
①北海道
◆北海道の概要
国土のおよそ22%を占める広大な面積を有し、179の市町村がある。
広い地域に人が分散して居住する広域分散型社会を形成。
耕地面積を活かした農業や水産業の産出額は全国で高いシェアを誇る。
また、北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備が現在行われており、
2030年度の完成を目指している。

◆活用してほしい主な施設名、施設の概要等
① 平成30年に閉校した留萌高校（留萌市）
平成11年竣工、RC造4階建(校舎)、敷地52,660㎡

② 平成27年に閉校した戸井高校（函館市）
平成7年竣工、RC造3階建(校舎)、敷地32,523㎡

③ 平成22年に閉校した浦幌高校（浦幌町）
昭和59年竣工、RC造3階建(校舎)、敷地45,416㎡

【①留萌高校】 【第一種住居地域】
◆留萌市の概要：風量発電の適地として注目されている北海道
の北西に位置する。かつて、にしん漁が盛んであったことから、塩数の
子の国内シェア50%、日本の夕日百選に選ばれた黄金岬の夕日の
他、日本の最北端を目指すバイカーの休憩地としても有名。
○交通アクセス：札幌市から車で2時間30分。旭川空港から車で1時間30分。
○主要産業：水産加工業など ○人口：19,430人（R4.7末時点）
◆アピールポイント：留萌ICから1.2㎞(直線距離)高規格幹線道路の近郊で遠方からのアクセスが良い。
平成11年竣工の比較的新しい建物であり既存建物を活かした活用が見込める。近隣に市立病院がある。

札幌市

留萌市

浦幌町

函館市✈

（函館空港）

（帯広空港）

✈

✈

（旭川空港）

✈

（新千歳空港）

旧留萌高校

地理院地図GSI Mapsを加工して作成
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①北海道
【②戸井高校】 【都市計画区域外】
◆函館市の概要：北海道の南端部に位置し、北国としては比較的
温暖な気候風土であり、毎年500万人以上の観光客が訪れる国際
観光都市として賑わっている。戸井地域は古くから漁業により栄えた
地域で、津軽海峡でとれる戸井の本マグロは青森県の大間のマグロ
と並びブランド化されている。
○交通アクセス：飛行機で東京から函館まで1時間20分
○主要産業：観光業・水産業など ○人口：245,527人（R4.8末時点）

◆アピールポイント：空港から車で約30分のため、物流拠点としての活用や湯の川温泉に近いため、観光資源
と連携した活用も期待できる。また、豊かな自然環境を活かしたグランピング施設なども期待できる。

【③浦幌高校】 【第一種中高層住居専用地域】
◆浦幌町の概要：種子島宇宙センターに続く第２の射場として
注目されている北海道南東部に位置し、JAXAの大樹航空宇宙
実験場から車で約50分。山林が7割を占める自然豊かなまち。
農業・漁業など一次産業が盛んであり、食糧自給率は2900%と
なっている。
○交通アクセス：帯広空港から車で約55分、JRで帯広駅から1時間
○主要産業：農業・林業など ○人口： 4,350人（R4.8末時点）

◆アピールポイント：有力農協を多数抱える十勝管内にある強みを活かし、既存施設を活用した、新規就農
者支援（研修）施設など産業の特性を活かした活用が見込める。また、釧路空港までも車で約60分であり、十勝・釧
路にまたがるビジネス観光の拠点としての活用も考えられる。

＜問合せ先＞ 住所： 〒 060-8544 北海道札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館
電話： 011-204-5709 FAX： 011-232-1060 担当部署： 北海道教育庁総務政策局施設課施設企画係
廃校校舎情報：https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gst/haiko/haiko3.html

