
contact 

〒 028 – 4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10 – 44 

岩手町役場みらい創造課 

http://town.iwate.iwate.jp  

tel 0195 – 62 - 2111 

廃校活用プロジェクト 



Minamiyamagata 

南山形小学校 
旧岩手町立 

校舎 1,508㎡

屋内運動場 708㎡

屋外運動場 4,667㎡

建物敷地 6,961㎡

その他敷地 891㎡

（敷地計） 12,519㎡

校舎 鉄筋コンクリート

屋内運動場 鉄骨造

校舎 平成8年3月

屋内運動場 昭和58年11月

給水 簡易給水（学校単独）

排水・汚水処理 浄化槽（15人槽）

暖房（校舎） 個別暖房（ストーブ）

暖房（屋内運動場） なし

ネット環境 ADSL

その他 大型車の乗り入れ 可

概
要

設備

建築年

構造

面積

日本一美しい人造湖といわれる岩洞湖のある盛岡市薮川地区と
隣接し、校舎脇には清流丹藤川が流れます。 
標高が高く、山々に囲まれる丘陵地でブランド牛、豚の生産拠
点が集積するエリアにあります。 

■敷地内配置図 

■1F平面図 ■2F平面図 

■屋内運動場平面図 

多目的ホール① 多目的ホール② 普通教室 

職員室 図書室 コンピュータ室 

平成22年3月31日閉校 



Ukishima 

浮島小学校 
旧岩手町立 

校舎 1,487㎡ 校舎 平成10年3月

屋内運動場 667㎡ 屋内運動場 平成11年3月

屋外運動場 4,800㎡ 給水 簡易給水（集会所、屯所と共有）

建物敷地 5,877㎡ 排水・汚水処理 浄化槽（12人槽）

その他敷地 2,034㎡ 暖房（校舎） 重油ボイラー（セントラル方式）

（敷地計） 12,711㎡ 暖房（屋内運動場） 遠赤外線放射暖房

校舎 木造 ネット環境 ADSL

屋内運動場 木造 その他 大型車の乗り入れ 可

建築年

構造

面積

設備

概
要

木造建築校舎でその雰囲気は地域の歴史と温もりを感じること
ができます。いわて沼宮内駅、西根インターチェンジの中間に
位置しておりアクセスも良好です。周囲は比較的平地が多く、
水田、畑、酪農がバランス良く点在しています。 

■敷地内配置図 

■1F平面図 

■2F平面図 

■屋内運動場平面図 

多目的ホール① 多目的ホール② 特別教室 

礼法室 職員室 屋内運動場 

平成27年3月31日閉校 



校舎 1,615㎡

屋内運動場 702㎡

屋外運動場 3,812㎡

建物敷地 3,477㎡

その他敷地 748㎡

（敷地計） 8,037㎡

校舎 鉄筋コンクリート

屋内運動場 鉄骨造

校舎 平成4年3月

屋内運動場 平成4年12月

給水 地区簡易給水

排水・汚水処理 浄化槽（35人槽）

暖房（校舎） 個別暖房（FF式）

暖房（屋内運動場） 遠赤外線放射暖房

ネット環境 ADSL

その他 大型車の乗り入れ 可

概
要

設備

建築年

構造

面積

Kitayamagata 

北山形小学校 
旧岩手町立 

東北新幹線JRいわて沼宮内駅より車で15分、標高が高く、夏で
も冷涼な気候を生かし、キャベツ、ダイコン等野菜栽培と酪農が
盛んな地域です。交通量も比較的少なく周辺エリアへのアクセス
も便利です。 

■敷地内配置図 

■1F平面図 ■2F平面図 

■屋内運動場平面図 

多目的ホール 普通教室 音楽室 

家庭科室 コンピュータ室 屋内運動場 

平成28年3月31日閉校 



校舎 1,693㎡

屋内運動場 716㎡

屋外運動場 8,989㎡

建物敷地 7,130㎡

その他敷地 1,071㎡

（敷地計） 17,190㎡

校舎 鉄筋コンクリート

屋内運動場 鉄骨造

校舎 平成2年2月

屋内運動場 平成2年12月

給水 地区簡易給水

排水・汚水処理 浄化槽（21人槽）

暖房（校舎） 個別暖房（FF式）

暖房（屋内運動場） なし

ネット環境 ADSL

その他 大型車の乗り入れ 可

概
要

設備

建築年

構造

面積

Tobu 

東部中学校 
旧岩手町立 

北山形小学校と隣接しており２校合同での大型利用や多事業へ
の対応も可能。葛巻町と隣接する岩手町東部地域の中心に位置
し、バス路線も整備されています。技術室など中学校ならでは
の特別教室も設置されています。 

■敷地内配置図 

■1F平面図 ■2F平面図 

■屋内運動場平面図 

多目的ホール 普通教室 音楽室 

理科室 家庭科室 屋内運動場 

平成28年3月31日閉校 



校舎 1,896㎡

屋内運動場 708㎡

屋外運動場 4,546㎡

建物敷地 6,266㎡

その他敷地 1,161㎡

（敷地計） 11,973㎡

校舎 鉄筋コンクリート

屋内運動場 鉄骨造

校舎 平成9年3月

屋内運動場 昭和57年11月

給水 町水道

排水・汚水処理 浄化槽

暖房（校舎）
重油ボイラー
（セントラル方式）

暖房（屋内運動場） なし

ネット環境 光通信

その他 大型車の乗り入れ 可

概
要

設備

建築年

構造

面積

Mizubori 

水堀小学校 
旧岩手町立 

いわて沼宮内駅より車で10分、国道4号線に隣接しており積雪
や災害の影響を受けにくく、安定した物流環境の確保が期待で
きます。光ファイバーが整備されており、高速通信環境が必要
な事業も可能です。 

■敷地内配置図 

■
1
Ｆ
平
面
図 

■
2
Ｆ
平
面
図 

■屋内運動場平面図 
多目的ホール① 多目的ホール② 普通教室 

理科室 コンピュータ室 屋内運動場 

平成30年3月31日閉校 



校舎 1,499㎡

屋内運動場 700㎡

屋外運動場 3,185㎡

建物敷地 2,170㎡

その他敷地 776㎡

（敷地計） 6,131㎡

校舎 鉄筋コンクリート

屋内運動場 鉄骨造

校舎 昭和62年2月

屋内運動場 昭和62年2月

給水 町水道

排水・汚水処理 浄化槽（50人）

暖房（校舎） 個別暖房（ストーブ）

暖房（屋内運動場） なし

ネット環境 ADSL

その他 大型車の乗り入れ 可

概
要

設備

建築年

構造

面積

Kubo 

久保小学校 
旧岩手町立 

沼宮内、川口、一方井の人口集中エリアに囲まれています。 
グラウンド、スポーツ文化複合施設、テニスコート等が完備さ
れる総合運動公園に近く、立地を生かした多様な活用方法が期
待できます。 

■敷地内配置図 

■1F平面図 ■2F平面図 

■屋内運動場平面図 

多目的ホール① 多目的ホール② 普通教室 

理科室 図書室 家庭科室 

平成31年3月31日閉校 


