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Ⅰ．学校跡地の利活用事例 

１）山村都市交流センターささま（静岡県島田市） 

施設名 山村都市交流センターささま （静岡県島田市） 

旧学校名 笹間小学校 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：島田市ホームページ 

開校年度 不明 

閉校・転用 
2006年（平成 18年）閉校 

2009年（平成 21年）転用 

面積 
敷地面積：9,390.20㎡ 

延床面積：1,109.09㎡ 

所在地 
静岡県島田市川根町 

(川根温泉笹間渡駅より車で 19 分) 

市の人口 

 

人口  ：101,459（人） 

（平成 25年 11 月 30日現在） 

廃校理由 2007年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

笹間地区の豊かな自然を生かしてさまざまな生活体験学習やスポーツ・文

化などの活動の場として活用されている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   鉄筋コンクリート造 2階建一部平屋建て 

・定員   80 名  

・施設内容 宿泊室：洋室（定員 8 名）7室，和室（定員 6名）2 室 

   男女浴室，食堂，調理室（自炊用），研修室，会議室，和室（大） 

体育館，音楽室，多目的広場（夜間照明施設あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

計画時の年間入込客数は，平成 16～18 年度で 642 人であったが，今回事

業実施による計画期間内（平成 20～22 年度）の入込客数は 6,082 人と目標

の 4,500 人を上回り，計画目標を達成した。 

出典：島田市ホームページ 
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２）朝日里山学校（茨城県石岡市） 

施設名 朝日里山学校 （茨城県石岡市） 

旧学校名 朝日小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：石岡市ホームページ 

開校年度 昭和 30年 

閉校・転用 
2004年（平成 16年）閉校 

2008年（平成 20年）転用 

面積 
敷地面積：公表なし 

延床面積：1,075㎡ 

所在地 
茨城県 石岡市 柴内 630番地 

(石岡駅より車で 20分) 

市の人口 

 

人口  ： 79,167（人） 

（平成 24年 4月 1 日現在） 

廃校理由 2004年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

地元の農産物や自然，山林，歴史などの地域資源を活かした数々の体験プロ

グラムを用意。「田舎体験」を通して「食と農」の大切さ，自然環境の教育の場，

心のやすらぎの場として活用されている。 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   木造平屋建  

・施設内容 調理室，カマヤ，食堂，更衣室，シャワー室，事務室，休憩室 

体験教室 3室，多目的ホール 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

朝日里山学校を利用し，各種体験学習を行っているが，ＰＲ不足のため 来校

者数が少ない状況となっている。 

出典：石岡市ホームページ，朝日里山学校（石岡市観光協会）ホームページ 

 

調理室 かまど 石釜 

食堂 体験教室 多目的ホール 

更衣室 シャワー室 
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３）星槎名古屋中学校（愛知県名古屋市） 

施設名 星槎名古屋中学校 （愛知県名古屋市） 

旧学校名 名古屋市立六反小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：名古屋市ホームページ 

開校年度 昭和 39年 

閉校・転用 
2010年（平成 22年）閉校 

2012年（平成 24年）転用 

面積 

敷地面積：9,117㎡ 

延床面積：2,389㎡（校舎） 

     595㎡（体育館） 

所在地 
愛知県名古屋市中村区名駅南 4-6-38 

(名古屋駅より徒歩で 20分) 

市の人口 
人口  ： 2,272,332（人） 

（平成 25年 11 月 1日現在） 

廃校理由 2010年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

旧名古屋市立六反小学校の校地及び校舎を活用し，不登校の児童生徒又は

不登校を経験した児童生徒（以下「不登校児童生徒」という。）に対する教

育活動に関する実績や専門的な技術の蓄積等を有する学校法人により開

設・運営される，不登校問題を抱える子どもが通い，学ぶことができる私立

中学校を運営。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   校舎：鉄筋コンクリート造 3 階建 

      体育館：鉄骨鉄筋造 1 階建 

・施設内容 普通教室 6 室，特別教室（理科室，図書室，音楽室，図画工作

室，家庭科室，特別活動室），コンピュータ室，管理諸室（職

員室，応接室，保健室，相談室，更衣室，教材室他），多目的

室，体育館，プール 

    