旧戸井高校

地理院地図GSI Mapsを加工して作成

旧浦幌高校

地理院地図GSI Mapsを加工して作成

◆太陽光発電用地として貸付中
（約30,000㎡）
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【自治体の概要】
三戸町（さんのへまち）は、青森県の南部に位置し、戦国時代に三戸城が南部氏
により築城されてから、城下町として400年以上の歴史を刻んできた町です。
町を見回すと、現在も多くの古いお寺や神社、昭和を感じる商店街、そして恵み豊
かな里山が見られ、歴史や自然を大切にしながら受け継いできました。
●人口 約9,300人
●主要産業 農業・商業
●交通アクセス 東京駅から東北新幹線、在来線で約3時間30分

【活用してほしい施設の概要】
杉沢小中学校（S63年竣工～R3閉校、RC造2階、2,076㎡）

【施設アピールポイント】
外観はコンクリート打ちっ放しでモダンな雰囲気。内部は、校舎中央に吹き抜けで円形
の多目的スペースを設置。周辺を豊かな里山に囲まれ、廃校にしておくにはもったいな
い魅力的な建物です。

↓施設の状況が分かる動画はこちら↓

https://m.youtube.com/watch?v=tPwn
b6kvbVE

②青森県三戸町

＜問合せ先＞
住所： 〒 039-0198 青森県三戸町大字在府小路町43
電話： 0179-20-1157 FAX： 0179-20-1114 担当部署： 教育委員会事務局-131-



③茨城県鉾田市

＜問合せ先＞
住所： 〒 311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444番地1
電話： 0291-36-7154 FAX： 0291-32-4443 担当部署： 政策企画部 まちづくり推進課 プロジェクト推進係

【ほこた市の概要】
鉾田？なんて読むんだ？？

位 置 ： 茨城県の沿岸部
人 口 ： ４７，０００人程度
面 積 ： ２０７．６０ｋ㎡
アクセス ： 都心から車で９０分
主産業 ： 農業（野菜産出額日本一）

鉾田市は、太平洋に面して茨城県の中央部付近に位
置するまちです。主な産業は農業で、メロンやサツマイモ
など、様々な食材を日本でいちばん多く産出しています。
現状、都心から車で９０分の距離にありますが、２０
２６年度頃までに東関東自動車道水戸線が全線開
通することにより、更なる利便の向上が見込まれます。
また、概ね３０ｋｍ圏内に、空港や港湾といったインフ
ラも整備されています。

【 市 内 学 校 跡 地 の 概 要 】
市内で閉校となる小学校

２０校（うち１６校が閉校済み）

現在公募対象の学校跡地

１０校（うち６校は予定）
事業提案型の一般公募を行い
跡地利活用事業者を選定しています

国道沿いや高速道路ICすぐそばのアクセス良好物件
湖を見渡せる高台や海まですぐそばの自然あふれる物件

土地・建物の最低売却価格1,500万円台～（売却のみ）
企業立地及び雇用促進奨励制度あり（諸条件あり）

【売却までの大まかな流れ】
一 般 公 募 事業者選定

地域への事業説明 契約・物件引き渡し 特徴の違う様々な物件があります
まずは、お気軽にご相談ください！

学校跡地の詳細な情報や、一般公募の実施状況は
市のホームページからご確認いただけます。

拡大図
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④茨城県龍ケ崎市

 令和４年３月に閉校。
 敷地面積：29,884.49㎡、延床面積：10,160.97㎡
 校舎は平成４年竣工３階建て、体育館は平成９年竣工３階建て

人口：76,067人 面積：78.59k㎡
東京駅まで乗り換えなしで最速48分
学園都市つくば、成田空港まで車で約40分と好アクセス！
緑豊かな自然環境とスポーツや学びの機会が広がるまち

【自治体の概要】

【活用してほしい施設】 … 城南中学校

【アピールポイント】
 市街化区域に立地！（第１種中高層住居専用地域）
 廃校としては築浅物件！
 徒歩１分圏内にショッピングモールがある。
 徒歩５分圏内に警察署と消防署があり、安心感が高い。
 敷地形状は正方形で様々な土地利用が可能。

