
 

 

参考資料 まちむら交流きこう主催 全国廃校フォーラム＆セミナー開催実績 

 

全国廃校フォーラム 2012(第一回) 

■開催日時 平成 24年 2 月 1日 

■開催場所 アーツ千代田 3331(旧練成中学校/東京都千代田区) 

■参加者数 計 85 名 

■情勢報告 文部科学省 

■事例報告 熊野稔/徳山工業高等専門学校教授 

■事例報告 □黒松内ぶなの森自然学校 (旧作開小学校/北海道黒松内町) 

□四季の学校・谷口 (旧金山小学校谷口分校/山形県金山町) 

□星降る学校 くまの木 (旧熊ノ木小学校/栃木県塩谷町) 

□秋津野ガルテン (旧上秋津小学校/和歌山県田辺市) 

□なみの高原やすらぎ交流館 (旧波野中部小学校/熊本県阿蘇市) 

 
 

2012 全国廃校活用セミナー(九州地区)in 熊本 

■開催日時 平成 24年 6 月 14～15 日 

■開催場所 きくちふるさと水源交流館(旧菊池東中学校/熊本県菊池市) 

■参加者数 計 40 名 

■事例報告 □大野ＥＳＤ自然学校(旧大野小中学校/鹿児島県垂水市) 

□子どもの森 森の学舎 (旧西門川小学校松瀬分校/宮崎県門川町)  

□やかた田舎の学校 (旧屋形小学校/大分県中津市) 

□半泊分校 (旧戸岐小学校半泊分校/長崎県五島市)  

□山里の美術館 共星の里 (旧黒川小学校/福岡県朝倉市) 

□きくちふるさと水源交流館 (旧菊池東中学校/熊本県菊池市) 
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2012 全国廃校活用セミナー(中国地区)in 島根 

■開催日時 平成 24年 7 月 5～6日 

■開催場所 吉賀町柿木村ふれあい会館/島根県吉賀町 

■参加者数 計 80 名 

■基調講演 井上弘司/地域再生診療所所長 

■事例報告 □青海島共和国 (旧青海島小学校/山口県長門市)  

□ほしはら山のがっこう (旧上田小学校/広島県三次市) 

□アーツ＆クラフツビレッジ (旧第二小学校/岡山県美咲町)  

□農家食堂 上代学校 (旧二部小学校福岡分校/鳥取県伯耆町)  

□エコビレッジかきのきむら (旧柿木中学校/島根県吉賀町) 

 
 

2012 全国廃校活用セミナー(四国地区)in 高知 

■開催日時 平成 24年 9 月 5日 

■開催場所 西土佐環境・文化センター四万十楽舎(旧中半小学校/高知県四万十市) 

■参加者数 計 40 名 

■事例報告 □石鎚ふれあいの里 (旧高嶺小学校/愛媛県西条市)  

□かがわ・ものづくり学校 (旧枌所小学校/香川県綾川町)  

□ふれあいの里 さかもと (旧坂本小学校/徳島県勝浦町)  

□農村交流施設 森の巣箱 (旧床鍋小学校/高知県津野町)  

□四万十楽舎 (旧中半小学校/高知県四万十市) 
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2012 全国廃校活用セミナー(近畿地区)in 京都 

■開催日時 平成 24年 10月 11 日 

■開催場所 綾部市里山交流研修センター(旧豊里西小学校/京都府綾部市) 

■参加者数 計 40 名 

■事例報告 □伊吹山文化資料館 (旧春照小学校春照分校/滋賀県米原)  

□旧大森小学校 (旧大森小学校/兵庫県豊岡市)  

□ふるさと元気村 (旧田口小学校/奈良県宇陀市) 

□秋津野ガルテン (旧上秋津野小学校/和歌山県田辺市) 

□綾部市里山交流研修センター (旧豊里西小学校/京都府綾部市) 

 
 

2012 全国廃校活用セミナー(近畿地区)in 和歌山 

■開催日時 平成 24年 11月 10～11日 

■開催場所 秋津野ガルテン(旧上秋津野小学校/和歌山県田辺市) 

■参加者数 計 50 名 

■基調講演 井上弘司(地域再生診療所所長)、向笠千恵子(フードジャーナリスト) 

■事例報告 □秋津野ガルテン (旧上秋津野小学校/和歌山県田辺市) 

□農家レストラン『みかん畑』、お菓子工房『バレンシア畑』 
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全国廃校フォーラム 2013(第二回) 

■開催日時 平成 25年 3 月 6日 

■開催場所 四谷ひろば(旧四谷第四小学校/東京都新宿区) 

■参加者数 計 70 名 

■事例報告 □IID 世田谷ものづくり学校 (旧池尻中学校/東京都世田谷区) 

□にしすがも創造舎 (旧朝日中学校/東京都豊島区) 

□みらい館大明 (旧大明小学校/東京都豊島区) 

