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1.背景、目的 

 本市では、将来の児童生徒数の推計結果に基づき、小中学校の現状及び長期展望を

踏まえ、子供たちにとって、どのような教育環境がより望ましいものであるかという視

点や、教育の機会等教育諸条件の公平性を確保する観点から、さらには、地域コミュニ

ティへの影響等も勘案しながら、平成 25 年 11 月に「下野市学校適正配置基本計画」を

策定しました。 

その後、同計画に基づき、地域の実情を考慮しながら、学校統廃合に向けた取組みを

進め、平成 31 年 3 月末には、国分寺西小学校が閉校となりました。小学校跡地は現在、

新たに地域拠点施設としてリノベーションされ活用されています。 

また、令和 4 年 3 月末には、薬師寺小学校、吉田東小学校及び吉田西小学校が、義務

教育学校（南河内小中学校）への統合に伴い閉校となっております。 

一方で、令和 4 年 3 月に改訂した「下野市公共施設等総合管理計画」で示すとおり、

人口減少や少子高齢化など人口構造の変化に伴う社会保障費の増加などによる厳しい

財政状況が続くことが予測されるほか、社会環境や行政ニーズの変化も想定され、公共

施設等を現状の規模のまま維持管理することは、極めて困難となります。こうした認識

のもと、将来的な人口・財政状況を見通し、総合的かつ計画的に施設等の更新・統廃合・

長寿命化を行い、財政負担を軽減・平準化していくことが求められており、大規模な敷

地と建物を有する学校跡地の活用は、持続可能なまちづくりを推進するうえでの重要な

課題となっています。 

この様な状況の中、本方針は、閉校となった３小学校跡地の活用方針を検討し、跡地

活用による地域の魅力の向上や需要予測に基づく民間活用の可能性等について調査を

行い、地域の特性を考慮した跡地活用を検討し活用方針を示すことを目的としています。 

なお、吉田東小学校及び吉田西小学校については、令和 3年 5 月に吉田地区市民活動

検討委員会から両小学校の活用に対する要望書が提出されていることから、コミュニテ

ィ活動拠点としての活用を検討しているところです。現在は、両小学校区の全自治会か

らの代表者等で組織された「吉田地区コミュニティ推進協議会設立準備委員会」に引き

継がれ、要望内容に対する協議などを行っている状況であるため、本方針は薬師寺小学

校跡地の活用について検討することとします。 

 

 

2.基本事項の整理 

2.1.上位計画等の整理 
 本方針の上位計画等である「下野市学校適正配置基本計画」、「下野市公共施設等総合

管理計画」、「学校跡地活用の検討にあっての基本的な考え方」の整理を行い、跡地活用

の方向性を導出します。 
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 2.1.1.下野市学校適正配置基本計画 

  計画上、南河内中学校区における小規模校の小中一貫教育の推進が求められました。

長期的な対応として、小中連携教育の実施状況及び地域の意見を踏まえ、教育振興 

に関する協議会を設置して、南河内中学校との小中一貫校を視野に入れた薬師寺小学 

校、吉田東小学校、吉田西小学校のあり方を検討することが示され、計画に基づく取 

り組みが行なわれてきました。 

   平成 25 年 11 月 下野市学校適正配置基本計画の策定 

   平成 29 年 2 月 南河内中学校区への義務教育学校の導入決定 

        8 月 南河内中学校区基本構想の策定 

   令和 4 年 3 月 薬師寺小学校、吉田東小学校、吉田西小学校、 

南河内中学校閉校 

        4 月 南河内小中学校開校 

 