≪利用状況≫ 

開校初年度の入学者等数は，113 名（1 年生：35 名，2 年生：60 名，3 年

生：18名）であり，所期の目標 150 名は達成できなかったが，設置許可の遅

延を考慮すると善戦した。 

出典：名古屋市ホームページ，星槎名古屋中学校ホームページ 
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４）こども発達支援センター（東京都練馬区） 

施設名 こども発達支援センター（東京都練馬区） 

旧学校名 光が丘第五小学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：練馬区ホームページ 

開校年度 昭和 61年 

閉校・転用 
2010年（平成 22年）閉校 

2013年（平成 25年）転用 

面積 
敷地面積：12,001㎡ 

延床面積：3,370㎡（校舎） 

所在地 
東京都練馬区光が丘 3-1-1 

(光が丘駅より徒歩で 10分) 

市の人口 

 

人口  ：711,407（人） 

（平成 25年 12 月 1日現在） 

廃校理由 2010年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

平成 23年に閉校した光が丘第五小学校の一部を改修し，「こども発達支援セン

ター」「文化交流ひろば」として平成 25年 4 月に開設された。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

【こども発達支援センター】 

中村橋福祉ケアセンターで実施していた発達に心配のある児童の相談や通所

訓練を拡充するため，旧光が丘第五小学校を改修し，こども発達支援センターを

開設した。 

・事業内容  

・相談事業（予約制） 

発達に心配のある児童の発達相談，医療相談を行う。 

・通所訓練事業 

発達相談や医療相談の結果，支援が必要と判断された児童を対象に通

所訓練を行う。 

・家族支援事業，地域支援事業 

通所訓練児童のご家族対象の講習会や，区民を対象とした発達障害等

に関する理解を深める取り組みを行う。また，障害のある児童のご家族

で構成された団体等に活動の場（多目的室，運動場等）を提供する。 

・関係機関との連携 

発達支援に関わる福祉・保健・教育・保育等の関係機関の連携会議を

開催し，発達に心配のある児童への切れ目のない支援を提供する。 

【文化交流ひろば】 

青少年をはじめとする区民の文化芸術活動や，多様な文化を尊重した区民の地

域活動などに利用できる施設 

・施設内容 音楽練習室，演劇練習室，交流室，実習室 

出典：練馬区ホームページ，(仮称)練馬区こども発達支援センター整備基本計画 

学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画 
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５）四万十楽舎 （高知県四万十市） 

施設名 四万十楽舎 

旧学校名 中半小学校  

 

 

 

 

 

 

 

出典：四万十楽舎ホームページ 

開校年度 不明 

閉校・転用 
1988年（昭和 63年）閉校 

1999年（平成 11年）転用 

面積 
敷地面積：公表なし 

延床面積：746㎡ 

所在地 
高知県幡多郡西土佐村中半 408-1 

(JR予土線江川崎駅より車で 20 分) 

市の人口 

 

人口  ： 35,420（人） 

（平成 26年 11 月 1日現在） 

廃校理由 過疎化に伴う児童数の減少 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

旧校舎を活用した自然体験型宿泊施設。四万十川流域のフィールドを活用し

た様々な自然体験活動による環境教育，地域交流・活性化の活動の場として活

用されている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   鉄筋コンクリート造  

・施設内容 部屋数：全 9部屋（和室 2部屋，洋室 7部屋） 

図書室，音楽室，談話室，お風呂，食堂，トイレ，洗面所， 

冷蔵庫 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

 

出典：四万十楽舎ホームページ  

教室部屋（全 6 部屋） 保健室（1 部屋） 放送室（1 部屋） 校長室（1 部屋） 
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６）絵本と木の実の美術館（新潟県十日町市） 

施設名 絵本と木の実の美術館 

旧学校名 真田小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：絵本と木の実の美術館ホームページ 

開校年度 明治 7年 

閉校・転用 
2005年（平成 17年）閉校 

2009年（平成 20年）転用 

面積 
敷地面積：公表なし 

延床面積：1233.62 ㎡ 

所在地 

新潟県十日町市真田甲 2310-1 

(JR飯山線，北越急行ほくほく線 

「十日町駅」から車で 15分) 

市の人口 

 

