
企業等の皆様が利活用可能な遊休公共施設を紹介しています。
サテライトオフィス設置、工場開設等、今後の道内での事業展開の際に、
是非ご検討ください。企業の皆様からのご連絡をお待ちしております。

道内市町村で利活用が可能な遊休施設

後志 蘭越町(1) 後志 積丹町(2) 日高 新冠町(1) 日高 様似町(1)

日高 新ひだか町(2) 日高 えりも町(1) 上川 旭川市(5) 上川 比布町(1)

上川 上富良野町(2) 上川 中富良野町(1) 宗谷 稚内市(10) 十勝 士幌町(1)

十勝 上士幌町(1) 釧路 厚岸町(2) 釧路 標茶町(2)

【遊休施設（市町村所有）のある市町村と施設数】
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■概要

所

蘭越町

〈蘭越町商工労働観光課〉
☎ 0136-57-5111
mail：kankou@town.rankoshi.lg.jp

構造 鉄筋コンクリート造１階建

敷地面積 −

延床面積 406.80㎡

建築年 1995年
廃止年 2013年
利用条件等 要相談

蘭越町湯の里680番地15
自動車の場合
札幌市(中心部)から約2時間30分

(約110km)
公共交通機関の場合(JR蘭越駅まで)
JR札幌駅から約3時間20分

土地

要相談
建物

要相談

蘭越町大湯沼自然展示館は、自然体験型施
設として平成7年（1995年）から平成25年
（2013年）まで使用されました。本施設は湯
本温泉郷の雪秩父温泉の傍に所在しており、
同所からの眺望も良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅
広い業種での利活用を募集しています。

【遊休施設（北海道教育庁所有）のある市町村と施設数】

後志 小樽市(1) 渡島 函館市(1) 留萌 留萌市(1) 十勝 浦幌町(1)



■概要

所

積丹町

積丹岬キャンプ場は、昭和63年（1988年）
に完成し、平成18年（2006年）10月まで使用
されていました。

本施設は、当町を代表する景勝地の1つ「島
武意海岸」のすぐそばにあり、海岸までのアク
セスも良好です。地域の活性化、発展に貢献で
きる事業等での活用を募集しております。

土地

賃貸借
建物

要相談

構造 −

敷地面積 5,600.00㎡(緑地広場)
2,601.00㎡(駐車場)

延床面積 −
建築年 1988年
廃止年 2007年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業等であること。

積丹町大字入舸町
自動車の場合
新千歳空港から約2時間30分

(約150km)
札幌市(中心部)から約2時間

(約100km)
※共に高速道路利用

〈積丹町企画課〉
☎ 0135-44-2114
mail：kikaku@town.shakotan.lg.jp

■概要

所

積丹町

〈積丹町企画課〉
☎ 0135-44-2114
mail：kikaku@town.shakotan.lg.jp

構造 校舎：鉄筋コンクリート造
体育館：鉄骨鉄筋コンクリート造

敷地面積 11,076.00㎡

延床面積 校舎：630.17㎡
体育館：509.00㎡

建築年 1984年
廃止年 2010年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業等であること。

積丹町大字入舸町158-2
自動車の場合
新千歳空港から約2時間30分

(約150km)
札幌市(中心部)から約2時間

(約100km)
※共に高速道路利用

土地

賃貸借
建物

要相談

旧入舸小学校は、昭和59年（1984年）に完
成し、平成22年（2010年）3月まで使用されま
した。

本施設は、当町を代表する景勝地の１つ「島
武意海岸」を有する入舸町にあり、施設の立地
も道道沿いに位置しており、交通のアクセスも
良好です。地域の活性化、発展に貢献できる事
業等での活用を募集しております。
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■概要

新冠町

〈新冠町企画課まちづくりグループ企画係〉
☎ 0146-47-2498
mail：teijyu@niikappu.jp

構造 鉄筋コンクリート造2階建
(一部木造)