首都圏だけど、
ほどよく田舎

まちのにぎわい創出、定住促進、健康長寿社会づくりに寄与する提案を募集してます！
＜問合せ先＞
住所：〒 301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 担当部署：市長公室企画課再生戦略グループ
電話：0297-60-1516（直通） mail:kikaku@city.ryugasaki.lg.jp

物件情報

※物件情報の詳細は、右下のQRコード(市HP)からご確認ください。
城南中学校 外観

ショッピングモール

警察署

消防署
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【自治体の概要】

●人 口 17,619人、世帯数 6,964世帯 （令和4年8月1日現在 常住人口ベース）

●面 積 161.80㎢

●予算規模 ９,９７３,６８２千円（令和４年度当初予算）

平成１７年２月に１町２村が合併して誕生した町です。

御前山と那珂川

茨城三大銘茶 古内茶の茶畑【活用してほしい主な施設】

古内小学校（城里町下古内405） RC造３F S48

旧古内小学校は、平成２３年度の小学校統合により、廃校となりました。

本施設を含めた地域が茨城三大銘茶の古内茶の産地であることから、地域住民を主
体に古内茶をテーマにしたイベント「古内茶庭先カフェ」が開催されております。ま
た、近隣には日本自動車研究所の研究施設があり、ここ数年は町と連携し民間利用を
促進していることから、サーキットを活用したイベント開催が増えており、東京都心
部からの交流人口が増加しています。

なお、現存建物含めた売却や利活用、施設撤去により更地にしての販売等広く対応
を検討しております。意見提案をいただくサウンディング調査も実施中のため、ぜひ
利活用をご検討ください。

サウンディング調査を実施しています！
国土交通省と内閣府が主催する「地方ブロックプラットフォーム」の
取組において実施するものです。

・対 象 本調査に関心がある法人等
・対話日 令和４年１１月 １日（火）オンライン開催
・募集開始 令和４年 ９月１４日（水）午前１０時
詳細についてはこちらを参照にしてください
【サウンディングに関する国土交通省HP】
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000094.ht
ml

【施設概要】

敷地面積 ７，２７４㎡

都市計画区域外

建築基準法 容積率 ４００％

建ぺい率 ７０％

徒歩５分圏内にコンビニあり。

水戸駅から北西方約１７㎞

茨城交通「仲郷」バス停から

東方約５０ｍ 〈問合せ先〉
住 所：〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-25
担当部署：城里町役場財務課 管財係
連絡先：TEL029-288-3111 FAX029-288-2065

⑤茨城県城里町
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⑥千葉県
【概要】
首都圏に位置し東京へ近接する千葉県は、人口が600万人を超え、工業や農林水産業など各産業分野では
全国上位にランクインする一方、県南部や東部では観光業も盛んであり、廃校を活用したビジネスの展開を検討
する上では絶好のロケーションです。
県内各地からロケーションや規模などが異なる多様な廃校の情報が
寄せられており、来場の皆様からの幅広い要望にお応えすることが
可能です。是非、ご検討ください。
【最近のトピック】
［道路網の充実強化］
・圏央道の未開通区間（空港南部）の開通（令和6年度予定）
・東京湾アクアラインの料金引き下げ（片道800円）の継続
⇒羽田・成田の両空港、北関東・東北などへの玄関口へ

［成田空港の機能強化］
・既存滑走路の延伸や滑走路の新設、貨物地区等の再編
⇒旅客数・貨物量等の増加によるビジネスの機会の拡大

・LCC専用の第3ターミナルがあり、国内線も充実

＜問合せ先＞
住所：〒 260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号
電話：043-223-2444 FAX： 043-222-4092
担当部署： 千葉県商工労働部企業立地課 -135-



