館」 http://www.urban.ne.jp/home/fukaesho/SSM/ Ｈ１４ 自然体験施設

103 広島県 北広島町 美和東小学校 美和東文化センター http://www.d1.dion.ne.jp/~y_simo/ Ｈ１４ 地域交流施設

104 広島県 北広島町 美和西小学校 おおぐれ交流施設「清流の家」 http://www.seiryu.info/ Ｈ１３ 自然体験施設
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105 広島県 神石高原町 永野小学校 ながの村 http://www.naganomura.com/ Ｈ１５ 宿泊施設

106 香川県 多度津町 高見小中学校 多度津町高見島研修センター http://www.tadotsu.org/contents.cgi?contents_id=32 H２３ 自然体験施設

107 徳島県 勝浦町 坂本小学校 ふれあいの里さかもと http://www18.atpages.jp/fureaisakamoto/ Ｈ１４ 農村体験宿泊施設

108 徳島県 上勝町 福原小学校 落合複合住宅 http://www.kamikatsu.jp/docs/2011020200217/ Ｈ１２ Ｉターン、Ｕターン者向け公営住宅

109 愛媛県 大洲市 大伍小学校 ふるさとの宿 http://www.kawabe-furusato.com/ Ｓ６３ 宿泊施設

110 高知県 四万十市 中半小学校 社団法人　西土佐環境・文化センター　四万十楽舎
http://www.gakusya.info/gakusya/si_wan_shi_le_ofisharupeji.ht
ml

Ｈ１７ 体験学習施設・宿泊施設

111 高知県 四万十市 権谷小学校 権谷せせらぎ交流館
http://www.city.shimanto.lg.jp/kanko/spot/meisho/seseragi.ht
ml

Ｈ１９ 体験学習施設

112 福岡県 黒木町 笠原東小学校 笠原東交流センター「えがおの森」 http://www.egaonomori.jp/ Ｈ１９ 地域交流、体験施設

113 福岡県 朝倉市 佐田小学校 たかき清流館 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297665831644/ Ｈ１６ 自然体験、宿泊、研修施設

114 福岡県 上毛町 西友枝小学校 西友枝体験交流センター「ゆいきらら」 http://www.town.koge.lg.jp Ｈ２４ 体験交流施設

115 熊本県 菊池市 菊池東中学校 きくちふるさと水源交流館 http://www.suigen.org/ Ｈ１６ グリーンツーリズム拠点施設

116 熊本県 阿蘇市 小池野小学校 やすらぎ交流館 http://www.aso-yasuragi.com/ Ｈ１４ 体験学習施設・宿泊施設

117 大分県 中津市 西谷小学校 西谷ふるさと村 http://www15.ocn.ne.jp/~npx/ Ｈ１６ 地域との交流・活性化、公民館の運営管理など

118 宮崎県 門川町 西門川小学校松瀬分校 特定非営利活動法人子どもの森 http://www.kodomonomori.info/ Ｈ１９ 環境啓発活動、自然体験学習の施設

119 鹿児島県 垂水市 大野小中学校 大野ＥＳＤ自然学校 http://www.city.tarumizu.lg.jp/esd/ Ｈ１８ 自然体験施設

120 沖縄県 国頭村 楚洲小中学校 楚洲あさひの丘 http://www.asahino-oka.jp/ Ｈ１８ 宿泊施設、自然体験施設
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121 北海道 和寒町 三和小学校 札幌自由が丘学園三和高等学校 http://www.sapporo-jg.com/sanwa/ Ｈ２１ 通信制、単位制の高等学校

122 北海道 釧路市 武佐中学校 武修館中学校・武修館高等学校 http://www.bushukan.jp/ Ｈ１６ 中高一貫の私立学校

123 岩手県 久慈市  枝成沢小学校（屋内運動場） 中央公民館枝成沢分館 http://www.city.kuji.iwate.jp/ Ｈ２２ 公民館

124 福島県 川内村 川内第二小学校 大智学園高等学校（川内本校） http://www.daichi.ed.jp/ Ｈ１８ 単位制の株式会社立高等学校

125 福島県 会津若松市 河東第一小学校 仁愛看護福祉専門学校介護福祉科 http://jinai-senmon.jp/ Ｈ２１ 介護福祉士養成の専門学校

126 茨城県 つくば市 筑波第一小学校 つくば松実高等学校 http://www.toho-tsukuba.jp/ Ｈ２０ 単位制の株式会社立高等学校

127 栃木県 塩谷町 大宮中学校、塩谷高等学校 日々輝学園高等学校（本校） http://www.hibiki-gakuen.ed.jp/ Ｈ１８ 単位制の私立高等学校