2.1.2.公共施設等総合管理計画 

本施設の跡地活用は、公共施設等総合管理計画を踏まえたものとします。 

 
計画期間 2017 年度から 2046 年度 

背景および趣旨 人口減少や少子高齢化が進行する中、多くの公共施設の更新時

期が本格的に到来しており、全ての公共施設を現状規模のまま維

持し続けることは、極めて困難となっています。 

そこで、将来的な人口・財政状況を見通し、総合的かつ計画的

に施設等の更新・統廃合・長寿命化を行い、財政負担を軽減・平

準化（公共施設の適正化）していく指針となる計画を策定します。 

主な指針 ■経費の削減目標 

  今後 30 年間で（2019 年から 2048 年まで）、更新・大規模改

修経費の 20％を削減する。 

■用途別方針（学校教育施設） 

  適正配置の推進により、残された学校施設については防災施

設や交流施設等としての利活用等を図る。 
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2.1.3.学校跡地活用の検討にあっての基本的な考え方 
本施設の跡地活用の具体的な活用方法にあたっては、「学校跡地活用の検討にあっ

ての基本的な考え方（以下、「基本的な考え方」とします。）」の内容を前提として、

検討を行います。 
基本的な考え方において、学校跡地は、学びの場のほか、地域コミュニティや地域

活動を支えてきた地域の中心的な場であり、本市の課題を解決するための市民共有の

貴重な財産であるとしており、これを踏まえ、以下の３つの視点で検討を進めること

としています。 
 
■「基本的な考え方」における基本方針 

 
① 持続可能なまちづくりへの対応 

総合計画や都市計画マスタープランにおけるまちづくりの将来都市像との整

合性を図るとともに、公共施設等総合管理計画に示す公共施設マネジメントの考

え方などを踏まえ、市民全体の利益という観点から、持続可能なまちづくりの実

現に向けた有効活用を図ります。 
また、中長期的な視点に立ち、新たに生じる行政需要への対応など、多様化・

高度化する市民ニーズを考慮して、将来を見通した活用とします。 
 

② 地域の意向を踏まえた活用 
学校は、地域住民の代々の学びの場として、地域との関わりも深く、地元の核

となってきた施設です。地域住民にとって、コミュニティや地域活動を支える中

心的な場でもあり、地域のシンボル的な存在となってきました。 
跡地活用にあたっては、学校がこうした役割や機能を担ってきたという経緯を

踏まえ、地域の意向やニーズに十分配慮した活用を図ります。 
 

③ 民間活力の活用 
地域の雇用創出等による地域経済の活性化や、効率的・効果的な行財政運営、

市有財産の縮減などの観点から、市全体の課題解決や市の重要施策の実現に寄与

すると判断できる場合は、民間への売却や貸付による民間活力の導入の可能性を

視野に入れた検討を行います。 
なお、検討にあたっては、地元の意向を尊重するとともに、事業者等の健全性、

事業内容の安定性・継続性、市や地域へ与える影響等を十分考慮することとしま

す。 
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2.2.対象施設の概要 

本施設の概要は以下の通りです。 

所在地 下野市薬師寺 1412 

土地面積 16,596.00 ㎡ 

建物概要 校舎(教室棟) RC 造 3 階建、延床面積 1,325 ㎡、建築年 昭和 41

年 

校舎(特別教室棟） RC 造 3 階建、延床面積 2,331 ㎡、建築年 昭和 51

年 

給食室 RC 造 2 階建、延床面積 263 ㎡、建築年 平成 18 年 

体育館 S 造 1 階建、延床面積 1,150 ㎡、建築年 平成 14 

プールハウス S 造 1 階建、延床面積 174 ㎡、建築年 昭和 60 年 

学童施設 木造 2 階建、延床面積 172 ㎡、建築年 平成 21 年 

用途地域等 市街化調整区域、建ぺい率：60％、容積率：200％ 

浸水想定区域：区域外、土砂災害想定区域：区域外 

インフラ等 水道：公営水道、下水道：公共下水道 

電気：接続可、ガス：プロパンガス 

アクセス 北関東自動車道 宇都宮上三川ＩＣから車で約 15 分 

ＪＲ宇都宮線 自治医大駅から車で約６分 

その他 一部借地有（借地面積 158.78 ㎡） 

隣接地に貸地有（貸地面積 23,47 ㎡） 

 

■航空写真 

 
（資料：国土地理院） 

旧薬師寺小学校 
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■施設現況写真 
 

【校舎（外観）】            【校舎（教室）】 

    

 
 

【校舎（理科室）】           【体育館（外観）】 

    

 
 

