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１ はじめに 

 

 この報告書は、かわじま☆未来塾（以下、「未来塾」）が学校跡地・施設の利活用につ

いて検討を行ってきた内容を取りまとめたものです。 

かわじま☆未来塾は平成２８年１１月に発足した、未来に希望ある魅力的なまちづく

りを推進するため、町の政策、施策等について、調査研究、政策立案を行う４０歳未満

の町民で構成される団体です。これまで、旧役場庁舎の跡地の活用方法の検討や本町の

タウンプロモーション、かわじまイルミネーションの企画などを行ってまいりました。 

今年度は、廃校となった小学校の跡地活用について検討を重ねてまいりましたので、

本書にてその検討結果を報告いたします。 

 

 

 

○開催概要 

開催日 開催場所 参加者数 

１１月２７日 旧小見野小学校 １１名 

１２月１８日 旧出丸小学校 １２名 

１月２５日 旧小見野小学校 １０名 
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２ 未来塾での検討内容 

  

 町の現状や問題点を踏まえ、都市計画法等の規制の理解した上で、ブレインストー

ミングやＫＪ法を利用してアイディアを出し合い検討を行いました。 

 

２－１ 学校跡地の現状理解と町の問題点の整理 

   

第１回の検討では、まず始めに学校跡地の状況に関する基礎知識を取得してから、

学校跡地・施設の利活用の検討を行いました。検討にあたっては、跡地を活用して町

の問題点を解決することができるかという視点から、現在抱えている問題点を整理す

ることとしました。 

 

 学校跡地の現状に関する意見 

・校舎、体育館、プールやグラウンドなどを含めて一体的に考えるのは難しい。 

・川島らしさという意味では田舎らしさを出したい。しかし、中途半端な田舎アピー

ルだと効果は出ない。 

・旧小見野小学校に比べて旧出丸小学校は立地が良くない。休日の旧出丸小学校で過

ごすことがあるが、人がほとんど来ない。 

・どんな活用方法になるとしても、交通手段はネックになる。 

・町外の人を集めるものにもしたいが、町民が集まれるものという視点も必要。 

 

町が解決すべき問題点（優先順） 

＜Ａグループ＞ 

①有名なスポットが少ない（観光、開発、都市計画） 

②娯楽施設が少ない（観光、開発、都市計画） 

③全体的に交流が少ない（地域コミュニティ、協働） 

④交通の便が悪い（公共交通） 

⑤安全性に欠ける（防犯、防災、環境） 

⑥少子高齢化（人口減少、年齢階級別人口バランス） 

⑦虫が多い（環境） 

 

＜Ｂグループ＞ 

①施設が充実していない（公共施設等総合管理計画） 

②アピール力が弱い（情報発信） 

③子どもが遊べる場所がない（子育て支援） 

④交通の不便さ（公共交通） 

⑤土地が活かされていない（開発、都市計画） 

⑥少子高齢化（人口減少、年齢階級別人口バランス） 
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２－２ 都市計画、建築基準法、公共施設等総合管理計画の理解と学校跡地で解決す

べき問題点の設定 

 

第２回では、学校跡地・施設利活用の検討の際に必要となる都市計画法、建築基準

法、公共施設等総合管理計画についての知識を習得した上で、前回整理した町の問題

点の中から、学校跡地で取り組むべき課題を設定しました。 

 

 都市計画、建築基準法、公共施設等総合管理計画の知識習得 

・開発できる市街化区域がとても狭い。川島町の中のほとんどが市街化調整区域であ

ることに驚いた。 

・今回考えている旧出丸小学校と旧小見野小学校でできることは限られている。未来

塾で勉強するまでは、夢のようなことに活用したいと思っていた。周りの町民もそう

思っている。 

・公共施設等総合管理計画を見ると、旧６ヵ村の状況にこだわる必要は無いと思う。

人口バランスで考えてもそうだが、都市計画などを考えても、例えば出丸地区と小見

野地区で同じことを求めるべきはない。それぞれの状況を考えて進めるべき。 

・年齢階層別人口推計を見ると、老年人口にフォーカスした活用方法の検討も必要。 

・計画目標の総床面積３０％削減は、人口減少を考えるとその通りだと思う。この視

点で考えると、廃校舎を壊すことも考えないといけない。 

  