千葉県 空き公共施設等活用可能施設
空き公共施設 １７施設
令和４年９月末現在 （９市町）

青枠の施設はシェアオフィスや
イベント会場として利用可能

香取市
東庄町

銚子市旭市匝瑳市
横芝光
町山武市

九十九里
町

東金市
大網白里

市
茂原
市 白子

町長生
村一宮
町睦沢町

長南
町

長柄町

いすみ市

御宿町
勝浦市

大多喜町

鴨川市

南房総市

館山市

鋸南
町

君津市

富津市

木更津市
袖ケ浦市

市原市

千葉市

多古町
芝山町

富里市

八街市
四街道市
佐倉市

神崎町

成田市

酒々井
町

習志野市

栄町

印西市

八千代
市

浦安市

市川市
船橋市

鎌ヶ谷市
白井市松戸市

我孫子
市柏市

流山市

野田市

鴨川市
主基小学校 江見小学校 鴨川市

里山オフィス

長南町
長南集学校

②八都小学校

府馬小学校 第一山倉小学校 山倉小学校

香取市
湖東小学校

銚子市
さるだ学集館

東金市
源小学校

南房総市
千倉保育所

富津市
環南小学校

八都小学校

茂原市
豊岡幼稚園

※小糸小学校・久留里中学校・周西幼稚園
R4年度、サウンディング型市場調査を実施。
（小糸小・久留里中は9月末で応募終了、周西幼稚園のみ参加受付中）
随時利活用提案を募集中。

小糸小学校 久留里中学校

周西幼稚園

君津市
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【施設の注目ポイント】
○旧小糸小学校は、田園風景広がる小糸川中流域にあり、周囲には住宅地が広がっています。
○旧久留里中学校は、豊富な地下水を利用した酒造りがさかんな久留里地区にあります。
○旧周西幼稚園は、区画整理された市街地の一角にあり、周囲には住宅地が広がっています。
○旧小糸小学校は君津ＩCから約１２分、旧久留里中学校は木更津東ＩCから約１５分、
旧周西幼稚園は木更津南ＩCから約１０分です。

＜問合せ先＞

住所：〒299-1192 千葉県君津市久保２丁目１３番１号

電話： 0439-56-1260 FAX： 0439-56-1628

E-MAIL： koukyou@city.kimitsu.lg.jp 担当部署： 企画政策部 公共施設マネジメント課

◎人口：８１，４７０人 ◎面積：３１８.７８ｋ㎡
◎都内から約１時間、羽田空港から約３０分の好アクセス！
◎世界に誇る製鉄所や「平成の名水百選」に選出された名水、
生産量全国１位の水生カラーが自慢のまち

君津市HP

生産量全国１位
水生カラー

【活用アイデアを募集している施設】

物件情報HP

⑦千葉県君津市 ～ ～
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⑧京都府福知山市

＜問合せ先＞
担当部署： 財務部資産活用課 公民連携係 住所： 〒 620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1
電話： 0773-24-7038 FAX： 073-23-6537 MAIL：shisan@city.fukuchiyma.lg.jp

 明正小学校
 精華小学校（校舎）
 上六人部小学校
 公誠小学校
 金谷小学校
 美河小学校
 美鈴小学校
 有仁小学校

【活用希望する廃校】

【アピールポイント】
 ほどよく街とほどよく田舎
 北近畿の教育の中心
福知山公立大学、高校7校

 北近畿の医療の拠点
 観光地へのアクセスの良さ
天橋立、伊根の舟屋、城崎温泉
竹田城、生野銀山など

【自治体の概要】
 京都府の北部 丹波地方
 人口 約7.6万人
 合計特殊出生率 2.02
（京都府１位）
 北近畿の中核都市
 交通の要衝、
商工業のまちとして繁栄

【廃校活用事例】
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⑨兵庫県豊岡市
【豊岡市の位置・概要】
◎人口：77,489人 ◎面積：697.55㎢
◎アクセス：大阪～ 車・電車で２時間30分

飛行機で４０分
◎主要産業：農林水産業、観光業など

＜問合せ先＞ 担当部署： 政策調整部公共施設マネジメント推進室
住所： 〒 668-8666 兵庫県豊岡市中央町２番４号
電話： 0796-21-9129 FAX： 0796-24-5932
E-mail： koukyou@city/toyookla.lg.jp