【体育館（内観）】           【学童施設】 
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3.跡地活用の検討 

3.1.検討の進め方 

  学校跡地の活用方策は、「基本的な考え方」において、①公共施設として活用、②

民間等施設としての活用に区分して整理されています。 
本施設と同じく閉校した吉田東小学校及び吉田西小学校につきましては、地域のコ

ミュニティ活動拠点等の公共施設としての活用を主に検討しており、地域と継続した

協議を実施しています。 
本施設においては、吉田東小学校及び吉田西小学校と同様、地域の意向把握を行う

ほか、上位計画で示された財政負担の軽減に資する方策や民間活力の導入可能性につ

いても調査を行い、民間等施設としての活用可能性の検討を行います。具体的には、

サウンディング型の市場調査による実現可能性の高い活用アイデアや、活用スキーム

（売却・貸付等）の確認を行います。 
  
■「基本的な考え方」における学校跡地活用方策の区分 

 
① 公共施設として活用 

市が、学校跡地の用途を転用し、他の公共施設として活用する方法です。 
公共施設（ハコモノ）に係る経費を減らしていくマネジメントを推進する観点

から、築年数が比較的新しい校舎を残し古い校舎等を解体する等の「減築」や、

他の公共施設からの「移転」、「複合化」などにより、公共施設全体の総量を減ら

していく必要があります。 
他の公共施設として転用するには、法対応工事など施設改修に係る初期費用の

ほか、維持管理・運営費用など将来にわたって係る費用を考慮し、民間活力を活

かした管理運営手法の検討など、最適な手法を検討する必要があります。 
なお、開発許可制度などの法的規制の要否によって、費用やスケジュールが大

きく異なります。 
 

② 民間等施設として活用 
公共施設としての活用が見込まれない場合は、地域や市民を含めた民間事業者

等への売却・貸付等により、民間等施設として活用する方法を検討します。 
この場合においては、地域の意向を踏まえながら、必要に応じて、まちづくり

や地域に与える影響等を十分考慮することなど、利用条件を付すこととします。 
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3.2.類似事例の分析 

全国における廃校施設の活用用途をみると、「学

校（大学を除く）」が最も多く 39.1％を占めてお

ります。この中には、学校教育法に規定する学校

だけでなく、職業能力の開発や資格取得のための

専門学校や学校形態による文化・スポーツ等の学

習施設も含まれています。続いて「学校体育施設」

（17.4％）、「社会教育施設・文化施設」（13.2％）、

「企業等の施設・創業支援施設」（10.1％）の活用

用途となっています。 

 以下に栃木県内における民間事業者の活用

事例を紹介します。 

 
3.2.1. 事例１：金鹿小学校（さくら市） 

 
【事 業 者】 ㈱和みの杜 
【契約形態】 賃貸借 
【施設用途】 食品加工工場 
【活用内容】 干し芋の生産工場として改修を行い、平成 30 年 11 月に稼働しました。

地元ＪＡからの仕入れや耕作放棄地で生産したさつまいもを当施設で

加工し、道の駅や自社ＥＣサイトで販売を行っており、６次産業化を果

たしています。 
 

3.2.2. 事例２：熊ノ木小学校（塩谷町） 

【事 業 者】 塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合（ＮＰＯ法人） 
【契約形態】 賃貸借（公設民営） 
【施設用途】 宿泊型体験施設 
【活用内容】 平成 11 年に閉校した学校を改修し、平成 14 年に宿泊型体験施設として

運営を開始しました。体験学習は自然体験、伝統工芸、農林業、郷土料

理等、様々に行っており、特に天体観測が人気となっています。 
地元の子どもを対象にした自然と触れ合うイベントの開催や、里山の整

備・保全等の地域貢献も行っています。 
 

（資料：文部科学省「廃校施設活用状況実態調査」(令和４年３月)） 

学校（大学を除く）

39.1%

学校体育施設

17.4%

社会教育施設・

文化施設

13.2%

福祉施設・

医療施設

7.7%

企業等の施設・

創業支援施設

10.1%

庁舎等
4.6%

体験交流施設等

5.1%

備蓄倉庫

2.0%
大学

0.8%
住宅

0.2%
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3.2.3. 事例３：朝日小学校（那須町） 

【事 業 者】 那須まちづくり㈱ 
【契約形態】 賃貸借 
【施設用途】 福祉施設・住宅 
【活用内容】 高齢者を中心に様々な人が安心して暮らせる住居や拠点を提供していま

