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地方独立行政法人北海道立総合研究機構定款

目次

第１章 総則（第１条－第６条）

第２章 役員（第７条－第10条）

第３章 業務の範囲及びその執行（第11条・第12条）

第４章 資本金等（第13条・第14条）

第５章 委任（第15条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この地方独立行政法人は、農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、

地質及び建築の各分野に関する試験、研究、調査、普及、技術開発、技術支援

等を行い、もって道民生活の向上及び道内産業の振興に寄与することを目的と

する。

（名称）

第２条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人北海道立総合研究機

構（以下「法人」という。）と称する。

（設立団体）

第３条 法人の設立団体は、北海道とする。

（事務所の所在地）

第４条 法人の主たる事務所は、札幌市に置く。

（法人の種別）

第５条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

（公告の方法）

第６条 法人の公告は、北海道公報に登載し、又は北海道及び法人の掲示場に掲

示して行う。

第２章 役員

（役員の定数）

第７条 法人に、役員として、理事長１人、理事３人以内及び監事２人以内を置
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く。

（役員の職務及び権限）

第８条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

２ 理事は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

３ 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長に事故があるとき

はその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

４ 監事は、法人の業務を監査する。

５ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は北海

道知事（以下「知事」という。）に意見を提出することができる。

（役員の任命）

第９条 理事長及び監事は、知事が任命する。

２ 理事は、理事長が任命する。

（役員の任期）

第10条 理事長の任期は、４年とする。

２ 理事の任期は、２年とする。

３ 監事の任期は、２年とする。

４ 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

５ 役員は、再任されることができる。

第３章 業務の範囲及びその執行

（業務の範囲）

第11条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質及び建築の各分野に関

する試験、研究、調査、技術開発を行うこと。

(2) 前号に掲げる業務に関する普及及び技術支援を行うこと。

(3) 試験機器等の設備及び施設の提供を行うこと。

(4) 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（業務方法書）

第12条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、

業務方法書の定めるところによる。

第４章 資本金等
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（資本金）

第13条 法人の資本金については、別表に掲げる資産を北海道が出資するものと

し、当該資本金の額は、当該資産について、出資の日における時価を基準とし

て北海道が評価した価額の合計額とする。

（解散した場合の残余財産の帰属）

第14条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産がある

ときは、当該残余財産は、北海道に帰属する。

第５章 委任

第15条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもの

のほか、法人の規程の定めるところによる。

附 則

この定款は、法人の成立の日から施行する。

別表（第13条関係）

１ 土地

面積

所在地 地目
（平方メートル）

札幌市北区北19条西11丁目１番９ 宅地 3,250.81

札幌市北区北19条西12丁目１番５ 宅地 1,563.83

札幌市北区北19条西12丁目１番６ 宅地 9,598.22

札幌市北区北19条西13丁目１番10 宅地 2,191.44

札幌市北区北19条西13丁目１番12 宅地 637.62

札幌市北区北20条西11丁目１番２ 宅地 15,670.00

函館市湯川町１丁目２番66 宅地 2,314.04

函館市桔梗町372番２ 畑 65,434.07

函館市桔梗町433番31 畑 38,547.93

旭川市緑が丘東１条３丁目１番1344 宅地 9,546.40

旭川市緑が丘東１条３丁目１番1345 宅地 9,506.60

旭川市緑が丘東１条３丁目１番1346 宅地 14,962.59

旭川市西神楽１線10号174番７ 宅地 64,728.56

釧路市仲浜町４番５ 宅地 547.20
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釧路市仲浜町４番12 宅地 1,124.14

釧路市仲浜町４番24 宅地 454.95

釧路市仲浜町４番25 宅地 1,855.95

岩見沢市上幌向町195番１ 田 85,011.73

岩見沢市上幌向町216番２ 宅地 36,248.03

岩見沢市上幌向町223番１ 田 91,645.22

岩見沢市上幌向町223番２ 宅地 1,139.00

網走市鱒浦１丁目29番２ 宅地 6.41

網走市鱒浦１丁目31番３ 宅地 3,160.10

稚内市末広４丁目34番65 宅地 11,000.01

美唄市字カーウシュナイ367番６ 雑種地 86,527.00

美唄市字カーウシュナイ367番27 宅地 30,758.52

美唄市字カーウシュナイ367番30 雑種地 24,580.00

美唄市字カーウシュナイ367番39 雑種地 24,016.00

美唄市字カーウシュナイ654番28 宅地 1,737.90

美唄市字カーウシュナイ655番３ 山林 1,847.00

美唄市字カーウシュナイ677番３ 山林 224,141.00

美唄市字カーウシュナイ678番１ 山林 267,996.00

美唄市字カーウシュナイ679番１ 山林 318,465.00

三笠市大里32番２ 畑 3,815.00

三笠市大里38番２ 畑 321.00

三笠市大里40番１ 畑 35,747.00

三笠市大里41番１ 畑 19,679.00

三笠市大里43番１ 宅地 3,190.17

三笠市大里47番２ 畑 14,854.00

三笠市大里47番３ 雑種地 972.00

三笠市大里48番１ 畑 1,653.00

滝川市南滝の川254番１ 畑 9,115.80

滝川市南滝の川262番１ 畑 46,952.67

滝川市南滝の川262番４ 畑 12,049.89
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滝川市南滝の川352番１ 田 54,317.00