【アピールポイント】
◎多様な観光スポット（観光客：年間420万人）
城崎温泉、神鍋高原スキー場、出石城下町、
コウノトリの郷、かばんのまち、日和山海岸など
◎医療拠点：公立豊岡病院
◎教育拠点：県立芸術文化観光専門職大学

【活用希望の廃校】 建物はいずれも無償で譲与又は貸付！
①奈佐小学校（貸付：随時募集中）
②竹野南小学校（貸付：プロポ申込受付中）
③港西小学校（売却・貸付：プロポ申込受付中）
https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/shiyuzaisan/1018914/1018970/index.html

②①

③

豊岡市HP 物件情報HP

-139-

https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/shiyuzaisan/1018914/1018970/index.html


⑩広島県安芸太田町
【安芸太田町の位置・概要】
◎人口：5,760人 （令和４年８月末現在）
◎面積：341.89ｋ㎡（うち森林面積302.10ｋ㎡）
◎高速道路のICが２カ所あり、広島市内や島根県へ１
時間以内で行ける、ほどほど便利な立地。

＜問合せ先＞
住所： 〒 731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
電話： 0826-28-2116 FAX： 0826-28-1622 担当部署： 住民課 自治振興係

【活用してほしい施設名、施設の概要等】
・旧殿賀小学校 平成２８年３月閉校
（昭和58年築 RC構造2階 面積969㎡）

①旧殿賀小学校
②特別養護老人ホーム
③町立病院・薬局等
④ドラッグストア
⑤戸河内IC

【アピールポイント、事業者へのメッセージ等】
・旧殿賀小学校は、町の南西部に位置し、徒歩圏
内に福祉施設やドラッグストアなどがあります。
・最寄りの高速道路のＩＣまでは、車で２，３分
で行くことが可能です。
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⑪愛媛県宇和島市 ～ココロまじわうトコロ～

＜問合せ先＞

住所：〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 電話：0895-24-1111（代）

担当部署：総務企画部企画課企画係 FAX：0895-20-1905 E-mail：kikaku1@city.uwajima.lg.jp

【所 在】 愛媛県宇和島市津島町成408番地
【校 舎】 鉄筋コンクリート造 2階 1,106㎡
【屋内運動場】 鉄筋コンクリート造 1階 610㎡

由良(ゆら)小学校
本校

国内 生産量

トップクラス

平成6年3月竣工
平成24年3月廃校

由良(ゆら)小学校
須下(すげ)分校
平成5年1月竣工
平成24年3月廃校

【所 在】 愛媛県宇和島市津島町須下181番地
【校 舎】 鉄筋コンクリート造 2階 1,016㎡
【屋内運動場】 鉄筋コンクリート造 1階 596㎡

由良(ゆら)小学校
平井(ひらい)分校

愛媛県西南部に位置し、市内中心部には
現存12天守の1つである宇和島城がそびえ立つ。
人口70,574人(R4.8.1)の城下町です！

平成7年2月竣工
平成24年3月廃校

【所 在】 愛媛県宇和島市津島町平井336番地
【校 舎】 鉄筋コンクリート造 3階 1,114㎡
【屋内運動場】 鉄筋コンクリート造 2階 633㎡

宇和島市の廃校
Check！
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⑫鹿児島県
我が国本土の最南端に位置する鹿児島県
温暖な気候の下，南北約600kmにわたる広大な県土は，多様で豊かな自然に
恵まれています。
アジアの時代を迎えた今日，南に開かれている本県は大きな地勢上のメリットを
有しており，アジアの玄関口として更なる飛躍の可能性を秘めています。
・総面積：9,187㎡ ・総人口 160万人 ・平均気温 19.7℃

【活用してほしい主な施設名、施設の概要等】

＜問合せ先＞
住所： 〒 890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号
電話： 099-286-5234 FAX： 099-286-5665 担当部署： 教育庁学校施設課企画助成係 担当 福田