敷地面積 1,606.09㎡
延床面積 1,524.00㎡
建築年 1978年
廃止年 2008年

利用条件等 地域住民の理解を得ることのできる
事業実施及び経営を行うこと。

新冠町字節婦町24-2
自動車の場合
新千歳空港から約1時間10分

(約80km)
札幌市（中心部）から約1時間50分

(約120km)
※共に高速道路利用
公共交通機関の場合
(高速バス・JR東節婦駅まで)
JR札幌駅から約1時間50分

土地

売却
建物

売却

所

旧節婦小学校は昭和53年（ 1978年）に完成
し、平成20年（2008年）まで使用されました。
本施設は、漁業を中心とした節婦地区にあり、
高規格幹線道路日高自動車を利用して新千歳空
港まで約1時間10分、札幌市までは約1時間50
分となっています。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

■概要

所

様似町
土地

無償貸与
建物

無償貸与

構造 鉄筋コンクリート造平屋建
(車庫：鉄骨造平屋建)

敷地面積 13,017.01㎡
延床面積 2,227.75㎡
建築年 1990年(1999年増築)
廃止年 2017年

利用条件等 人口減少対策に繋がる、地方創生に
資する事業であること。

様似町港町
自動車の場合
新千歳空港から約2時間30分

(約150km)
札幌市(中心部)から約3時間

(約190km)
※共に高速道路利用
帯広市・帯広空港から約2時間30分(約150km)

特別養護老人ホーム「旧ソビラ荘」は平成2
年（1990年）に完成し、平成29年（2017年）3
月の施設移転に伴い、遊休化されました。本施
設はJR北海道バス「様似築港前」停留所より徒
歩4分（350ｍ）の水産加工場等の多い港町地
区にあります。

利活用については、業種は指定せず、幅広い
業種での利活用を募集しています。

〈様似町企画調整課企画係〉
☎ 0146-36-2122
mail：kikakutyouseika@samani.jp
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■概要

所

新ひだか町

〈新ひだか町総務部契約管財課管財グループ〉
☎ 0146-49-0276
mail：kanzai@town.shinhidaka.lg.jp

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄筋コンクリート造平屋建

敷地面積 21,539.00㎡

延床面積 校舎：1,748.00㎡
体育館：585.00㎡

建築年 校舎：1975年
体育館：1976年

廃止年 2012年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業であること。

新ひだか町静内春立349番1
自動車の場合
新千歳空港から約1時間40分

(約100km)
札幌市(中心部)から約2時間20分

(約150km)
※共に高速道路利用

土地

売却
建物

無償譲渡

旧春立小学校は、昭和50年（1975年）に完
成し、平成24年（2012年）３月まで使用され
ました。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

■概要

所

新ひだか町

旧鳧舞小学校は、平成4年（1990年）に完成
し、平成23年3月まで使用されました。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

土地

売却
建物

無償譲渡

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨造平屋建

敷地面積 14,783.00㎡

延床面積 校舎：972.00㎡
体育館：576.00㎡

建築年 校舎：1992年
体育館：1993年

廃止年 2011年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業であること。

新ひだか町三石鳧舞120番
自動車の場合
新千歳空港から約2時間

(約120km)
札幌市(中心部)から約2時間40分

(約160km)
※共に高速道路利用

〈新ひだか町総務部契約管財課管財グループ〉
☎ 0146-49-0276
mail：kanzai@town.shinhidaka.lg.jp
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■概要

所

えりも町

〈えりも町教育委員会社会教育課〉
☎ 01466-2-2526
mail：erimo-syakyou@town.erimo.lg.jp

土地

売却
建物

要相談

旧東洋小学校は、昭和57年（1982年）に完
成し、令和3年3月まで使用されました。

廃校となった施設を有効活用していただくた
め、地域振興に貢献できる事業等での利活用を
募集しています。

構造
校舎：鉄筋コンクリート造2建
体育館：鉄筋平屋建
給食棟：鉄筋コンクリート造平屋建

敷地面積 27,293.00㎡（譲渡の際は町道部分
が減面積となる）

延床面積 校舎：1,380.00㎡
体育館：615.00㎡ 給食棟：165㎡

建築年 校舎：1982年
体育館：1983年 給食棟：1984年

廃止年 2021年

利用条件等 町民の理解を得られ、地域振興に資
する事業であること。

えりも町字東洋189-1、251-130
自動車の場合
新千歳空港から約3時間

（約185㎞）
※高速道路利用

旭川市西神楽3線25号
自動車の場合
旭川空港から約30分(約20km)
札幌市(中心部)から約2時間

※高速道路利用 (約140km)
公共交通機関の場合
(JR旭川駅まで)
旭川空港から約35分(バス)
JR札幌駅から約1時間30分(特急利用)