滝川市南滝の川352番２ 畑 38,416.59

滝川市南滝の川363番１ 畑 52,710.68

滝川市南滝の川363番２ 宅地 21,160.38

滝川市東滝川735番62 宅地 52,800.00

滝川市東滝川735番63 宅地 16,500.00

滝川市東滝川735番64 宅地 16,480.00

滝川市東滝川735番71 宅地 25,750.00

滝川市東滝川735番72 宅地 20,000.00

滝川市東滝川735番77 宅地 19,200.00

滝川市東滝川735番120 宅地 37,118.77

滝川市東滝川735番121 畑 43,343.87

滝川市東滝川735番122 畑 150,056.21

滝川市東滝川735番123 畑 116,364.60

滝川市東滝川735番124 雑種地 12,300.89

滝川市東滝川735番125 雑種地 4,088.73

滝川市東滝川735番126 宅地 1,999.98

滝川市東滝川735番140 宅地 2,389.51

恵庭市北柏木町３丁目369番 雑種地 11,653.78

恵庭市北柏木町３丁目373番 宅地 8,409.37

北斗市本町670番 畑 12,971.25

北斗市本町671番１ 畑 279.46

北斗市本町680番１ 雑種地 59,253.07

北斗市本町680番４ 田 839.99

北斗市本町688番５ 田 40.77

北斗市本町702番３ 畑 110.41

北斗市本町842番１ 畑 15,695.53

北斗市本町842番８ 畑 1,139.65

北斗市向野３丁目63番２ 畑 26,951.45

二海郡八雲町熊石鮎川町189番43 宅地 11,983.60
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余市郡余市町浜中町237番 宅地 498.66

余市郡余市町浜中町238番２ 宅地 3,373.35

余市郡余市町浜中町238番３ 宅地 10,528.01

余市郡余市町沢町１丁目21番４ 宅地 451.28

夕張郡長沼町５番１ 畑 252,817.61

夕張郡長沼町６番甲の13 用悪水路 598.61

夕張郡長沼町６番乙の１ 田 10,617.66

夕張郡長沼町６番乙の４ 原野 3,235.68

夕張郡長沼町６番乙の８ 田 6,846.59

夕張郡長沼町６番乙の10 原野 824.33

夕張郡長沼町74番１ 宅地 72,458.10

夕張郡長沼町74番18 畑 57,987.10

夕張郡長沼町669番１ 畑 89,889.86

夕張郡長沼町669番２ 宅地 7,617.04

夕張郡長沼町1178番１ 宅地 14,588.52

夕張郡長沼町1178番３ 畑 16,251.17

夕張郡長沼町1178番４ 原野 15,341.93

夕張郡長沼町1178番７ 山林 133.07

夕張郡長沼町1528番１ 畑 45,129.95

夕張郡長沼町1528番３ 雑種地 990.20

夕張郡長沼町1529番１ 原野 727.94

夕張郡長沼町1529番３ 畑 606.98

夕張郡長沼町字馬追原野1768番３ 畑 34,052.05

夕張郡長沼町字馬追原野1768番37 雑種地 1,891.15

夕張郡長沼町字馬追原野1768番38 宅地 2,534.57

夕張郡長沼町字馬追原野2366番１ 雑種地 1,385.07

上川郡比布町872番２ 田 140,552.06

上川郡比布町872番３ 畑 84,564.84

上川郡比布町872番17 宅地 38,672.54

上川郡比布町872番79 田 82.91
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上川郡比布町872番81 田 6,743.69

上川郡比布町5837番１ 田 9,506.34

上川郡比布町6446番 雑種地 1,825.44

上川郡比布町6449番 畑 2,112.81

中川郡中川町字誉293番 原野 34,331.00

中川郡中川町字誉295番 原野 100.00

中川郡中川町字誉300番１ 原野 54,523.00

中川郡中川町字誉300番４ 宅地 5,305.03

中川郡中川町字誉630番２ 原野 2,104.00

増毛郡増毛町暑寒沢548番１ 宅地 12,151.10

増毛郡増毛町暑寒沢1265番１ 宅地 5,260.07

増毛郡増毛町暑寒沢1266番 宅地 6,437.71

枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘７丁目18番 原野 1,191.51

枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘８丁目２番 畑 562,930.15

枝幸郡浜頓別町字レカセウシュナイ224番16 原野 841,385.92

枝幸郡浜頓別町字レカセウシュナイ224番39 原野 247,901.73

枝幸郡浜頓別町字レカセウシュナイ224番64 原野 127.13

枝幸郡浜頓別町字レカセウシュナイ224番67 原野 367.77

枝幸郡浜頓別町字頓別3805番１ 原野 36,949.07

常呂郡訓子府町字高園164番１ 畑 292,774.45

常呂郡訓子府町字高園174番１ 畑 145,247.43

常呂郡訓子府町字弥生52番６ 山林 543,863.47

常呂郡訓子府町字弥生52番57 宅地 94,735.46

常呂郡訓子府町字弥生52番58 宅地 9,591.00

常呂郡訓子府町字弥生52番59 宅地 5,220.00

常呂郡訓子府町字弥生52番62 畑 121,064.47

常呂郡訓子府町字弥生52番63 畑 130,288.00

常呂郡訓子府町字弥生52番64 畑 34,242.66

常呂郡訓子府町字弥生52番65 雑種地 1,692.68

常呂郡訓子府町字弥生52番66 畑 10,752.46
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常呂郡訓子府町字弥生52番67 畑 68,249.93