 

 学校跡地で取り組むべき町の課題（優先順） 

①観光振興の推進、情報発信力の強化 

②地域コミュニティの形成 

③防犯、防災対策の推進 

④少子高齢化対策の推進（人口減少、年齢階級別人口バランス） 

⑤子育て支援の充実 

 

 

 

 

２－３ 取り組むべき課題を踏まえた学校跡地の活用方法 

 

第３回では、前回までに取り組んだ課題設定や都市計画法等の理解を踏まえ、旧出

丸小学校、旧小見野小学校それぞれの利活用方法を検討しました。また、全３回の検

討内容から、学校跡地・施設の利活用に係る検討結果をまとめました。 
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○旧出丸小学校 

 

活用の考え方 ・テレビ等の撮影で使われていることから、田舎のイメージが好まれ

ていると考える。このことから、地域の方も利用しつつ、町外からの

来訪者向けとなる活用方法を考えたい。特に、アニメの聖地になるよ

うな働きかけをしたい。 

・校舎、グラウンド、体育館、プールをまとめて「川島ファーム」と

してＰＲする。プールは足湯として活用する。 

 

校舎 

 

・農家カフェ、直売所、有料の撮影場所やイベント会場として活用す

る。農家カフェや直売所は、町外からの来訪者にお金を落としてもら

う場所とするのと同時に、高齢者や障害者を雇用する場とする。また、

サイクリストが立ち寄る場所としても活用する。川島町のことがわか

る展示室のような場所も作りたい 

・図書室はそのまま利用し、Wi-Fi環境を整備して、学習や研修スペー

スとする。都心企業のサテライトオフィスとしても活用したい。 

・周辺環境に、町外からの来訪者に好まれる可能性があるものが多い。

このため、民間企業に活用してもらい、多くの方が訪れるレジャー施

設のような活用をしたい。 

・校舎の壁をボルダリングができるようにする。東京オリンピックの

正式種目となることから、東京の近くで本格的なボルダリングができ

る場所としてＰＲする。 

 

体育館 

 

・今のまま地域の方々が利用する場所とする。世代を超えた地域住民

向けのイベントを開催し、コミュニティの形成につなげる。 

・マルシェとして活用する。 

グラウンド 

 

・牧場と農場を作る。川島町の農業、畜産業を一か所で表現する。 

・今のまま地域の方々が利用しつつ、ＢＢＱができるようにする。 

 

プール ・維持管理に費用を要する一方、利用方法が限定されるので利活用し

ない。 
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○旧小見野小学校 

 

活用の考え方 ・町外の方へアピールする資源が乏しいことから、町主導で進める活

用方法を考える。 

・地域の方々、川島町民向けの活用方法を考える。 

・地域の方々や川島町の人が集まる施設とし、「川島サロン」としてＰ

Ｒする。 

校舎 

 

・障害者を雇用するカフェとして活用する。また、研修施設としても

活用する。 

・貸し会議室、都心企業のサテライトオフィスとして活用する。 

・図書室はそのまま利用し、Wi-Fi環境を整備して、学習や研修スペー

スとする。都心企業のサテライトオフィスとしても活用したい。 

 

体育館 

 

・地域の方々が利用する場所とする。世代を超えた地域住民向けのイ

ベントを開催し、コミュニティの形成につなげる。 

・ジムやダンス教室など利用者が楽しめるスポーツ施設として活用す

る。 

グラウンド 

 

・今のまま地域の方々が利用する場とする。 

プール ・維持管理に費用を要する一方、利用方法が限定されるので利活用し

ない。 

 

 