■概要

旭川市

〈旭川市教育委員会学校教育部教育政策課〉
☎ 0166-25-7534
mail：tekiseihaichi@city.asahikawa.lg.jp

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 21,972.00㎡

延床面積 校舎：1,215.00㎡
体育館：922.00㎡

建築年 1997年
廃止年 2019年

利用条件等 地域の活性化と振興発展に貢献できる事業であ
り，地域の要望を考慮した活用であること。

土地

要相談
建物

要相談

旧千代ヶ岡小学校は、平成9年（1997年）に
建築され、平成31年（2019年）まで使用され
ました。グラウンドを挟んで向かいに、旧千
代ヶ岡中学校があります。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

所
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■概要

所

旭川市

旧神居古潭小中学校は、昭和51年（1976
年）に建築され、平成19年（2007年）まで使
用されました。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

土地

要相談
建物

要相談

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 10,840.00㎡

延床面積 校舎：1,240.00㎡
体育館：724.00㎡

建築年 1976年
廃止年 2007年

利用条件等 地域の活性化と振興発展に貢献できる事業であ
り，地域の要望を考慮した活用であること。

旭川市神居町神居古潭
自動車の場合
旭川空港から約30分(約20km)
札幌市(中心部)から約2時間

※高速道路利用 (約140km)
公共交通機関の場合
(JR旭川駅まで)
旭川空港から約35分(バス)
JR札幌駅から約1時間30分(特急利用)

〈旭川市教育委員会学校教育部教育政策課〉
☎ 0166-25-7534
mail：tekiseihaichi@city.asahikawa.lg.jp

旭川市西神楽3線25号
自動車の場合
旭川空港から約30分(約20km)
札幌市(中心部)から約2時間

※高速道路利用(約140km)
公共交通機関の場合
(JR旭川駅まで)
旭川空港から約35分(バス)
JR札幌駅から約1時間30分(特急利用)

■概要

所

〈旭川市教育委員会学校教育部教育政策課〉
☎ 0166-25-7534
mail：tekiseihaichi@city.asahikawa.lg.jp

構造
校舎：鉄筋コンクリート造平屋建

（一部鉄骨造）
体育館：鉄骨造

敷地面積 6,376.00㎡

延床面積 校舎：1,198.00㎡
体育館：709.00㎡

建築年 1964年
廃止年 2008年

利用条件等 地域の活性化と振興発展に貢献できる事業であ
り，地域の要望を考慮した活用であること。

土地

要相談
建物

要相談

旧千代ヶ岡中学校は、昭和39年（1964年）
に建築され、平成20年（2008年）まで使用さ
れました。グラウンドを挟んで向かいに、旧千
代ヶ岡小学校があります。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

旭川市

63



旭川市

■概要

所

土地

要相談
建物

要相談

旧雨紛中学校は、昭和61年（1986年）に建
築され、平成21年（2009年）まで使用されま
した。敷地内で雨紛小学校と隣接しており、グ
ラウンドは同小学校で使用中です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 5,141.00㎡

延床面積 校舎：1,499.00㎡
体育館：708.00㎡

建築年 1986年
廃止年 2009年

利用条件等 地域の活性化と振興発展に貢献できる事業であ
り，地域の要望を考慮した活用であること。

旭川市神居町雨紛
自動車の場合
旭川空港から約30分(約20km)
札幌市(中心部)から約2時間

※高速道路利用(約140km)
公共交通機関の場合
(JR旭川駅まで)
旭川空港から約35分(バス)
JR札幌駅から約1時間30分(特急利用)