常呂郡訓子府町字弥生52番95 雑種地 11,353.76

常呂郡訓子府町若葉町100番１ 田 22,845.06

常呂郡訓子府町若葉町101番５ 畑 2,611.42

常呂郡訓子府町若葉町102番１ 雑種地 2,337.59

上川郡新得町字新得９番７ 原野 1,075.14

上川郡新得町字新得９番20 山林 34,489.99

上川郡新得町字新得西２線51番２ 牧場 13,731.94

上川郡新得町字新得西２線53番１ 原野 49,585.95

上川郡新得町字新得西２線55番１ 牧場 2,821.02

上川郡新得町字新得西２線55番２ 原野 19,493.28

上川郡新得町字新得西４線34番１ 宅地 48,613.20

上川郡新得町字新得西４線36番１ 宅地 25,856.88

上川郡新得町字新得西４線36番２ 宅地 17,358.10

上川郡新得町字新得西４線42番１ 宅地 47,149.53

上川郡新得町字新得西４線44番１ 畑 5,933.80

上川郡新得町字新得西４線44番２ 原野 906.07

上川郡新得町字新得西４線44番３ 原野 11,287.86

上川郡新得町字新得西４線44番５ 原野 5,890.92

上川郡新得町字新得西４線44番７ 原野 1,526.00

上川郡新得町字新得西４線44番８ 畑 2,041.00

上川郡新得町字新得西４線44番10 畑 4,125.44

上川郡新得町字新得西４線44番11 原野 5,761.00

上川郡新得町字新得西４線46番１ 畑 7,700.00

上川郡新得町字新得西４線46番２ 畑 7,134.64

上川郡新得町字新得西４線46番３ 原野 270.34

上川郡新得町字新得西４線46番４ 畑 754.00

上川郡新得町字新得西４線46番５ 山林 6,300.00

上川郡新得町字新得西４線46番６ 原野 24,350.22

上川郡新得町字新得西４線46番７ 宅地 1,283.53
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上川郡新得町字新得西５線33番１ 畑 31,040.00

上川郡新得町字新得西５線33番２ 畑 14,565.95

上川郡新得町字新得西５線33番３ 用悪水路 380.17

上川郡新得町字新得西５線33番４ 用悪水路 192.00

上川郡新得町字新得西５線34番１ 畑 47,059.58

上川郡新得町字新得西５線34番２ 畑 642.00

上川郡新得町字新得西５線35番１ 畑 47,707.89

上川郡新得町字新得西５線35番２ 畑 192.00

上川郡新得町字新得西５線35番３ 用悪水路 765.24

上川郡新得町字新得西５線36番１ 畑 46,370.20

上川郡新得町字新得西５線36番２ 用悪水路 1,219.76

上川郡新得町字新得西５線37番１ 宅地 47,068.60

上川郡新得町字新得西５線37番３ 用悪水路 1,024.71

上川郡新得町字新得西５線37番４ 用悪水路 318.76

上川郡新得町字新得西５線38番１ 畑 45,847.37

上川郡新得町字新得西５線38番２ 畑 185.02

上川郡新得町字新得西５線39番１ 宅地 49,089.94

上川郡新得町字新得西５線39番２ 用悪水路 496.36

上川郡新得町字新得西５線40番１ 畑 26,032.53

上川郡新得町字新得西５線40番２ 畑 19,421.75

上川郡新得町字新得西５線41番１ 宅地 21,767.44

上川郡新得町字新得西５線41番２ 宅地 20,000.09

上川郡新得町字新得西５線41番３ 用悪水路 485.44

上川郡新得町字新得西５線42番１ 畑 47,657.75

上川郡新得町字新得西５線42番２ 畑 515.58

上川郡新得町字新得西５線43番１ 原野 26,725.85

上川郡新得町字新得西５線43番２ 山林 1,841.00

上川郡新得町字新得西５線43番３ 畑 15,322.00

上川郡新得町字新得西５線43番４ 畑 976.00

上川郡新得町字新得西５線44番１ 原野 42,450.34
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上川郡新得町字新得西５線44番２ 畑 2,347.38

上川郡新得町字新得西５線44番３ 畑 3,761.41

上川郡新得町字新得西５線45番１ 山林 43,232.00

上川郡新得町字新得西５線45番２ 山林 1,317.00

上川郡新得町字新得西５線45番３ 畑 3,448.00

上川郡新得町字新得西５線46番１ 原野 15,655.00

上川郡新得町字新得西５線46番２ 畑 11,267.00

上川郡新得町字新得西５線46番３ 原野 16,297.00

上川郡新得町字新得西５線46番４ 原野 1,664.00

上川郡新得町字新得西５線88番４ 山林 3,875.00

上川郡新得町字新得西５線88番５ 山林 7,611.00

上川郡新得町字新得西５線88番11 牧場 29,818.00

上川郡新得町字新得西５線88番12 牧場 4,083.00

上川郡新得町字新得西５線90番21 牧場 34,818.00

上川郡新得町字新得西５線90番22 牧場 3,405.00

上川郡新得町字新得西５線90番23 山林 4,357.00

上川郡新得町字新得西５線90番24 山林 3,262.00

上川郡新得町字新得西６線10番１ 畑 54,444.00

上川郡新得町字新得西６線10番２ 山林 12,258.00

上川郡新得町字新得西６線10番３ 畑 3,584.00

上川郡新得町字新得西６線10番４ 雑種地 416.00

上川郡新得町字新得西６線12番１ 畑 37,364.00

上川郡新得町字新得西６線12番２ 畑 10,363.00

上川郡新得町字新得西６線12番３ 雑種地 1,860.00

上川郡新得町字新得西６線14番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線16番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線18番１ 畑 15,719.28

上川郡新得町字新得西６線18番２ 畑 11,997.83

上川郡新得町字新得西６線20番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線22番 畑 49,587.00
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上川郡新得町字新得西６線24番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線26番１ 畑 16,319.67

上川郡新得町字新得西６線26番２ 畑 16,701.09

上川郡新得町字新得西６線28番１ 畑 27,626.48

上川郡新得町字新得西６線28番２ 畑 6,669.56

上川郡新得町字新得西６線30番１ 畑 8,906.42

上川郡新得町字新得西６線30番２ 畑 328.23

上川郡新得町字新得西６線30番３ 畑 10,883.26

上川郡新得町字新得西６線32番１ 畑 42,852.66

上川郡新得町字新得西６線33番 畑 49,586.36

上川郡新得町字新得西６線34番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線35番１ 畑 45,192.99