□四谷ひろば (旧四谷第四小学校/東京都新宿区) 

□アーツ千代田 3331 (旧練成中学校/東京都千代田区) 

 
 

2013 全国廃校活用セミナー(東海･中部地区)in 岐阜 

■開催日時 平成 25年 5 月 16日 

■開催場所 ラーニングアーバー横蔵(旧横蔵小学校/岐阜県揖斐川町) 

■参加者数 計 60 名 

■事例報告 □岡崎市ホタル学校 (旧鳥川小学校/愛知県岡崎市)  

□野原工房げんき村 (旧七保第一小学校/三重県大紀町)  

□大杉谷自然学校 (旧大杉小学校/三重県大台町)  

□旧木沢小学校 (長野県飯田市)  

□島田市山村都市交流センターささま (旧笹間小学校/静岡県島田市)  

□ラーニングアーバー横蔵 (旧横蔵小学校/岐阜県揖斐川町) 
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2013 全国廃校活用セミナー(北陸地区)in 新潟 

■開催日時 平成 25年 6 月 6日 

■開催場所 宿泊体験交流施設 月影の郷(旧月影小学校/新潟県上越市) 

■参加者数 計 50 名 

■事例報告 □絵本と木の実の美術館 (旧真田小学校/新潟県十日町)  

□能登半島里山里海自然学校 (旧小泊小学校/石川県珠洲市)  

□ふるさと体験村四季の丘 (旧松丘小学校/石川県穴水町)  

□旧小羽小学校 (富山県富山市)  

□ふくい森の子自然学校 (旧上味見小学校/福井県福井市) 

□宿泊体験交流施設 月影の郷 (旧月影小学校/新潟県上越市) 

 
 

2013 全国廃校活用セミナー(関東地区)in 千葉 

■開催日時 平成 25年 7 月 4日 

■開催場所 自然の宿 くすの木(旧上三原小学校/千葉県南房総市) 

■参加者数 計 50 名 

■事例報告 □牧郷ラボ (旧牧郷小学校/神奈川県相模原市)  

□多摩川源流大学 (旧小菅小学校白沢分校/山梨県小菅村)  

□朝日里山学校 (旧朝日小学校/茨城県石岡市)  

□昭和ふるさと村 (旧木幡小学校/栃木県茂木町)  

□星降る学校 くまの木 (旧熊の木小学校/栃木県塩谷町)  

□自然の宿 くすの木 (旧上三原小学校/千葉県南房総市)  
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2013 全国廃校活用セミナー(東北地区)in 宮城 

■開催日時 平成 25年 9 月 5日 

■開催場所 校舎の宿 さんさん館（旧林際小学校/宮城県南三陸町) 

■参加者数 計 45 名 

■事例報告 □王余魚沢倶楽部 (旧王余魚沢小学校/青森県青森市)  

□四季の学校・谷口 (旧金山小谷口分校/山形県金山町)  

□学校の宿 希望の丘 (旧五日市小学校/岩手県八幡平市)  

□白神自然学校一ツ森学校 (旧一ツ森小学校/青森県鰺ヶ沢町)  

□りょうぜん里山がっこう (旧石戸中学校/福島県伊達市)  

□校舎の宿 さんさん館 （旧林際小学校/宮城県南三陸町) 

 
 

2013 全国廃校活用セミナー(北海道地区)in 栗山 

■開催日時 平成 25年 10月 17 日 

■開催場所 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) 

■参加者数 計 50 名 

■事例報告 □飛生アートコミュニティー (旧飛生小学校/北海道白老町)  

□松前町交流の里づくり館 (旧原口小学校/北海道松前町) 

□黒松内ぶなの森自然学校 (旧作開小学校北海道黒松内町)  

□登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山 (鉱山小中学校/北海道登別市) 

□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) 
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2013 全国廃校活用セミナー(沖縄地区)in 国頭 

■開催日時 平成 25年 12月 6日 

■開催場所 楚洲あさひの丘(旧楚洲小中学校/沖縄県国頭村) 

■参加者数 計 55 名 

■事例報告 □きくちふるさと水源交流館 (旧菊池東中学校/熊本県菊池市) 

□秋津野ガルテン (旧上秋津野小学校/和歌山県田辺市)～ 

□あいあい手づくりファーム (旧湧川小中学校/沖縄県今帰仁村)  

□楚洲あさひの丘 (旧楚洲小中学校/沖縄県国頭村) 

 
 

全国廃校フォーラム 2014(第三回) 

■開催日時 平成 26年 3 月 29日 

■開催場所 秋葉原ＵＤＸ ＧＡＬＬＥＲＹ ＮＥＸＴ－１/東京都千代田区 

■参加者数 計 110名 

■基調講演 ◇講師  塩見直紀 (半農半Ｘ研究所代表) 

◇ゲスト   大津愛梨 (ＮＰＯ法人九州バイオマスフォーラム) 