〈旭川市教育委員会学校教育部教育政策課〉
☎ 0166-25-7534
mail：tekiseihaichi@city.asahikawa.lg.jp

旭川市台場2条1丁目
自動車の場合
旭川空港から約30分(約20km)
札幌市(中心部)から約2時間

※高速道路利用(約140km)
公共交通機関の場合
(JR旭川駅まで)
旭川空港から約35分(バス)
JR札幌駅から約1時間30分(特急利用)

旭川市

〈旭川市教育委員会学校教育部教育政策課〉
☎ 0166-25-7534
mail：tekiseihaichi@city.asahikawa.lg.jp

■概要

所

構造 校舎：鉄筋コンクリート造4階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 40,792.00㎡

延床面積 校舎：6,708.00㎡
体育館：1,526.00㎡

建築年 1966年
廃止年 2011年

利用条件等 地域の活性化と振興発展に貢献できる事業であ
り，地域の要望を考慮した活用であること。

土地

要相談
建物

要相談

旧北海道旭川北都商業高等学校は、昭和41年
（1966年）に建築され、平成23年（2011年）
まで使用されました。

グラウンドは民間企業で活用中です。
利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広

い業種での利活用を募集しています。
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■概要

所

比布町
土地

売却
建物

売却

〈比布町総務企画課財務係〉
☎ 0166-85-2111
mail：ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

比布町北9線14号
自動車の場合
旭川空港から約45分(約30km)
旭川中心部から約30分(約16km)

公共交通機関の場合(JR比布駅まで)
旭川空港から約1時間10分
※旭川空港～旭川駅間はバスのみ
JR旭川駅から約30分

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨造平屋建

敷地面積 13,160.00㎡

延床面積 校舎及び給食施設：760.10㎡
体育館：420.00㎡

建築年 1983年
廃止年 2010年
利用条件等 有償での賃貸借も可能。ほか

旧蘭留小学校は、 昭和58年（1983年）に完
成し、平成22年（2010年）3月まで使用されま
した。本施設は、町内の蘭留地区にあり、道央
道比布北ＩＣからも近く、旭川市中心部まで車
で40分程度と都市にも近く自然豊かな場所に立
地しています。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集します。

所

■概要

上富良野町 土地

売却
建物

売却

構造 鉄筋コンクリート造平屋建
敷地面積 22,400.00㎡

延床面積 校舎：563.54㎡
体育館：476.75㎡

建築年 1990年
廃止年 2015年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業であること。

上富良野町西9線北29号
自動車の場合
旭川空港から約30分（約23㎞）
旭川市中心部から約1時間（約40㎞）
公共交通機関の場合(JR上富良野駅まで)
JR旭川駅から約50分

〈上富良野町総務課財政管理班〉
☎ 0167-45-6980
mail：zaisei@town.kamifurano.lg.jp

旧江幌小学校は、平成2年（1990年）に完
成し、平成27年（2015年）3月末まで使用さ
れました。
町の産業振興や雇用機会の拡大につながる

よう、地域の活性化を前提とした事業の提案
及び事業者を幅広く募集しています。
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所

■概要

上富良野町 土地

売却
建物

売却

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄筋コンクリート造平屋建

敷地面積 19,861.00㎡

延床面積 校舎：1,402.28㎡
体育館：763.85㎡

建築年 校舎：1977年 体育館：1986年
廃止年 2014年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業であること。

上富良野町東8線北18号
自動車の場合
旭川空港から約50分（約35㎞）
旭川市中心部から約1時間（約40㎞）
公共交通機関の場合(JR上富良野駅まで)
JR旭川駅から約50分

〈上富良野町総務課財政管理班〉
☎ 0167-45-6980
mail：zaisei@town.kamifurano.lg.jp

旧東中中学校は、昭和52年（1977年）に完
成し、平成26年（2014年）まで使用されまし
た。

地域の活性化や、発展に貢献できる事業の提
案及び、事業者を幅広く募集しています。

所

■概要

中富良野町 土地

要相談
建物

要相談

構造 鉄筋コンクリート造２階建
敷地面積 10,972.00㎡

延床面積 875.00㎡

建築年 1986年
廃止年 2017年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業であること。

中富良野町鹿討農場
自動車の場合
旭川空港から約45分（約40㎞）
旭川市中心部から約1時間10分（約49㎞）
公共交通機関の場合(JR中富良野駅まで)
JR旭川駅から約1時間10分