す。改修した校舎では、交流機能の他、テナント方式でカフェやゲスト

ハウス等の運営を行っています。校庭にはサービス付き高齢者介護住宅

や多世代型シェアハウスを整備しました。 
 

3.2.4. 事例４：中村東小学校（真岡市） 
【事 業 者】 ㈱ジェイエルエスジー 
【契約形態】 賃貸借 
【施設用途】 学習支援施設 
【活用内容】 外国人日本語学校を令和４年６月から運営しており、１期生としてミャ

ンマーやベトナム等のアジアを中心に 15 人が入学しました。同年 10
月には２期生として 70 人程度が入学見込みとなっています。空き教室

は住民向けに開放しているほか、料理イベント等の開催など地域貢献を

目的とした活動も計画しています。 
 
 
3.3.活用方法の検討 

 地域の住環境や社会的、地理的現状を適切に把握した上で、自治医科大学及び附属病

院や道の駅しもつけ、下野薬師寺等の地域資源を含む地域ポテンシャルを分析し、地域

が有するポテンシャルが反映できるよう検討します。 
 

3.3.1.６次産業化としての活用 
市には「かんぴょう」、「イチゴ」、

「なす」などの農産物の特産品が

あり、これらを活用した菓子等の

加工品が下野ブランドとして数多

く認定されています。 
本施設の近くには「道の駅しも

つけ」があることから、６次産業

化のための地元農産物の加工拠点

として活用しやすい立地であると

考えられます。 
（資料：Open Street Map Contributors） 

【本施設の周辺施設】 

自治医科大学
付属病院

道の駅しもつけ

薬師寺小学校
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3.3.2.学校・学習支援施設としての活用 

廃校の活用事例では、校舎の特性をそのまま活かせる学校施設としての活用が最も

多くなっています。また、学習支援施設（例：ドローン教室、日本語学校）も学習環

境面で校舎との親和性が高いものと思われます。 
特に本施設の近くには自治医科大学附属病院があることから、医療系専門学校とし

ての活用可能性があるものと考えられます。 
 

3.3.3.宿泊施設としての活用 

自治医科大学附属病院は総合病院として全国から入院患者を受け入れています。一

方で、病院周辺には宿泊施設がないことから、遠方からのお見舞いに訪れる患者家族

には不便な環境であると推測できます。 
同様の条件である獨協医科大学病院では、近年敷地内に宿泊施設の整備をしました。

本施設においても宿泊機能のニーズがあるものと考えられます。 
 

3.3.4.福祉施設としての活用 
市では 2005 年を境に老年人口が増加し続けており、直近 15年間では 5,000 人以上

の増加となりました。 

  高齢者の増加により福祉施設のニーズも必然的に増加することから、介護施設やサ

ービス付き高齢者向け住宅等の活用が考えられます。 
              

              
              

（資料：「下野市人口ビジョン」（令和２年１月）） 

【人口推移】 
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3.4.地域の意向等の把握 

学校は、地域住民の代々の学びの場として、地域との関わりも深く、地元の核となっ

てきた施設です。地域住民にとって、コミュニティや地域活動を支える中心的な場でも

あり、地域のシンボル的な存在となってきました。 
跡地活用にあたっては、学校がこうした役割や機能を担ってきたという経緯を踏まえ、

地域の意向やニーズに十分配慮した活用を図るため、令和 3 年 11 月に地域住民等を対

象とした「薬師寺小学校の跡地活用に関する地域懇談会」を開催し、地域住民の意向や

考え方などの把握に努めました。 

なお、参加者からは、主に次のような意見がありました。 

 