人口  ： 57,310（人） 

（平成 26年 10 月末現在） 

廃校理由 2005年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

校舎全体を改修し，絵本作家の田島征三さんが閉校まで残った３人の生徒を

主人公に学校全体を絵本空間に仕立てた，絵本美術館として活用されている。

校長室と職員室だった空間を利用したカフェで地元食材を使った料理を提供し

ている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   木造２階建て 一部地階鉄筋コンクリート造 

・施設内容 １階 カフェ，企画展示室，体育館，ワークショップルーム， 

グッズコーナー，図書室，トイレなど 

２階 展示スペース 

 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

 

出典：十日町市ホームページ，絵本と木の実の美術館ホームページ 

  

体育館 カフェ「Hachi Cafe」 
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７）黒松内ぶなの森自然学校（北海道黒松内町） 

施設名 黒松内ぶなの森自然学校 

旧学校名 作開小学校 

 

 

 

 

 

 

 

出典：黒松内ぶなの森自然学校ホームページ 

開校年度 明治 22年 

閉校・転用 
1998年（平成 10年）閉校 

1999年（平成 11年）転用 

面積 
敷地面積：公表なし 

延床面積：962㎡ 

所在地 
北海道寿都郡黒松内町南作開 76 

（JR黒松内駅から車で 20分） 

市の人口 

 

人口  3,096(人) 

（平成 26年 10 月末現在） 

廃校理由 不明 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

旧校舎を改装利用し，自然体験型宿泊施設として利用されている。天然記念

物である北限のブナ林をはじめ周辺の自然環境を活かしたエコツアーや宿泊体

験，長期自然体験や山村留学者等の受け入れを行っている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   木骨モルタル造平屋建て 

・施設内容 旧教室（宿泊スペース），図書室，体育館，グラウンド，周辺施設

（畑，鶏小屋，野外キャンプ場，ビオトープ，石がま，焚き火場） 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

 

出典：黒松内ぶなの森自然学校ホームページ，北海道教育委員会 
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８）山里の美術館・共星の里（福岡県朝倉市） 

施設名 山里の美術館・共星の里 

旧学校名 黒川小学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：廃校利用山里の美術館 

「共星の里」Facebook 

開校年度 明治 7年 

閉校・転用 
1995年（平成 7 年）閉校 

2000年（平成 12年）転用 

面積 公表なし 

所在地 

福岡県朝倉市黒川 1546-1 

（大分自動車道朝倉 ICから車で 25分 

甘木 ICから車で 30分） 

市の人口 

 

人口  56,189(人) 

（平成 26年 10 月末現在） 

廃校理由 過疎化に伴う児童数減少の為 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

旧校舎を体感型アート施設として利用している。校舎内では国内外の現代ア

ート作品や世界の子供が描いた絵画，エジソンなどの蓄音機の展示，ワークシ

ョップ等が行われる。また併設する木造の旧講堂は作品の購入が出来るギャラ

リーやレストランとして利用されている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・施設内容 黒川 INN美術館（作品展示），メモリアルサウンドルーム（蓄音機

展示），世界子供美術館，ギャラリー，レストラン 

≪利用状況≫ 

 

 

 

出典：廃校利用山里の美術館「共星の里」Facebook 



9 

９）台東デザイナーズビレッジ（東京都台東区） 

施設名 台東デザイナーズビレッジ 

旧学校名 小島小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：台東デザイナーズビレッジ 

ホームページ 

開校年度 明治 41年 

閉校・転用 
2003年（平成 15年）閉校 

2004年（平成 16年）転用 

面積 
敷地面積：3,144㎡ 

延床面積：2,356㎡ 

所在地 

東京都台東区小島２-９-１０ 

（都営地下鉄大江戸線新御徒町駅， 

つくばエクスプレス線新御徒町駅 

より徒歩で 1分） 

市の人口 

 

人口  189,911 (人) 

（平成 26年 11 月 1日現在） 

廃校理由 2003年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

台東デザイナーズビレッジは，ファッション関連ビジネス分野での起業を目

指すデザイナーを支援する施設として活用されている。ハード(施設)，ソフト

（支援・指導），ネットワークの活用により，起業のリスクを低減させ，企

業としての成長を支援することを目指している。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   鉄筋コンクリート構造３階建て 