128 東京都 練馬区 光が丘第三小学校
アオバ-ジャパン　インターナショナルスクール　光が丘
キャンパス

http://www.aobajapan.jp/about-us/school/japanese H24 民間事業者によるインターナショナルスクール

129 神奈川県 相模原市 吉野小学校 学校法人シュタイナー学園 http://www.steiner.ed.jp/ H２４ 小・中・高一貫の私立学校

130 神奈川県 相模原市 名倉小学校 学校法人シュタイナー学園 http://www.steiner.ed.jp/ H１７ 小・中・高一貫の私立学校

131 神奈川県 相模原市 磯野台小学校
公益財団法人　相模原市健康福祉財団　相模原看護
専門学校

http://www.snvs.ac.jp/ H１５ 看護専門学校

132 新潟県 聖籠町 亀代中学校 学校法人国際総合学園　ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ http://www.cupsnet.com/index.html Ｈ１４ サッカーの専修学校

133 石川県 珠洲市 小泊小学校 金沢大学能登半島里山里海自然学校 http://www.satoyama-satoumi.com/ Ｈ１８ 能登半島の自然を学ぶ施設

134 岐阜県 山県市 北武芸小学校 みやまジョイフル倶楽部図書室 http://library.yamagata-gifu.ed.jp/ Ｈ１３ 図書館

135 愛知県 豊田市 藤沢小学校 ルネサンス豊田高等学校 http://www.r-ac.jp/ H23 通信制の株式会社立高等学校

136 三重県 熊野市 泊小学校 熊野文化圏専門学校 http://www.humanitec.ac.jp/kb/index.html Ｈ１６ 専門学校

137 三重県 伊賀市 上津小学校 ウィッツ青山学園高等学校 http://www.i-iku.com/ Ｈ１７ 株式会社立高等学校

138 滋賀県 高島市 今津西小学校椋川分校 ECC学園高等学校（本校） http://www.ecc.ed.jp/ Ｈ２０ 広域通信制高等学校

139 兵庫県 明石市 松が丘南小学校 明石市立高齢者大学校あかねが丘学園 http://www.edi.akashi.hyogo.jp/akane/ Ｈ１２ 高齢者向け生涯教育の拠点施設

140 兵庫県 養父市 大谷小学校 ウィザス　ナビ高等学校 http://www.fureai-net.tv/aa_yuti_yabu/withus.html Ｈ２０ 通信制・単位制の株式会社立高等学校

141 兵庫県 相生市 相生中学校 相生学院高等学校（相生本校） http://aigaku.gr.jp/ Ｈ２０ 通信制の株式会社立高等学校

142 和歌山県 紀美野町 真国小学校 りら創造芸術高等専修学校 http://www.lyra-art.jp/ Ｈ１９ 芸術系の高等専修学校

143 和歌山県 紀美野町 国吉小学校 慶風高等学校 http://www.keifu-wakayama.jp/ Ｈ１７ 通信制の私立学校

144 鳥取県 湯梨浜町 東郷小学校 湯梨浜中学校・高等学校 http://yurihamagakuen.ac.jp/ Ｈ１８ 中高一貫の私立学校
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145 岡山県 新見市 大田小学校 公設国際貢献大学校 http://www.miic.ac.jp/ Ｈ１３ 国際的な人道援助活動に関する試験研究、人材育成施設

146 広島県 世羅町 津田小学校 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校　世羅実習棟 http://www.hiroshimawellness.jp/ Ｈ１６ スポーツの専門学校

147 広島県 尾道市 尾道工業高等学校 尾道中学校・高等学校 http://onomichi.ac.jp/ Ｈ２１ 中高一貫の私立学校

148 山口県 周防大島町 沖浦東小学校 大島看護専門学校 http://www.kango.so.ecomas.jp/ Ｈ１０ 看護専門学校

149 山口県 山口市 引谷小学校
山口市徳地地域づくり研究センター
（山口県立大学サテライトキャンパス）

http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/?M_ID=1010 Ｈ１７ 大学のサテライトキャンパス

150 愛媛県 今治市 大三島南小学校 日本ウェルネス高等学校　愛媛本校舎 http://www.taiken.ac.jp/wellness/ Ｈ１８ スポーツ教育主体の高等学校

151 福岡県 豊前市 上川底小学校 もみじ学舎 http://www6.ocn.ne.jp/~momiji1/ Ｈ９ 各種工房、琴などの教室

152 大分県 宇佐市 長洲高等学校 専門学校　九州総合スポーツカレッジ http://www.kyushu-ssc.com/ Ｈ１７ スポーツ選手、インストラクターなどを養成する専修学校

153 大分県 竹田市 竹田小学校 大分県立芸術文化短期大学　竹田キャンパス http://www.oita-pjc.ac.jp/ Ｈ２２ 県立短期大学のキャンパス
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154 北海道 旭川市 近文第四小学校 旭川市東鷹栖農村活性化センター野土花
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/shiminkatsudo/shi
minkatsudo/nouson/higashitakasu/higashitakasu.htm

Ｈ１５ 地産の野菜などを加工し、販売

155 茨城県 大子町 槙野地小学校 大子おやき学校 http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000027.html Ｈ１０ 地域名産のおやきの販売や体験コーナーなど

156 三重県 名張市 錦生小学校 木の子の里錦生事業協議会生産センター https://www.facebook.com/nishikio.co H２６ はたけしめじの生産、出荷
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