上川郡新得町字新得西６線35番２ 畑 2,127.96

上川郡新得町字新得西６線36番１ 畑 20,554.00

上川郡新得町字新得西６線36番２ 畑 11,497.00

上川郡新得町字新得西６線36番３ 畑 13,071.00

上川郡新得町字新得西６線37番１ 畑 38,203.02

上川郡新得町字新得西６線37番２ 畑 7,572.68

上川郡新得町字新得西６線38番１ 畑 48,911.44

上川郡新得町字新得西６線38番２ 畑 432.00

上川郡新得町字新得西６線38番３ 雑種地 243.00

上川郡新得町字新得西６線39番 畑 49,586.28

上川郡新得町字新得西６線40番 畑 49,586.30

上川郡新得町字新得西６線41番 畑 49,586.28

上川郡新得町字新得西６線42番１ 畑 49,387.89

上川郡新得町字新得西６線44番１ 牧場 33,382.00

上川郡新得町字新得西６線44番２ 牧場 6,325.73

上川郡新得町字新得西６線46番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線48番１ 山林 9,152.00

上川郡新得町字新得西６線48番２ 山林 10,924.00



- 12 -

上川郡新得町字新得西６線48番３ 牧場 17,207.00

上川郡新得町字新得西６線48番４ 牧場 10,590.00

上川郡新得町字新得西６線50番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線52番１ 牧場 19,636.00

上川郡新得町字新得西６線52番２ 牧場 14,045.00

上川郡新得町字新得西６線52番３ 山林 6,861.00

上川郡新得町字新得西６線52番４ 山林 6,685.00

上川郡新得町字新得西６線54番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線56番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線58番１ 牧場 14,644.00

上川郡新得町字新得西６線58番２ 牧場 13,218.00

上川郡新得町字新得西６線58番３ 山林 7,408.00

上川郡新得町字新得西６線58番４ 山林 7,151.00

上川郡新得町字新得西６線58番５ 牧場 579.00

上川郡新得町字新得西６線60番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線62番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線64番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線66番１ 牧場 39,295.00

上川郡新得町字新得西６線66番２ 山林 8,165.00

上川郡新得町字新得西６線68番１ 山林 18,986.00

上川郡新得町字新得西６線68番２ 山林 14,199.00

上川郡新得町字新得西６線68番３ 山林 9,961.00

上川郡新得町字新得西６線68番４ 山林 2,814.00

上川郡新得町字新得西６線87番３ 山林 4,780.00

上川郡新得町字新得西６線87番４ 山林 7,612.00

上川郡新得町字新得西６線87番５ 牧場 9,457.00

上川郡新得町字新得西６線87番６ 牧場 24,607.00

上川郡新得町字新得西６線88番３ 山林 8,012.00

上川郡新得町字新得西６線88番４ 牧場 26,347.00

上川郡新得町字新得西６線88番５ 山林 9,576.00



- 13 -

上川郡新得町字新得西６線89番12 牧場 10,646.00

上川郡新得町字新得西６線89番13 牧場 22,441.00

上川郡新得町字新得西６線89番14 山林 7,020.00

上川郡新得町字新得西６線89番15 山林 6,039.00

上川郡新得町字新得西６線90番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西６線91番８ 山林 39,810.00

上川郡新得町字新得西６線91番９ 山林 7,161.00

上川郡新得町字新得西６線92番１ 山林 16,278.00

上川郡新得町字新得西６線92番２ 山林 30,298.00

上川郡新得町字新得西６線93番17 山林 47,044.00

上川郡新得町字新得西６線93番18 山林 11,120.00

上川郡新得町字新得西６線94番３ 山林 16,395.00

上川郡新得町字新得西６線94番４ 山林 26,279.00

上川郡新得町字新得西６線94番５ 山林 4,730.00

上川郡新得町字新得西６線95番14 山林 59,224.00

上川郡新得町字新得西６線95番15 山林 9,454.00

上川郡新得町字新得西６線96番10 山林 21,842.00

上川郡新得町字新得西６線96番11 山林 23,712.00

上川郡新得町字新得西６線96番12 山林 2,709.00

上川郡新得町字新得西６線97番７ 山林 58,730.00

上川郡新得町字新得西６線97番８ 山林 9,454.00

上川郡新得町字新得西６線98番10 山林 18,272.00

上川郡新得町字新得西６線98番11 山林 29,604.00

上川郡新得町字新得西６線99番６ 山林 59,422.00

上川郡新得町字新得西６線99番７ 山林 8,363.00

上川郡新得町字新得西６線100番９ 山林 17,340.00

上川郡新得町字新得西６線100番10 山林 30,986.00

上川郡新得町字新得西６線101番７ 山林 55,005.00

上川郡新得町字新得西６線101番８ 山林 12,783.00

上川郡新得町字新得西６線102番３ 山林 21,453.00
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上川郡新得町字新得西６線102番４ 山林 26,656.00

上川郡新得町字新得西６線103番 山林 69,422.00

上川郡新得町字新得西６線104番 山林 57,814.00

上川郡新得町字新得西６線105番 山林 31,118.00

上川郡新得町字新得西７線２番 山林 2,429.00

上川郡新得町字新得西７線４番１ 山林 9,179.00

上川郡新得町字新得西７線４番３ 山林 28,789.00

上川郡新得町字新得西７線５番１ 山林 67,065.00

上川郡新得町字新得西７線５番２ 山林 16,846.00

上川郡新得町字新得西７線６番１ 山林 16,754.00

上川郡新得町字新得西７線６番２ 山林 27,880.00

上川郡新得町字新得西７線７番１ 畑 28,500.00

上川郡新得町字新得西７線７番２ 畑 20,045.00

上川郡新得町字新得西７線７番３ 雑種地 1,041.00

上川郡新得町字新得西７線８番１ 畑 6,776.00

上川郡新得町字新得西７線８番２ 畑 6,102.00

上川郡新得町字新得西７線８番３ 畑 5,652.00

上川郡新得町字新得西７線８番４ 畑 25,372.00

上川郡新得町字新得西７線９番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線10番１ 畑 9,410.00