・施設内容  

(1) 賃貸事務所（オフィス) 19 室（約 20～40 ㎡） 

(2) 共用施設：制作室，ショールーム，商談室，図書室，コピー室， 

交流サロン（ラウンジ)，会議室等，トイレ，給湯室 

(3) 一部，大学や地区コミュニティが使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

現在審査に受かった 19組のデザイナーやクリエイターが入居している。 

図書室 制作室 会議室 1.2 

商談室 ショールーム 1 ショールーム 2 
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出典：台東区ホームページ，台東デザイナーズビレッジホームページ 

10）市民活動プラザ六中 （北海道帯広市） 

施設名 市民活動プラザ六中 

旧学校名 帯広第六中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市民活動プラザ六中ホームページ 

開校年度 昭和 36年 

閉校・転用 
2011年（平成 23年）閉校 

2012年（平成 24年）転用 

面積 
敷地面積：公表なし 

延床面積：4,667.14㎡ 

所在地 
北海道帯広市東 11 条南 9丁目 1番地 

（ＪＲ帯広駅より車で約 10 分） 

市の人口 

 

人口  168,830 (人) 

（平成 26年 10 月末日現在） 

廃校理由 2011年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

旧帯広第六中学校跡を利用した複合型福祉施設で，障がい者が働く場・憩

う場としての機能と，地域住民が支え合いのコミュニティをつくっていく文

化・活動拠点として活用されている。複数の民間 NPO法人らがコンソーシア

ムを形成して管理運営を行っている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   鉄筋コンクリート造一部３階建 

・施設内容 喫茶コーナー，交流スペース，木工作業所，eco コーナー，ふれあ

い食堂，ミーティングルーム，会議室 など 

・事業内容  

障がい者就労支援サービス事業，障がい者余暇支援事業，地域の支え

合い体制づくり拠点，環境モデル地域事業拠点など 

 

 

≪利用状況≫ 

現在，障がい者福祉の活動団体をはじめ，文化，エコ活動など幅広い活動

を行う 15の団体・グループ等が入居している。平成 25年 3月時点で一般来

場者数は２万人(累計)超。 

出典：帯広市ホームページ，市民活動プラザ六中ホームページ 
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11）あーとびる麦生（岩手県久慈市） 

施設名 あーとびる麦生 

旧学校名 麦生小中学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：あーとびる麦生ホームページ 

開校年度 明治 10年 

閉校・転用 
2009年（平成 21年）閉校 

2010年（平成 22年）転用 

面積 公表なし 

所在地 

岩手県久慈市侍浜町麦生 3-36-1 

（JR八戸線・三陸鉄道北リアス線より 

車で 15分） 

市の人口 

 

人口  37,106(人) 

（平成 26年 10 月末日現在） 

廃校理由 2009年に分割統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

美術品や工芸品などの展示・創作活動の場所，地域づくりの拠点として活用

されている。地域の人たちとそこに集まる人たちの芸術活動を核とする諸活動

を援助することにより，芸術の振興，むらづくりの推進，子どもの健全育成に

寄与することを目的とする。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   鉄筋コンクリート構造３階建て 

・施設内容 展示室（4 室），廊下全体，体育館，集会室 2 部屋，図書室，創作

室（3室），作品収蔵室，地区住民サロン，思い出の部屋（閉校記

念作品），救護室 

宿泊棟：ゲストハウス・麦生（元校長住宅） 

和室 6畳，8畳，台所，風呂，洗面所，洗濯場，トイレ，

調理用具，器具，冷蔵庫，電子レンジ，食器 

 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫ 

 

 

 

出典：久慈市ホームページ，あーとびる麦生ホームページ 

宿泊施設の様子 
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12）秋津野ガルテン（和歌山県田辺市） 

施設名 秋津野ガルテン 

旧学校名 上秋津小学校  

 

 

 

 

 

 

 

出典：秋津野ガルテンホームページ 

開校年度 昭和 28年 

閉校・転用 
2006年（平成 18年）閉校 

2008年（平成 20年）転用 

面積 公表なし 

所在地 
和歌山県田辺市上秋津 4558-8 

(JR紀勢線紀伊田辺駅から車で 15分) 

市の人口 

 