■テーマ別トークセッションⅠ【自然学校＋α編】 

◇パネラー 高木晴光 (黒松内ぶなの森自然学校代表) 

◇パネラー 永井雄人 (ＮＰＯ法人白神自然学校一ツ森学校代表理事) 

◇パネラー 大西かおり (ＮＰＯ法人大杉谷自然学校校長) 

◇パネラー 西本五十六(社団法人西土佐環境・文化センター四万十楽舎専務理事) 

◇司会  小林和彦 (まちむら交流きこう客員研究員) 

■テーマ別トークセッションⅡ【アート＋α編】 

◇パネラー 国松希根太 (飛生アートコミュニティー代表/彫刻家) 

◇パネラー 嶋田力 (牧郷ラボ代表/映像作家) 

◇パネラー 天野季子 (鉢＆田島征三・絵本と木の実の美術館学芸員) 

◇パネラー 尾藤悦子 (共星の里国際芸術研究所ゼネラルマネージャー) 

◇司会  畠山徹 (まちむら交流きこう業務部参事) 

■テーマ別トークセッションⅢ【地域づくり＋α編】 

◇パネラー 阿部進 (ＮＰＯ法人四季の学校・谷口、谷口がっこそば) 

◇パネラー 加納麻紀子 (ＮＰＯ法人塩谷町旧熊の木小学校管理組合事務局長) 

◇パネラー 穏台千鶴 (坂本グリーン・ツーリズム運営委員会) 

◇パネラー 宮原美佐子 (ＮＰＯ法人きらり水源村事務局長) 

◇司会  望月克哉 (なみの高原やすらぎ交流館館長) 

■テーマ別トークセッションⅣ【総括セッション】 

◇パネラー 玉井常貴 (農業法人株式会社秋津野代表取締役副社長) 

◇パネラー 井上弘司 (地域再生診療所所長) 

◇パネラー 甲斐良治 (農文協編集局次長、「季刊地域」元編集長) 

◇パネラー 熊野稔 (徳山工業高等専門学校教授) 

◇パネラー 齋藤章一 (まちむら交流きこう専務理事) 

◇司会  畠山徹 (まちむら交流きこう業務部参事) 
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2014 全国廃校活用セミナー(近畿地区)in 京都 

■開催日時 平成 27年 2 月 14日 

■開催場所 綾部市里山交流研修センター (旧豊里西小学校/京都府綾部市) 

■参加者数 計 64 名 

■基調講演 井上弘司/地域再生診療所所長 

■事例報告 □徳島県三好市における休廃校等活用事業の取り組み 

□京都府綾部市における里山ねっと・あやべの取り組み 

 

 
 

2016 全国廃校活用セミナー(九州地区)in 熊本 

■開催日時 平成 28年 2 月 6日～7 日 

■開催場所 なみの高原やすらぎ交流館 (旧小池野小学校/熊本県阿蘇市) 

■参加者数 計 35 名 

■講演(ゼミ) 徳野貞雄/元熊本大学名誉教授、井上弘司/地域再生診療所所長 

■事例報告 □黒松内ぶなの森自然学校 (旧作開小学校/北海道黒松内町) 

□大野のごっつぉ大集合 (旧大野小学校/熊本県山都町) 

□森の中のレストラン HIRANO (旧平乃分校/佐賀県唐津市) 

□西友枝体験交流センターゆいきらら (旧西友枝小学校/福岡県上毛町)  

□田舎の体験交流館さんがうら (旧一勝地第二小学校/熊本県球磨村) 
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2016 全国廃校活用セミナー(東北地区)in 山形 

■開催日時 平成 26年 10月 26 日～27日 

■開催場所 熱中小学校 (旧時沢小学校/山形県高畠町) 

■参加者数 計 63 名 

■特別講演  重松大輔/熱中小学校校長、株式会社スペースマーケット代表取締役 

■事例報告 □MORIUMIUS (旧桑浜小学校/宮城県石巻市) 

□遠野みらい創りカレッジ (旧土淵中学校/岩手県遠野市)  

□五城目町地域活性化支援センター (旧馬場目小学校/秋田県五城目町)  

□熱中小学校 (旧時沢小学校/山形県高畠町) 

 
 

2017 全国廃校活用セミナー(中国地区)in 島根 

■開催日時 平成 27年 10月 25 日 

■開催場所 島根県中山間地域研究センター (島根県飯南町) 

■参加者数 計 83 名 

■基調講演 有田昭一郎/島根県中山間地域研究センター主任研究員、井上弘司/地域再生診療所代表 

■事例報告 □木田暮らしの学校 (旧木田小学校/島根県浜田市) 

□秋芳八代ぬくもりの里 (旧八代小学校/山口県美祢市)  

□Ｒ３７３やまさと (旧山郷小学校/鳥取県智頭町) 

□ほしはら山のがっこう (旧上田小学校/広島県三次市) 

 