上川郡新得町字新得西７線10番２ 畑 35,199.00

上川郡新得町字新得西７線11番１ 畑 34,773.00

上川郡新得町字新得西７線11番２ 畑 12,954.00

上川郡新得町字新得西７線11番３ 雑種地 1,860.00

上川郡新得町字新得西７線12番１ 山林 4,566.00

上川郡新得町字新得西７線12番２ 畑 836.00

上川郡新得町字新得西７線12番３ 山林 35,277.00

上川郡新得町字新得西７線12番４ 山林 2,733.00

上川郡新得町字新得西７線13番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線14番１ 畑 1,863.00
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上川郡新得町字新得西７線14番２ 畑 42,742.00

上川郡新得町字新得西７線15番 畑 48,045.00

上川郡新得町字新得西７線16番 畑 46,181.00

上川郡新得町字新得西７線17番１ 畑 42,644.00

上川郡新得町字新得西７線17番２ 畑 80.00

上川郡新得町字新得西７線18番 畑 49,234.00

上川郡新得町字新得西７線19番１ 畑 41,837.00

上川郡新得町字新得西７線19番２ 畑 2,765.00

上川郡新得町字新得西７線20番１ 畑 44,428.84

上川郡新得町字新得西７線21番１ 畑 6,532.00

上川郡新得町字新得西７線21番２ 畑 38,067.00

上川郡新得町字新得西７線22番１ 畑 16,047.25

上川郡新得町字新得西７線22番２ 原野 995.79

上川郡新得町字新得西７線22番４ 原野 57.30

上川郡新得町字新得西７線22番９ 畑 7.90

上川郡新得町字新得西７線22番10 畑 3,516.29

上川郡新得町字新得西７線23番１ 畑 4,758.11

上川郡新得町字新得西７線23番２ 畑 3,661.85

上川郡新得町字新得西７線23番３ 畑 29,025.01

上川郡新得町字新得西７線24番１ 畑 5,124.41

上川郡新得町字新得西７線24番２ 畑 18,050.59

上川郡新得町字新得西７線24番４ 畑 2,491.70

上川郡新得町字新得西７線25番１ 畑 27,691.32

上川郡新得町字新得西７線25番２ 畑 13,943.00

上川郡新得町字新得西７線25番３ 畑 16.00

上川郡新得町字新得西７線26番１ 畑 35,547.00

上川郡新得町字新得西７線26番２ 畑 4,580.06

上川郡新得町字新得西７線27番１ 畑 6,511.00

上川郡新得町字新得西７線27番２ 畑 30,631.00

上川郡新得町字新得西７線27番３ 畑 5,548.00
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上川郡新得町字新得西７線28番１ 畑 8,029.00

上川郡新得町字新得西７線28番２ 山林 32,614.00

上川郡新得町字新得西７線28番３ 山林 28.13

上川郡新得町字新得西７線29番１ 畑 39,855.17

上川郡新得町字新得西７線29番２ 畑 7,198.00

上川郡新得町字新得西７線29番３ 雑種地 867.00

上川郡新得町字新得西７線30番１ 山林 41,467.00

上川郡新得町字新得西７線30番２ 山林 2,828.00

上川郡新得町字新得西７線31番１ 畑 21,657.24

上川郡新得町字新得西７線31番２ 畑 6,087.51

上川郡新得町字新得西７線31番３ 畑 1,708.17

上川郡新得町字新得西７線31番５ 畑 910.59

上川郡新得町字新得西７線32番１ 山林 17,494.00

上川郡新得町字新得西７線32番３ 山林 26,626.00

上川郡新得町字新得西７線33番１ 畑 22,846.00

上川郡新得町字新得西７線33番２ 雑種地 1,272.00

上川郡新得町字新得西７線33番３ 畑 20,980.92

上川郡新得町字新得西７線34番１ 山林 11,594.00

上川郡新得町字新得西７線34番２ 山林 32,534.00

上川郡新得町字新得西７線35番１ 畑 31,322.00

上川郡新得町字新得西７線35番２ 雑種地 280.00

上川郡新得町字新得西７線35番３ 畑 242.16

上川郡新得町字新得西７線36番１ 山林 46,630.00

上川郡新得町字新得西７線36番２ 山林 514.00

上川郡新得町字新得西７線37番１ 畑 6,905.70

上川郡新得町字新得西７線37番２ 畑 20,471.32

上川郡新得町字新得西７線37番５ 畑 1,892.66

上川郡新得町字新得西７線38番１ 畑 41,655.22

上川郡新得町字新得西７線38番２ 畑 781.73

上川郡新得町字新得西７線38番５ 畑 685.41
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上川郡新得町字新得西７線39番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線40番１ 畑 31,826.93

上川郡新得町字新得西７線40番２ 畑 4,032.22

上川郡新得町字新得西７線40番３ 雑種地 405.10

上川郡新得町字新得西７線40番４ 畑 2,062.48

上川郡新得町字新得西７線41番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線42番１ 畑 49,188.07

上川郡新得町字新得西７線43番 牧場 47,602.00

上川郡新得町字新得西７線44番１ 牧場 47,246.40

上川郡新得町字新得西７線45番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線46番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線47番１ 牧場 23,594.00