人口  ：78,768（人） 

（平成 26年 10 月末現在） 

廃校理由 新校舎が建設され 2006年 4 月に移転 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

旧校舎をシンボルとした都市と農村地域の交流を楽しむための体験型グリーン

ツーリズム施設として利用されている。木造二階建ての北校舎は耐震補強をし，

体験室や研修室として活用。宿舎やレストランは新しい棟を建設。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   木造二階建て(北校舎) 

・施設内容 農家レストラン『みかん畑』，スイーツとお菓子体験工房 『バレン

シア畑』，『農』のある宿舎秋津野ガルテン，旧木造校舎を活かした

フロント，暮らしの体験室，都会と田舎の交流室，秋津野みかん教

室『からたち』 

 

 

 

 

 

 

≪利用状況≫  

 

 

 

出典：田辺市ホームページ，秋津野ガルテンホームページ 

 

農家レストラン 宿舎 暮らしの体験室 都会と田舎の交流室 
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13）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ﾊﾟｽ）（山口県山口市） 

施設名 
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） 

旧学校名 引谷小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：山口県立大学ホームページ 

開校年度 昭和 31年 

閉校・転用 
2003年（平成 15年）閉校 

2010年（平成 17年）転用 

面積 建築面積 

教室棟    470 ㎡ 

体育館    509 ㎡ 

グラウンド 2,933 ㎡ 

所在地 
山口市徳地引谷 1199番地 

（JR山口線仁保駅より車で 20 分） 

市の人口 

 

人口  194,921 (人) 

（平成 26年 11 月 1日現在） 

廃校理由 2003年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

山口県立大学のサテライトキャンパスとして活用されている。教員の研究，

学生の学習，地域活動等の活動拠点としている。また徳地地域をフィールドと

した研究創作活動に対し支援を実施し，地域と大学や若者との人的・知的交流

を図り，もって地域の活性化や自立を図ることを目的としている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   校舎：鉄筋コンクリート造 平屋建 

屋内運動場：鉄骨造 2階建 

・施設内容 多目的室（和室），学生工房，生涯学習室，事務室，サテライト研

究室，研修室，調理室 

 

≪今後の取り組み≫ 

地域と大学の幅広い交流の拠点として，学生サークルやゼミの活動による活

用，農産物のブランド化など地域の抱える行政課題に対応した研究やキャリア

アップ講座開催をはじめとして地域の人の生涯学習の推進を図る。 

出典：山口市ホームページ，山口県立大学ホームページ 
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14）ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園（東京都国分寺市） 

出典：国土交通省国，公有地等のまちづくり活用事例，株式会社大京ホームページ 

施設名 ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園 

旧施設名 国分寺市第四小学校  

 

 

 

 

 

 

「ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園」完成予想図 

株式会社大京ホームページ 

 

設立年度 昭和 27 年 

閉鎖・転用 2004 年（平成 16 年）閉校 

2011 年（平成 23 年）転用 

面積 敷地面積 約 10,300 ㎡ 

所在地 東京都国分寺市西元町２丁目 

（中央本線西国分寺駅から 徒歩 9 分） 

市の人口 人口  ： 119,399 人 

     （平成 26 年 10 月現在） 

廃校理由 小学校移転のため 

施設の概要 ≪概要≫ 

 保健・医療・福祉・保育・住宅等の複合施設 

 

≪施設内容等≫ 

 

①：東山道武蔵路（とうさんどうむさしみち），②：地域交流スペース 

③：クリニック棟，④：エントランス棟，⑤：レジデンス棟（4 つの住居棟） 

⑥：介護老人保健施設 

A：観測井戸の設置，B：地区道の配置，C：植栽計画と屋上緑化 

 

≪現在の状況≫ 

総戸数：121 戸（住戸），他にクリニック１戸，歯科１戸，調剤薬局１戸，店

舗 1 戸，介護支援相談所 1 戸が入っている。 
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15）旭川市東鷹栖農村活性化センター野土花（北海道旭川市） 

施設名 旭川市東鷹栖農村活性化センター野土花 

旧学校名 近文第四小学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：旭川市ホームページ 

 

開校年度 不明 

閉校・転用 
1997年（平成 9 年）閉校 

2003年（平成 15年）転用 

面積 
敷地面積：11,068㎡ 

延床面積： 1,346㎡ 

所在地 
旭川市東鷹栖 10線 16 号 

（JR函館本線旭川駅より車で約 50分） 

市の人口 

 