学校名 佐多分校 笠沙高校 阿久根高校 長島高校

閉校年度 H14 H18 H19 H19

所在地 南大隅町 南さつま市 阿久根市 長島町

敷地面積 24,925㎡ 19,738㎡ 34,148㎡ 44,884㎡

用途地域 都市計画区域外 都市計画区域外 第１種低層住居専用地域 都市計画区域外

建物
（竣工年・構造・延床面積）

S48･RC3階･3,385㎡ S51･CB1階･160㎡ S39･RC3階･7,302㎡ S48･RC3階･7,374㎡

アピールポイント
・国内外の物流拠点
｢志布志港｣まで
車で約１時間

・建物が１棟のみで
あり，幅広く活用
ができる

・東シナ海を望む
ロケーション

・小高い丘に位置し，
景観が良い

佐多分校 笠沙高校

阿久根高校 長島高校
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自治体名 担当部署 施設名 施設所在地 用途地域 譲渡、貸与の別

①北海道 北海道教育庁総務政策局施設課 北海道留萌高等学校 北海道留萌市東雲町１丁目84 第一種住居地域 有償譲渡又は貸与

北海道戸井高等学校 北海道函館市浜町717番地１ 都市計画区域外 有償譲渡又は貸与

北海道浦幌高等学校 十勝郡浦幌町字帯富150ー２ 第一種中高層住居専用地域 有償譲渡又は貸与

②青森県三戸町 三戸町教育委員会事務局 杉沢小中学校 青森県三戸郡三戸町大字貝守字杉沢向平50 都市計画区域外 貸与

③茨城県鉾田市 鉾田市政策企画部まちづくり推進課 大和田小学校 茨城県鉾田市大和田1018番地３ 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡

青柳小学校 茨城県鉾田市青柳2875番地 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡

当間小学校 茨城県鉾田市当間2122番地６ 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡

野友小学校 茨城県鉾田市野友1213番地５ 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡

諏訪小学校 茨城県鉾田市柏熊986番地 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡（予定）

大竹小学校 茨城県鉾田市大竹990番地 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡（予定）

上島東小学校 茨城県鉾田市汲上1734番地 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡（予定）

上島西小学校 茨城県鉾田市梶山1505番地1 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡（予定）