上川郡新得町字新得西７線47番２ 牧場 6,779.00

上川郡新得町字新得西７線47番３ 山林 9,630.00

上川郡新得町字新得西７線47番４ 山林 7,859.00

上川郡新得町字新得西７線48番１ 山林 6,818.00

上川郡新得町字新得西７線48番２ 牧場 32,503.00

上川郡新得町字新得西７線48番３ 山林 8,454.00

上川郡新得町字新得西７線49番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線50番１ 牧場 48,669.00

上川郡新得町字新得西７線50番２ 山林 918.00

上川郡新得町字新得西７線51番１ 牧場 27,136.00

上川郡新得町字新得西７線51番２ 山林 11,035.00

上川郡新得町字新得西７線51番３ 山林 9,021.00

上川郡新得町字新得西７線52番１ 牧場 33,825.00

上川郡新得町字新得西７線52番２ 山林 5,590.00

上川郡新得町字新得西７線52番３ 山林 6,314.00

上川郡新得町字新得西７線53番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線54番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線55番 牧場 49,587.00
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上川郡新得町字新得西７線56番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線57番１ 牧場 19,894.00

上川郡新得町字新得西７線57番２ 牧場 7,314.00

上川郡新得町字新得西７線57番３ 山林 7,425.00

上川郡新得町字新得西７線57番４ 山林 10,880.00

上川郡新得町字新得西７線58番１ 山林 8,727.00

上川郡新得町字新得西７線58番２ 牧場 33,821.00

上川郡新得町字新得西７線58番３ 山林 6,409.00

上川郡新得町字新得西７線59番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線60番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線61番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線62番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線63番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線64番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線65番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線66番１ 牧場 33,883.00

上川郡新得町字新得西７線66番２ 山林 6,465.00

上川郡新得町字新得西７線66番３ 牧場 5,035.00

上川郡新得町字新得西７線66番４ 山林 1,989.00

上川郡新得町字新得西７線67番１ 山林 27,667.00

上川郡新得町字新得西７線67番２ 山林 1,847.00

上川郡新得町字新得西７線67番３ 山林 1,617.00

上川郡新得町字新得西７線67番４ 山林 2,730.00

上川郡新得町字新得西７線67番５ 山林 8,202.00

上川郡新得町字新得西７線68番１ 牧場 2,714.00

上川郡新得町字新得西７線68番２ 山林 3,457.00

上川郡新得町字新得西７線68番３ 牧場 36,627.00

上川郡新得町字新得西７線68番４ 山林 5,034.00

上川郡新得町字新得西７線69番１ 山林 7,718.00

上川郡新得町字新得西７線69番２ 牧場 17,545.00
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上川郡新得町字新得西７線69番３ 山林 15,449.00

上川郡新得町字新得西７線69番４ 山林 6,852.00

上川郡新得町字新得西７線69番５ 山林 325.00

上川郡新得町字新得西７線69番６ 雑種地 168.00

上川郡新得町字新得西７線70番１ 牧場 26,814.00

上川郡新得町字新得西７線70番２ 山林 15,570.00

上川郡新得町字新得西７線70番３ 牧場 6,474.00

上川郡新得町字新得西７線71番１ 牧場 33,655.00

上川郡新得町字新得西７線71番２ 山林 5,863.00

上川郡新得町字新得西７線71番３ 山林 8,512.00

上川郡新得町字新得西７線72番１ 牧場 14,898.00

上川郡新得町字新得西７線72番２ 牧場 6,435.00

上川郡新得町字新得西７線72番３ 山林 14,269.00

上川郡新得町字新得西７線72番４ 山林 12,277.00

上川郡新得町字新得西７線73番１ 山林 9,462.00

上川郡新得町字新得西７線73番２ 山林 17,071.00

上川郡新得町字新得西７線73番３ 牧場 20,818.00

上川郡新得町字新得西７線74番１ 牧場 47,024.00

上川郡新得町字新得西７線74番２ 牧場 1,624.00

上川郡新得町字新得西７線75番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線76番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線77番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線78番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線79番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線80番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線81番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線82番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線83番 牧場 49,422.00

上川郡新得町字新得西７線84番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線85番１ 牧場 33,954.00
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上川郡新得町字新得西７線85番２ 山林 10,723.00

上川郡新得町字新得西７線86番１ 牧場 33,409.00

上川郡新得町字新得西７線86番２ 山林 11,814.00

上川郡新得町字新得西７線87番３ 山林 980.00

上川郡新得町字新得西７線87番６ 山林 7,671.00

上川郡新得町字新得西７線87番７ 牧場 40,523.00

上川郡新得町字新得西７線88番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線89番15 牧場 15,330.00

上川郡新得町字新得西７線89番16 牧場 14,363.00

上川郡新得町字新得西７線89番17 山林 8,256.00

上川郡新得町字新得西７線89番18 山林 6,372.00

上川郡新得町字新得西７線90番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線91番３ 山林 47,443.00

上川郡新得町字新得西７線91番４ 山林 1,060.00

上川郡新得町字新得西７線92番５ 山林 27,495.00

上川郡新得町字新得西７線92番６ 山林 13,352.00

上川郡新得町字新得西７線92番７ 山林 3,122.00

上川郡新得町字新得西７線93番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線94番 山林 48,695.00

上川郡新得町字新得西７線95番４ 山林 47,800.00

上川郡新得町字新得西７線95番５ 山林 647.00

上川郡新得町字新得西７線96番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西７線97番３ 山林 18,523.00

上川郡新得町字新得西７線97番４ 山林 29,587.00

上川郡新得町字新得西７線98番 山林 46,750.00

上川郡新得町字新得西７線99番５ 山林 32,954.00

上川郡新得町字新得西７線99番６ 山林 15,382.00

上川郡新得町字新得西７線101番５ 山林 48,564.00

上川郡新得町字新得西７線101番６ 山林 528.00

上川郡新得町字新得西７線103番 山林 61,759.00
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上川郡新得町字新得西８線１番１ 山林 40,434.96