人口  347,427 (人) 

（平成 26年 11 月 1日現在） 

廃校理由 1997年に統合 

施設の概要 ≪活用内容≫ 

農業経営や農家生活の改善を図るとともに都市と農村の交流を推進する

ことを目的とした多目的施設として利用されている。サークル活動や会議研

修などでの利用のほか，農産加工の体験ができる。ＪＡたいせつが委託管理

を行っている。 

 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造   鉄筋コンクリート造（一部木造及び鉄骨造）平屋建 

・施設内容 ホール，研修室（和室・洋室），農産加工室，食品加工室 

・主な農産加工品 トマトジュース，アイスクリーム，麹・味噌，豆腐， 

もち 

 

≪利用状況≫ 

平成 25年度の総利用者件数は 16,537 人。昨年度より 2,720 人増加。 

 

出典：旭川市ホームページ 
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Ⅱ．その他の公共施設跡地の利活用事例 

16）立川まんがぱーく(東京都立川市) 

施設名 立川まんがぱーく（子ども未来センタ－） 

旧施設名 立川市庁舎  

 

 

 

 

 

 

出典：立川まんがぱーくホームページ 

設立年度 昭和 33 年 

閉鎖・転用 2010 年（平成 22 年）閉鎖 

2013 年（平成 25 年）転用 

面積 敷地面積 9,222.28 ㎡ 

延床面積 4,319.86 ㎡ 

所在地 立川市錦町 3-2-26  

子ども未来センター2 階 

（JR 立川駅南口から徒歩 13 分） 

市の人口 人口  ： 179,140（人） 

   （平成 26 年 10 月現在） 

転用理由 新庁舎新設のため 

施設の概要 ≪活動内容≫ 

「立川まんがぱーく」は改修した旧市庁舎の活用と，南口エリアの活気を

呼び戻すことを目的とした「立川市旧庁舎施設等活用事業」のコンペで選ば

れた事業であり，市などからの補助を受けない自主事業として運営される。 

まんがの文化的価値を多くの人に楽しむことを目的としており，掲載誌や

出版社といった垣根を越えて，歴史に残る名作から，バラエティ作品，勉強

に役立つ学習まんがまで，幅広いまんが作品を集め，ジャンルごとの棚に収

蔵している。 

≪構造・施設内容等≫ 

・構造    鉄骨鉄筋コンクリート造（テラス：鉄骨造） 

        地下１階 地上２階 

・施設内容  ２階：立川まんがぱーく，協働事務室，会議室（2 室） 

       １階：子ども家庭支援センター，特別支援教育課，子育てひ 

          ろば，グループ活動室，時預かり室，錦連絡所，会議室 

         （２室） 

       地下：スタジオ，ギャラリー，アトリエ（3 室），多目的室 

≪利用状況≫ 

計画当初の目標入場数としては，年間 20 万人，日に換算すると約 550 人

であったが，平日が約 100 人，土曜・日曜・祝祭日などの休日で 200 人から

300 人（平成 25 年６月現在）の利用状況となっている。 

出典：立川まんがぱーくホームページ，子ども未来センターホームページ 
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17）青山一丁目スクエア（東京都港区） 

出典：国土交通省国，南青山一丁目団地建替えプロジェクト  

施設名 青山一丁目スクエア（パークアクシス青山一丁目タワー） 

旧施設名 南青山 1 丁目団地  

 

 

 

 

 

 

 

 

パークアクシス青山一丁目タワー 

南青山一丁目団地建替プロジェクトホームページ 

設立年度 昭和 29 年頃 

認定・転用 2002 年（平成 15 年）認定 

[民間都市再生事業計画の認定] 

2007 年（平成 19 年）転用 

面積 敷地面積 約 6,784 ㎡ 

所在地 東京都港区南青山１丁目３番 

（東京メトロ銀座線青山一丁目駅徒歩 1 分） 

市の人口 人口  ： 239,389 人 

     （平成 26 年 10 月現在） 

転用理由 老朽化のため 

施設の概要 ≪事業手法≫ 

1. 東京都から事業者は７０年間（事業運営期間）の定期借地で敷地を借り受ける。 

2. 事業者が複合施設全体を建設。 

3. 複合施設完成後，東京都は都営住宅を，港区は保育園・図書館を，グループホ

ーム運営主体はグループホームを，買い取り，運営する。 

4. 民間施設（賃貸集合住宅，商業・業務施設等，都市活動支援施設，駐車場等）

は事業者が賃貸事業用として運営する。 

 