・福祉や教育に関する活用を希望する。 

・地域の雇用確保や地域の活性化に資する活用を希望する。 

・近隣住民が困らない施設にしてもらいたい。 

・長い歴史のある土地なので、未来まで見通した施設にしてもらいたい。 

・「SDGs」の達成に寄与する施設にしてもらいたい。 
 
 薬師寺小学校跡地周辺の地域においては、既に地域のコミュニティ推進協議会が設立

運営されており、地域活動を行う上で拠点施設となる薬師寺コミュニティセンターが既

に整備されていることから、薬師寺小学校跡地を地域で活用する意向はありませんでし

た。 
 これらを踏まえ、地域懇談会において薬師寺小学校跡地については、民間事業者によ

る活用を想定することを説明し理解を得られております。 
 
3.5.民間アイデア等の把握 

 令和 4 年 10 月に民間事業者を対象とした「旧薬師寺小学校跡地活用に向けたサウン

ディング型市場調査」を実施しました。 

 ５者が参加し、様々な民間アイデアの提案をいただきました。また、本施設の活用ス

キームについては、４者が売却による方法を希望しており、無償での譲渡とせずとも対

応の余地があるとの意向を示していただきました。 

 一方で、本施設は市街化調整区域にあることから、実施する事業に係る開発許認可の

如何等により、参画難易度が増加することや売却希望価格が下落することに繋がると指

摘されています。 

 提案いただいた民間アイデア等の詳細については、「別紙１ 旧薬師寺小学校跡地活

用に向けたサウンディング型市場調査 実施結果の概要」に記載します。 
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4.跡地活用の方針 

4.1.活用方法・スキーム 

 地域住民等を対象とした「薬師寺小学校の跡地活用に関する地域懇談会」の結果や前

述のサウンディング型市場調査により民間活力が十分期待できることが把握できたた

め、民間事業者による活用を基本方針とします。跡地の活用内容は、様々なアイデアを

提案いただけたことから、活用の方向性を限定しないこととします。 
 また、活用スキームは民間事業者の意向を踏まえ、売却によることとします。売却価

格については今後の検討としますが、不動産鑑定評価等の客観的な根拠を基に設定を行

います。 
 なお、跡地の活用内容は、学校跡地であることを踏まえた健全な事業であること、安

定的・継続的な事業が実施できること、地域住民に配慮すること等を踏まえたものであ

ることを民間事業者に求めることとします。 
 
4.2.民間事業者の選定方法 

 学校跡地は、学びの場のほか、地域コミュニティや地域活動を支えてきた地域の中心

的な場であったことから、地域社会に資する活用方法であることが求められます。この

ような活用方法を民間事業者に促すためには、事業内容を評価する選定方法が必要とな

ります。そのため、選定方法は提案審査を行う公募型プロポーザル方式によるものとし

ます。 
 一方で、選定する際は、財政負担の軽減という視点も必要となります。そのため、上

述の売却価格の設定を前提とし、民間事業者から価格提案を求めないことで、一般的な

市場価値による売却を行えるようにします。 
 
4.3.地域社会への貢献や配慮 

 募集要項や審査基準等は、地域雇用や地域活性化、地域住民への施設の開放、災害時

の避難場所としての活用等、地域社会への貢献を踏まえた活用を民間事業者に促す仕様

となるよう検討を行います。 
 また、民間事業者には、実施事業の地域への説明や積極的な地域住民との交流等、地

域社会から跡地活用が理解されるための努力を求めることとします。 
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4.4 今後のスケジュール（予定） 

 民間事業者の選定及び事業の実施について、想定されるスケジュールは以下のとおり

です。 
 

内容 スケジュール 
募集要項等の公表 令和 4 年 12 月上旬 

企画提案書等の提出 令和 5 年 1 月下旬 

事業者選定委員（仮称）による事業者の選定 令和 5 年 3 月頃 

優先交渉権者の決定・公表 令和 5 年 3 月頃 

基本協定締結 令和 5 年 4 月頃 

地域説明会の実施 令和 5 年 5 月頃 

議会の議決・売買契約締結 令和 5 年 6 月頃 

施設引渡し・利活用開始 令和 5 年 6 月以降 

 