上川郡新得町字新得西８線２番１ 山林 23,102.91

上川郡新得町字新得西８線３番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線４番 山林 49,381.03

上川郡新得町字新得西８線５番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線６番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線７番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線８番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線９番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線10番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線11番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線12番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線13番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線14番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線15番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線16番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線17番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線18番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線19番 畑 48,760.00

上川郡新得町字新得西８線20番１ 畑 26,770.00

上川郡新得町字新得西８線20番２ 畑 9,238.04

上川郡新得町字新得西８線20番３ 畑 411.34

上川郡新得町字新得西８線21番１ 山林 25,197.86

上川郡新得町字新得西８線21番２ 山林 7,600.42

上川郡新得町字新得西８線22番１ 山林 44,392.08

上川郡新得町字新得西８線23番１ 山林 49,549.64

上川郡新得町字新得西８線23番２ 山林 37.35

上川郡新得町字新得西８線24番 山林 37,391.00

上川郡新得町字新得西８線25番１ 山林 44,637.96

上川郡新得町字新得西８線26番１ 山林 72,307.11
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上川郡新得町字新得西８線27番１ 山林 45,834.80

上川郡新得町字新得西８線29番１ 山林 25,970.00

上川郡新得町字新得西８線29番２ 山林 1,618.80

上川郡新得町字新得西８線31番１ 山林 13,894.00

上川郡新得町字新得西８線33番 山林 20,760.00

上川郡新得町字新得西８線35番１ 山林 25,571.21

上川郡新得町字新得西８線35番２ 山林 1,025.00

上川郡新得町字新得西８線37番１ 畑 12,178.64

上川郡新得町字新得西８線37番２ 畑 14,405.00

上川郡新得町字新得西８線39番１ 畑 21,218.42

上川郡新得町字新得西８線39番２ 畑 342.56

上川郡新得町字新得西８線39番３ 畑 1,441.61

上川郡新得町字新得西８線41番１ 畑 9,240.06

上川郡新得町字新得西８線41番２ 畑 1,574.39

上川郡新得町字新得西８線41番３ 畑 12,380.27

上川郡新得町字新得西８線41番８ 畑 253.66

上川郡新得町字新得西８線42番１ 牧場 4,255.40

上川郡新得町字新得西８線43番１ 牧場 14,804.89

上川郡新得町字新得西８線43番２ 牧場 11,685.30

上川郡新得町字新得西８線44番１ 山林 29,381.62

上川郡新得町字新得西８線45番１ 牧場 6,685.84

上川郡新得町字新得西８線45番２ 山林 1,383.21

上川郡新得町字新得西８線45番３ 山林 1,561.77

上川郡新得町字新得西８線45番４ 雑種地 808.73

上川郡新得町字新得西８線45番５ 牧場 14,343.42

上川郡新得町字新得西８線45番７ 山林 3,507.78

上川郡新得町字新得西８線45番14 雑種地 212.71

上川郡新得町字新得西８線46番１ 山林 27,809.00

上川郡新得町字新得西８線46番２ 山林 20,341.00

上川郡新得町字新得西８線47番１ 牧場 28,992.79
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上川郡新得町字新得西８線47番２ 山林 1,482.00

上川郡新得町字新得西８線47番３ 牧場 11,630.62

上川郡新得町字新得西８線48番１ 山林 49,358.45

上川郡新得町字新得西８線49番１ 牧場 40,427.03

上川郡新得町字新得西８線49番２ 山林 7,077.00

上川郡新得町字新得西８線49番３ 山林 360.00

上川郡新得町字新得西８線49番４ 牧場 678.39

上川郡新得町字新得西８線50番１ 山林 42,290.20

上川郡新得町字新得西８線50番２ 山林 348.28

上川郡新得町字新得西８線51番１ 牧場 38,045.00

上川郡新得町字新得西８線51番２ 山林 8,509.00

上川郡新得町字新得西８線52番１ 山林 18,540.51

上川郡新得町字新得西８線52番２ 山林 17,161.80

上川郡新得町字新得西８線53番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線54番１ 山林 44,339.96

上川郡新得町字新得西８線54番２ 山林 0.25

上川郡新得町字新得西８線55番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線56番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線57番１ 牧場 24,942.00

上川郡新得町字新得西８線57番２ 牧場 3,330.00

上川郡新得町字新得西８線57番３ 山林 8,031.00

上川郡新得町字新得西８線57番４ 山林 7,599.00

上川郡新得町字新得西８線58番１ 山林 30,675.00

上川郡新得町字新得西８線58番２ 山林 11,435.00

上川郡新得町字新得西８線59番１ 牧場 45,573.00

上川郡新得町字新得西８線59番２ 山林 4,014.00

上川郡新得町字新得西８線60番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線61番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線62番１ 山林 48,724.29

上川郡新得町字新得西８線63番 牧場 49,587.00
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上川郡新得町字新得西８線64番１ 山林 39,385.73

上川郡新得町字新得西８線64番２ 山林 936.76

上川郡新得町字新得西８線65番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線66番１ 山林 49,476.75

上川郡新得町字新得西８線67番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線68番１ 山林 39,504.29

上川郡新得町字新得西８線69番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線70番１ 山林 40,388.89

上川郡新得町字新得西８線71番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線72番１ 山林 39,763.24

上川郡新得町字新得西８線73番１ 牧場 27,973.00

上川郡新得町字新得西８線73番２ 牧場 19,588.00

上川郡新得町字新得西８線74番１ 山林 37,194.85

上川郡新得町字新得西８線75番１ 牧場 49,071.00

上川郡新得町字新得西８線76番１ 山林 28,143.48

上川郡新得町字新得西８線76番２ 山林 1,085.70

上川郡新得町字新得西８線77番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線78番１ 山林 15,717.37