白鳥東小学校 茨城県鉾田市上沢14番地 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡（予定）

白鳥西小学校 茨城県鉾田市札925番地 非線引都市計画区域　無指定区域 有償譲渡（予定）

④茨城県龍ケ崎市 龍ケ崎市市長公室企画課 城南中学校 茨城県龍ケ崎市1736番地 第１種中高層住居専用地域 売却または有償貸付

⑤茨城県城里町 城里町財務課管財係 古内小学校 茨城県東茨城郡城里町下古内405 指定なし 応相談

⑥千葉県 香取市経営企画部財政課施設経営班 湖東小学校 千葉県香取市八筋川甲1993-2 都市計画区域内　無指定 貸与（有償）

八都小学校 千葉県香取市小見1025 都市計画区域内　無指定 貸与（有償）

府馬小学校 千葉県香取市府馬3429-4 都市計画区域内　無指定 貸与（有償）

第一山倉小学校 千葉県香取市桐谷1020 都市計画区域内　無指定 貸与（有償）

山倉小学校 千葉県香取市山倉672 都市計画区域内　無指定 貸与（有償）

東金市経済環境部商工観光課企業誘致推進係 源小学校 千葉県東金市上布田385 都市計画区域内　無指定 貸与（有償）

茂原市企画財政部企画政策課企画調整係 豊岡幼稚園 千葉県茂原市粟生野2653-1 無指定 売却

富津市総務部資産経営課 環南小学校 千葉県富津市志駒1187 都市計画区域外 貸与（有償）

南房総市商工観光部商工課商工振興係 千倉保育所 千葉県南房総市千倉町平館759-1 都市計画区域外 売却、貸与（どちらも可）

鴨川市企画総務部管財契約課公共施設マネジメント室 主基小学校 千葉県鴨川市成川35 都市計画区域外 応相談

江見小学校 千葉県鴨川市東江見308 都市計画区域内　無指定 応相談

長南町企画政策課企画調整係 長南集学校 千葉県長南町長南７７０－１ 都市計画区域外 貸与（有償）

鴨川市建設経済部商工観光課商工振興係 里山オフィス 千葉県鴨川市金束5番地 都市計画区域外 貸与（有償）

銚子市観光商工課商工労政班 さるだ学集館 千葉県銚子市猿田町1179-2 都市計画区域外 貸与（有償）

⑦千葉県君津市 君津市企画政策部公共施設マネジメント課 旧小糸小学校 君津市大井戸１０６１ 都市計画区域外 検討中

旧久留里中学校 君津市久留里４７４ 都市計画区域外 検討中

旧周西幼稚園 君津市人見一丁目５番４７号 第一種住居地域 検討中

⑧京都府福知山市 福知山市財務部資産活用課 明正小学校 京都府福知山市夜久野町井田522番地 都市計画区域外 検討中

精華小学校 京都府福知山市夜久野町板生15番地 都市計画区域外 検討中

上六人部小学校 京都府福知山市字三俣577番地 市街化調整区域 検討中

公誠小学校 京都府福知山市字雲原225番地 都市計画区域外 検討中

金谷小学校 京都府福知山市字猪野々55番地 都市計画区域外 検討中

美河小学校 京都府福知山市大江町河守840番地 都市計画区域 検討中

美鈴小学校 京都府福知山市大江町二俣489番地 都市計画区域 検討中

有仁小学校 京都府福知山市大江町南有路1655番地 都市計画区域 貸与
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自治体名 担当部署 施設名 施設所在地 用途地域 譲渡、貸与の別

⑨兵庫県豊岡市 豊岡市政策調整部公共施設マネジメント推進室 奈佐小学校 兵庫県豊岡市吉井620番地 指定なし 土地有償貸付（建物は無償）

竹野南小学校 兵庫県豊岡市竹野町御又78番地 指定なし 土地有償貸付（建物は無償）

港西小学校 兵庫県豊岡市瀬戸57番地 指定なし 土地有償譲渡・貸付（建物は無償）

⑩広島県安芸太田町 安芸太田町住民課 殿賀小学校 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内字泓240 都市計画区域外 有償貸与（予定）

⑪愛媛県宇和島市 宇和島市総務企画部企画課 石応小学校 愛媛県宇和島市石応1616番地 都市計画区域外 譲渡、貸与

宇和海中学校 愛媛県宇和島市下波2952番地1 都市計画区域外 譲渡、貸与

曽根小学校 愛媛県宇和島市津島町脇706番地 都市計画区域外 譲渡、貸与

由良小学校 愛媛県宇和島市津島町成408番地 都市計画区域外 譲渡、貸与

由良小学校須下分校 愛媛県宇和島市津島町須下181番地 都市計画区域外 譲渡、貸与

由良小学校平井分校 愛媛県宇和島市津島町平井336番地 都市計画区域外 譲渡、貸与

南部小学校 愛媛県宇和島市津島町北灘丁930番地1 都市計画区域外 譲渡、貸与

⑫鹿児島県 鹿児島県教育庁学校施設課 南大隅高校佐多分校 鹿児島県肝属郡南大隅町伊座敷字堀切向江2983 都市計画区域外 有償譲渡（予定）

笠沙高校 鹿児島県南さつま市大浦町1193-4 都市計画区域外 有償譲渡（予定）

長島高校 出水郡長島町平尾5645 都市計画区域外 有償譲渡（予定）

阿久根高校 鹿児島県赤瀬川1063 第１種低層住居専用区域 有償譲渡（予定）
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