旧南中小学校は、昭和61年（1986年）に完
成し、平成29年（2017年）まで使用されまし
た。体育館は地域の公民館として活用されてい
ます。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

〈中富良野町教育課社会教育係〉
☎ 0167-44-2204
mail:kyouiku@nakafurano.jp
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■概要

所

稚内市

旧更喜苫内小学校は、昭和55年（1980年）
に完成し、平成14年（2002年）3月まで使用さ
れました。本施設は、酪農業や畑作農業を中心
とした勇知地区にあり、ＪＲ稚内駅までのアク
セスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

土地

要相談
建物

要相談

構造 校舎：鉄骨その他造1階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 7,266.00㎡

延床面積 校舎：463.00㎡
体育館：384.00㎡

建築年 校舎：1974年
体育館：1987年

廃止年 2002年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

稚内市大字声問村字更喜苫内
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス)
JR旭川駅から約(4時間(特急利用))

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

■概要

所

旧曲渕小中学校は、昭和53年（1978年）に
完成し、平成14年（2002年）3月まで使用され
ました。本施設は、酪農業を中心とした沼川地
区にあり、ＪＲ稚内駅までのアクセスも良好で
す。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造3階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 11,272.00㎡

延床面積 校舎：1,719.00㎡
体育館：459.00㎡

建築年 1978年
廃止年 2002年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

土地

要相談
建物

要相談

稚内市大字声問村字曲渕
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス)
JR旭川駅から約4時間(特急利用)

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

稚内市
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〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp
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稚内市大字声問村字樺岡
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利用)

稚内市

■概要

土地

要相談
建物

要相談

所
旧樺岡小中学校は、昭和58年（1983年）に完

成し、平成14年（2002年）3月まで使用されま
した。本施設は、酪農業を中心とした樺岡地区
にあり、大規模草地やＪＲ稚内駅までのアクセ
スも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 8,980.00㎡

延床面積 校舎：659.00㎡
体育館：384.00㎡

建築年 校舎：1983年
体育館：1987年

廃止年 2002年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

所

稚内市

■概要

旧豊別小中学校は、昭和55年（1980年）に完
成し、平成14年（2002年）3月まで使用されま
した。本施設は、酪農業を中心とした豊別地区
にあり、ＪＲ稚内駅までのアクセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

土地

要相談
建物

要相談

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 7,625.00㎡

延床面積 校舎：663.00㎡
体育館：360.00㎡

建築年 1980年
廃止年 2002年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

稚内市大字声問村字下豊別
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス)JR旭川駅から約4時間(特急利用)

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp



稚内市大字声問村字天興
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利用)

稚内市

■概要

土地

要相談
建物

要相談

所

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

旧上修徳小中学校は、昭和51年（1976年）に
完成し、平成14年（2002年）3月まで使用され
ました。本施設は、酪農業を中心とした天興地
区にあり、ＪＲ稚内駅までのアクセスも良好で
す。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

構造 鉄骨その他造2階建
敷地面積 22,374.00㎡

延床面積 校舎：767.00㎡
体育館：384.00㎡

建築年 校舎：1976年
体育館：1988年

廃止年 2002年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

稚内市

■概要

所
旧東浦小中学校は、昭和55年（1980年）に完

成し、平成22年（2010年）3月まで使用されま
した。本施設は、水産業（主にホタテ業）を中
心とした東浦地区にあり、日本最北端の地や宗
谷丘陵も近く、ＪＲ稚内駅までのアクセスも良
好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

土地

要相談
建物

要相談

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 6,443.00㎡

延床面積 校舎：655.00㎡
体育館：384.00㎡

建築年 校舎：1980年
体育館：1986年

廃止年 2010年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

稚内市大字宗谷村字東浦89
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利

用)
〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉

☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp
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稚内市大字声問村字曙
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利用)

稚内市

■概要

土地

要相談
建物

要相談

所

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

旧曙小学校は、昭和57年（1982年）に完成し、
平成14年（2002年）3月まで使用されました。
本施設は、酪農業を中心とした曙地区にあり、
ＪＲ稚内駅までのアクセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造1階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 7,173.00㎡