●その他のアイディア 

・農産物直売所にする。 

・給食カフェや農家カフェにする。 

・視聴覚室を使ったシアターカフェ 

・何か一つ大きなものより、教室が分かれていることを利点として、複合施設とする。 

・スポーツジム、スポーツクラブとして世代関係なく集まれる場所とする。 

・自然体験活動ができる場所やビオトープ観察拠点とする。 

・子どもの遊び場として活用し、ママ友同士で集まることができる場とする。 

・ドラマロケ地としてアピールするフィルムコミッションに取り組む。 

・イベント開催施設として貸し出す。都内でのイベント開催は制約が多い。 

・何かに特化した学校にする。とにかく英語に強い子が育つとか、計算が早い子が集ま

るとか、ダンスがとんでもなく上手い子どもの集団がいるとか特徴のある学校にする。 
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３ 未来塾による検討結果（結論） 

 

全３回の検討を経て、未来塾としての検討結果を次のとおりまとめます。 

 

○公共施設等総合管理計画を踏まえ、校舎や体育館の解体も視野に入れて検討を進めた

が、地域文化の象徴であった学校を取り壊すことは現実的ではないため、新たな利活用

方法を検討したい。 

 

○関連法令等による制限はあるが、学校跡地の利活用は川島町を盛り上げるチャンスと

捉え、時間をかけてでも制限を緩和していくべきである。 

 

○行政主導の活用箇所と民間主導の活用箇所を明確にして進めたい。町民が内容を理解 

できない施設だと、町外からの来訪者を集める施設としてはアピール力が弱いものとな 

る。町民が理解しやすい利活用方法を検討するべきである。 

 

○町民向けなのか、町外の方向けなのか。どこのエリアからどの世代の来訪者をどれく 

らい集めるのか。どれくらいの利用率を想定しているか、といったターゲット設定をし 

て利活用を進めるべきである。 

 

○跡地利活用の初期段階は、地域の方が集まる場として教室を開放するなどできること 

から始め、徐々に町外の方を呼べるよう整備していくべきである。町の財政面も考慮し 

て、少しずつ整備を進め、廃校となった学校が段々と元気になり、地域の住民や川島町 

民が活発になっていくというストーリーを描いて跡地の利活用を進めていきたい。 

 

 

以上、学校跡地・施設の利活用に係る検討結果を報告します。 

 

かわじま☆未来塾 塾長 飯島 和夫  
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４ かわじま☆未来塾 塾生名簿 

 

NO. 氏名  備考 

1 増村 順子 ﾏｽﾑﾗ  ｼﾞｭﾝｺ   

2 道祖土 直人 ｻｲﾄﾞ  ﾅｵﾄ   

3 國本 奈晃 ｸﾆﾓﾄ  ﾅｱｷ   

4 西村 正樹 ﾆｼﾑﾗ  ﾏｻｷ   

5 橋本 成葉 ﾊｼﾓﾄ  ﾅﾙﾊ   

6 笛木 正司 ﾌｴｷ  ﾏｻﾂｸﾞ   

7 島田 祐輔 ｼﾏﾀﾞ  ﾕｳｽｹ   

8 髙橋 佑果 ﾀｶﾊｼ  ﾕｶ   

9 小島 大知 ｵｼﾞﾏ  ﾀﾞｲﾁ   

10 田中 雄輝 ﾀﾅｶ  ﾕｳｷ   

11 田中 幸一 ﾀﾅｶ  ｺｳｲﾁ   

12 齊藤 陽菜 ｻｲﾄｳ  ﾋﾅ   

13 笛木 由美 ﾌｴｷ  ﾕﾐ   

14 鈴木 恵美 ｽｽﾞｷ  ｴﾐ   

15 山中 柚葉 ﾔﾏﾅｶ  ﾕｽﾞﾊ   

16 関口 龍成 ｾｷｸﾞﾁ  ﾘｭｳｾｲ   

17 尾崎 美緒 ｵｻﾞｷ  ﾐｵ   

18 大野 里起 ｵｵﾉ  ﾘｷ   

19 細野 涼香 ﾎｿﾉ  ｽｽﾞｶ   

20 布施 直樹 ﾌｾ  ﾅｵｷ   

21 岩城 稜 ｲﾜｷ  ﾘｮｳ   

    

     飯島 和夫 塾長 川島町長 

     志村  宏 副塾長 川島町副町長 

 