≪概要≫ 

区立図書館，大学院，区立保育園，高齢者グループホーム，店舗，賃貸住宅など

民間と公共の複合施設。 

≪施設内容等≫ 

 

都営住宅 150 戸 

民間賃貸住宅 390 戸 

港区立保育園 約 1,100m2 

港区立図書館 約 1,400m2   

グループホーム 約 500m2 

国際医療福祉大学大学院 

約 1,400m2 

商業・業務施設 約 2,200m2 
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18）ケアフルビレッジ伏見しみずの郷（京都市伏見区） 

出典：医学フォーラム，京都伏見しみず病院ホームページ，京都政経調査会 

  

施設名 ケアフルビレッジ伏見しみずの郷 

旧施設名 京都市消防学校  

 

京都伏見しみず病院グループホームページ 

設立年度 昭和 25 年 

閉鎖・転用 2009 年（平成 21 年）閉鎖 

2015 年（平成 26 年）転用予定 

面積 敷地面積  14,774 ㎡ 

建築面積  9,455 ㎡ 

所在地 京都市伏見区深草越後屋敷町 17 番外

3 筆 

（近鉄京都線伏見駅から徒歩 5 分） 

市の人口 人口  ： 1,469,253（人） 

（平成 26 年 10 月現在） 

転用理由 老朽化と施設充実のため 

施設の概要 ≪施設内容等≫ 

①  復期リハビリテーション病院 

 新病院は，15 年度内の開院を目指す。建築面積は，2357 ㎡，5 階建

て，延べ 9455 ㎡。リハビリは，64 床で，老健入所者数は 100 人（通所

は別途 30 人）を想定。 

② 介護老人保健施設，特別養護老人ホーム 

 老健施設建築面積は，1,527 ㎡で，4 階建て延べ 5732 ㎡。入所予定は

110 床（ショートステイ 10 床は別途）。 

③ 医療モール・多目的ホールなど 

 建築面積 883 ㎡，2 階建て延べ 1,362 ㎡の規模で，医療モールには歯

科や眼科や会議室，研修室などが設置される。 

 

≪現在の状況≫ 

 13 年度内に設計作業を終え①と②は 14 年度に着工。施工は関電エネルギ

ーソリューションが担当する。工期は約 12 カ月。15 年度内に開院する予定。

③については未定。設計は内藤建築事務所。 
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19）都税事務所駐車場（東京都） 

出典：東京都主計局，パーク２４株式会社 

 

施設名 都税事務所駐車場 

旧施設名 都税事務所来庁舎駐車場  

 

 

 

 

 

 

 

新宿都税事務所 

東京都主計局ホームページ 

 

設立年度 不明 

転用開始日 2007 年 6 月（平成 19 年） 

コインパーキ

ング化する都

税事務所 

・荒川都税事務所 

（荒川区荒川 1-50-14 ５台） 

・中野都税事務所 

（中野区中野 4-6-15６台） 

・新宿都税事務所 

（新宿区西新宿 7-5-8１１台） 

借受事業者 パーク 24 株式会社 

転用目的 効率的な財産の利活用 

施設の概要 ≪コインパーキング導入の効果≫ 

(1) 開庁時間外（夜間・土日祝）は一般駐車場として利用。 

(2) 開庁時間は来庁者の利用を優先。無料駐車券を発行し，来庁者の利便性

を確保する。 

(3) 地域の違法駐車対策に寄与する。 

 

≪施設内容等≫ 

 

 

 

 

 

    中野都税事務所       荒川都税事務所 

 

≪中野都税事務所 利用案内≫ 

・24 時間利用可能，クレジットカード利用可能 

・利用料金 月～金：8:00-18:00 30 分：500 円，18:00-0:00 30 分：200 円，

0:00-8:00 60 分：200 円 

・土，日，祝：8:00-00:00 30 分：200 円，0:00-8:00 60 分：200 円 