延床面積 校舎：329.00㎡
体育館：280.00㎡

建築年 1982年
廃止年 2002年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。
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稚内市

■概要

所

土地

要相談
建物

要相談

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 2,135.00㎡

延床面積 校舎：842.00㎡
体育館：538.00㎡

建築年 1983年
廃止年 2013年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

稚内市大字抜海村字下勇知
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利用)

旧下勇知小中学校は、昭和58年（1983年）に
完成し、平成25年（2013年）3月まで使用され
ました。本施設は、酪農業や畑作農業を中心と
した勇知地区にあり、ＪＲ稚内駅までのアクセ
スも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。



稚内市

■概要

土地

要相談
建物

要相談

所

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

旧稚内西小中学校は、平成5年（1993年）に
完成し、平成27年（2015年）3月まで使用され
ました。本施設は、水産業を中心とした西地区
にあり、ＪＲ稚内駅までのアクセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 18,429.00㎡

延床面積 校舎：2,567.00㎡
体育館：817.00㎡

建築年 校舎：1993年
体育館：1979年

廃止年 2015年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

稚内市西浜2丁目
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利用)

稚内市

■概要

所

旧上勇知小中学校は、昭和54年（1979年）に
完成し、平成28年（2016年）3月まで使用され
ました。本施設は、酪農業や畑作農業を中心と
した勇知地区にあり、ＪＲ稚内駅までのアクセ
スも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

土地

要相談
建物

要相談

構造 校舎：鉄筋コンクリート造3階建
体育館：鉄骨その他造2階建

敷地面積 12,197.00㎡

延床面積 校舎：1,653.00㎡
体育館：458.00㎡

建築年 1979年
廃止年 2016年

利用条件等 地域(旧校区)の理解を得られる利用方
法であることなど。

〈稚内市教育委員会教育部学校教育課〉
☎ 0162-23-6528
mail：gakkou@city.wakkanai.lg.jp

稚内市大字抜海村字上勇知
自動車の場合
旭川市(中心部)から約4時間
※高速道路利用 (約250㎞）
公共交通機関の場合(JR稚内駅まで)
稚内空港から約30分(連絡バス) JR旭川駅から約4時間(特急利用)
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〈士幌町産業振興課産業振興グループ〉
☎ 01564-5-5213
mail：sansingroup1@shihoro.jp

■概要

所

士幌町

士幌町字上音更西3線229番地
自動車の場合
とかち帯広空港から約1時間20分

(60km)
札幌市から約3時間30分
※高速道路利用 (210km)
公共交通機関の場合(JR帯広駅まで)
JR札幌駅から約2時間20分(特急利用) JR帯広駅からバスで約60分

土地

賃貸借
建物

賃貸借

構造 校舎：鉄筋コンクリート造平屋建
体育館：鉄骨その他造平屋建

敷地面積 19,600.00㎡

延床面積 校舎：1,150.00㎡
体育館：585.00㎡

建築年 1995年
廃止年 2019年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる事
業であること。

旧西上音更小学校は平屋建てで、平成7年
（1995年）に完成し、令和元年（2019年）3月
まで使用された築27年の施設です。校舎は農村
地区にあり帯広市から車で約1時間、帯広空港
まで約1時間30分とアクセス良好です。

新たな雇用や改修に使える「最大500万円」
補助制度があり、企業や個人のビジネス利活用
者を募集しています。

所

■概要

上士幌町

旧北門小学校周辺は平坦な畑地に囲まれてお
り、広大な十勝の景観を一望することができま
す。

また、国道241号に隣接しているため、場所
も分かりやすく交通の利便性も高い立地条件と
なっています。住民の皆様との交流や連携を大
切にし、地域と共生いただける事業者を募集し
ております。

土地

賃貸借
建物

賃貸借

構造
校舎：鉄筋コンクリート造平屋建
体育館：鉄骨その他平屋建
住宅：木造平屋建

敷地面積 10,000.00㎡

延床面積
校舎：826.00㎡
体育館：627.00㎡
教職員住宅：50㎡～81㎡（1戸あたり）

建築年
校舎：1986年
体育館：1992年
教職員住宅：1980～1994年

廃止年 2016年
利用条件等 要相談

〈上士幌町企画財政課〉
☎ 01564-2-4290 
mail：kikakuzaiseika@town.kamishihoro.hokkaido.jp

上士幌町字居辺東15線291番地
自動車の場合
帯広空港から約1時間30分

(約75㎞）
札幌市(中心部)から約4時間

(約220㎞) ※共に高速道路利用
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■概要

厚岸町

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨その他2階建

敷地面積 25.893.00㎡

延床面積 校舎：2,076.00㎡
体育館：772.00㎡

建築年
小学校校舎：1998年
中学校校舎：1978年
体育館：1979年

廃止年 2009年

利用条件等
地域の活性化や福祉の向上、雇用の
創出、産業の振興等につながる事業
であること。

厚岸町上尾幌6番地

自動車を利用した場合
釧路空港から約1時間20分(約70km)
釧路市(中心部)から約1時間10分(約50km)
公共交通機関の場合(JR厚岸駅まで)
釧路空港から約2時間30分(バス) JR釧路駅から約1時間

土地

要相談
建物

要相談

〈厚岸町総合政策課政策調整係〉
☎ 0153-52-3131 
mail： seisaku@akkeshi-town.jp

旧上尾幌小中学校は、平成10年（1998年）に
完成し、平成21年（2009年）3月まで使用され
ました。本施設は、酪農業を中心とした上尾幌
地区にあり、釧路市までのアクセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集します。

所

■概要

所

厚岸町

旧床潭小学校は、平成11年（1999年）に完成
し、平成29年（2017年）3月まで使用されまし
た。本施設は、沿岸漁業を中心とした床潭地区
にあり、釧路市までのアクセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集します。

土地

要相談
建物

要相談

構造 鉄筋コンクリート造2階建
敷地面積 18,070.00㎡

延床面積 校舎：1,732.00㎡
体育館：664.00㎡

建築年 1999年
廃止年 2017年

利用条件等
地域の活性化や福祉の向上、雇用
の創出、産業の振興等につながる
事業であること。

厚岸町床潭128番地
自動車の場合
釧路空港から約1時間20分

(約70km)
釧路市(中心部)から約1時間10分

(約50km)
公共交通機関の場合(JR厚岸駅まで)
釧路空港から約2時間30分(バス)JR釧路駅から約1時間

〈厚岸町総合政策課政策調整係〉
☎ 0153-52-3131 
mail：seisaku@akkeshi-town.jp



〈標茶町企画財政課企画調整係〉
☎ 015-485-2111
mail：k_kikaku@town.shibecha.lg.jp
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■概要

所

標茶町
土地

賃貸借
建物

賃貸借

構造 木造
敷地面積 24,000.00㎡

延床面積 校舎：1,752.00㎡
体育館：684.00㎡

建築年 1996年
廃止年 2015年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる
事業であることなど。

標茶町字クチョロ原野256番地
自動車の場合
釧路空港から約1時間30分(約70km)
釧路市(中心部)から約50分(約50km)
公共交通機関の場合(JR標茶駅まで)
JR釧路駅から約50分

旧久著呂中央小中学校は、平成8年（1996
年）に完成し、平成27年（2015年）3月まで使
用されました。本施設は、酪農業を中心とした
久著呂地区にあり、国道274号線が隣接し、た
んちょう釧路空港へのアクセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

■概要

所

標茶町

〈標茶町企画財政課企画調整係〉
☎ 015-485-2111
mail：k_kikaku@town.shibecha.lg.jp

土地

賃貸借
建物

賃貸借

構造 鉄筋コンクリート造
敷地面積 25,348.00㎡

延床面積 校舎：730.00㎡
体育館：409.00㎡

建築年 1982年
廃止年 2007年

利用条件等 地域の活性化、発展に貢献できる
事業であることなど。

旧弥栄小学校は、昭和57年（82年）に完成し、
平成19年（2007年）3月まで使用されました。
本施設は、酪農業を中心とした弥栄地区にあり、
道道中標津標茶線沿いで、中標津空港までのア
クセスも良好です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

標茶町字上多和原野基線50-3、50-6番地
自動車の場合
釧路空港から約1時間30分(約70km)
釧路市(中心部)から約50分(約50km)
公共交通機関の場合(JR標茶駅まで)
JR釧路駅から約50分
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小樽市入船町4丁目31-1
自動車の場合
札幌市(中心部)から約40分

※高速道路利用(約40km)
公共交通機関の場合
(JR)
札幌駅→小樽駅(46分)  ※施設まで約2.6km 
小樽駅→南小樽駅まで(3分) ※施設まで約1.7km 

北海道（小樽市）

〈北海道教育庁総務政策局施設課〉
☎ 011-204-5709
mail：kyoiku.gakoshi1@pref.hokkaido.lg.jp

■概要

所

構造 校舎：鉄筋コンクリート造2階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 16,169.00㎡

延床面積 校舎：2,198.00㎡
体育館：505.00㎡

建築年 1989年
廃止年 2014年
利用条件等 有償での賃貸借も可能。

土地

売却
建物

売却

旧北海道小樽聾学校は、平成元年（1989年）
に建築され、平成26年（2014年）3月まで使用
されました。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。

所

■概要

北海道（函館市） 土地

売却
建物

売却

旧北海道戸井高等学校は、平成7年（1995
年）3月に建築され、平成27年（2015年）3月ま
で使用されました。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集します。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造3階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 32,524.84㎡

延床面積 校舎：3,810.00㎡
体育館：963.00㎡

建築年 1995年
廃止年 2015年
利用条件等 有償での賃貸借も可能。

函館市浜町717-1(校舎)､861-2(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)
自動車の場合
函館空港から約30分(約23km)
函館駅から約40分(約28km)
公共交通機関の場合
(函館バス)
函館駅前→浜町(約1時間10分) ※施設まで約0.8km

〈北海道教育庁総務政策局施設課〉
☎ 011-204-5709
mail：kyoiku.gakoshi1@pref.hokkaido.lg.jp
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所

■概要

北海道（留萌市） 土地

売却
建物

売却

旧北海道留萌高等学校は、平成12年（2000
年）3月に建築され、平成30年（2018年）3月ま
で使用されました。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集します。

構造 校舎：鉄筋コンクリート造4階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 52,661.00㎡

延床面積 校舎：6,324.00㎡
体育館：966.00㎡

建築年 2000年
廃止年 2018年
利用条件等 有償での賃貸借も可能。

留萌市東雲町1丁目84
自動車の場合
札幌市(中心部)から約2時間

※高速道路利用(約150km)
公共交通機関の場合
(高速バス)
札幌駅前ﾀｰﾐﾅﾙ→元川町(約2時間15分) ※施設まで約1km

(JR)
札幌駅→留萌駅(約2時間30分) ※施設まで約2.4km

〈北海道教育庁総務政策局施設課〉
☎ 011-204-5709
mail：kyoiku.gakoshi1@pref.hokkaido.lg.jp

〈北海道教育庁総務政策局施設課〉
☎ 011-204-5709
mail：kyoiku.gakoshi1@pref.hokkaido.lg.jp

浦幌町字帯富150-2
自動車の場合
帯広空港から約1時間(約50km)
帯広市(中心部)から約1時間(約50km) 
公共交通機関の場合
(JR)
帯広駅→浦幌駅(50分 特急利用)  ※施設まで約2.1km 

北海道（浦幌町）

■概要

所

構造 校舎：鉄筋コンクリート造3階建
体育館：鉄骨造

敷地面積 13,834.00㎡

延床面積 校舎：3,912.00㎡
体育館：1,059.00㎡

建築年 1984年
廃止年 2010年
利用条件等 有償での賃貸借も可能。

土地

売却
建物

売却

旧北海道浦幌高等学校は、昭和59年（1984
年）に建築され、平成22年（2010年）3月まで
使用されました。

隣接しているグラウンド（約30,000㎡）は民
間企業がメガソーラー用地として活用中です。

利活用に関しては、業種の指定はせず、幅広
い業種での利活用を募集しています。