上川郡新得町字新得西８線78番２ 山林 11,520.69

上川郡新得町字新得西８線79番１ 牧場 48,319.07

上川郡新得町字新得西８線80番１ 山林 35,028.52

上川郡新得町字新得西８線80番２ 山林 294.28

上川郡新得町字新得西８線81番１ 牧場 46,563.86

上川郡新得町字新得西８線82番１ 山林 48,740.04

上川郡新得町字新得西８線83番１ 牧場 49,440.36

上川郡新得町字新得西８線84番１ 山林 38,126.69

上川郡新得町字新得西８線84番２ 山林 1,180.00

上川郡新得町字新得西８線84番３ 山林 1,801.31

上川郡新得町字新得西８線85番１ 牧場 28,636.00

上川郡新得町字新得西８線85番２ 山林 6,820.00
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上川郡新得町字新得西８線85番３ 山林 10,352.00

上川郡新得町字新得西８線86番１ 山林 15,361.00

上川郡新得町字新得西８線86番２ 山林 2,697.00

上川郡新得町字新得西８線86番３ 山林 4,201.00

上川郡新得町字新得西８線86番４ 山林 10,504.42

上川郡新得町字新得西８線86番６ 山林 1,596.70

上川郡新得町字新得西８線87番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線88番１ 山林 36,636.88

上川郡新得町字新得西８線88番２ 山林 2,803.90

上川郡新得町字新得西８線89番 牧場 49,587.00

上川郡新得町字新得西８線90番１ 山林 49,523.80

上川郡新得町字新得西８線91番10 山林 20,616.00

上川郡新得町字新得西８線91番11 山林 22,504.00

上川郡新得町字新得西８線92番10 山林 31,945.00

上川郡新得町字新得西８線92番11 山林 12,739.00

上川郡新得町字新得西８線93番 山林 45,125.00

上川郡新得町字新得西８線95番１ 山林 38,296.00

上川郡新得町字新得西８線95番２ 山林 8,863.00

上川郡新得町字新得西８線東５番１ 山林 2,147.77

上川郡新得町字新得西８線東５番２ 山林 1,664.71

上川郡新得町字新得西８線東６番１ 山林 13,401.79

上川郡新得町字新得西９線１番１ 山林 53,066.72

上川郡新得町字新得西９線３番 山林 10,065.00

上川郡新得町字新得西９線４番１ 山林 40,693.34

上川郡新得町字新得西９線５番１ 山林 36,361.53

上川郡新得町字新得西９線６番１ 山林 9,133.24

上川郡新得町字新得西９線７番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線９番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線10番１ 畑 35,052.33

上川郡新得町字新得西９線10番２ 畑 20,757.26
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上川郡新得町字新得西９線11番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線12番１ 畑 8,280.78

上川郡新得町字新得西９線12番２ 畑 18,374.82

上川郡新得町字新得西９線13番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線14番１ 畑 30,516.30

上川郡新得町字新得西９線15番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線16番１ 畑 14,749.57

上川郡新得町字新得西９線16番２ 山林 27,769.86

上川郡新得町字新得西９線16番８ 畑 19,879.78

上川郡新得町字新得西９線17番 畑 48,569.00

上川郡新得町字新得西９線19番１ 山林 14,773.12

上川郡新得町字新得西９線19番２ 山林 6,930.64

上川郡新得町字新得西９線20番１ 山林 1,159.56

上川郡新得町字新得西９線21番１ 山林 5,414.71

上川郡新得町字新得西９線21番２ 山林 8.57

上川郡新得町字新得西９線45番１ 山林 19,727.00

上川郡新得町字新得西９線45番２ 山林 411.00

上川郡新得町字新得西９線47番 山林 49,554.00

上川郡新得町字新得西９線48番 山林 22,772.95

上川郡新得町字新得西９線49番１ 山林 35,636.00

上川郡新得町字新得西９線49番２ 山林 12,342.00

上川郡新得町字新得西９線50番１ 山林 24,751.38

上川郡新得町字新得西９線50番２ 山林 23,254.61

上川郡新得町字新得西９線51番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線52番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線53番１ 山林 36,758.78

上川郡新得町字新得西９線53番２ 山林 1,942.75

上川郡新得町字新得西９線54番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線55番１ 山林 18,105.05

上川郡新得町字新得西９線55番２ 山林 1,228.00
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上川郡新得町字新得西９線55番４ 山林 14,414.87

上川郡新得町字新得西９線56番１ 山林 28,119.11

上川郡新得町字新得西９線56番２ 山林 1,482.00

上川郡新得町字新得西９線56番３ 山林 16,258.42

上川郡新得町字新得西９線57番１ 山林 13,391.34

上川郡新得町字新得西９線57番２ 山林 18,223.50

上川郡新得町字新得西９線57番３ 山林 3,764.99

上川郡新得町字新得西９線57番５ 山林 2,961.66

上川郡新得町字新得西９線57番７ 山林 358.43

上川郡新得町字新得西９線58番１ 山林 31,202.00

上川郡新得町字新得西９線58番２ 山林 8,485.00

上川郡新得町字新得西９線58番３ 山林 2,363.00

上川郡新得町字新得西９線59番１ 山林 24,776.42

上川郡新得町字新得西９線59番２ 山林 2,995.00

上川郡新得町字新得西９線59番３ 山林 15,030.15

上川郡新得町字新得西９線60番１ 山林 47,056.90

上川郡新得町字新得西９線60番２ 山林 1,921.50

上川郡新得町字新得西９線61番１ 山林 43,465.70

上川郡新得町字新得西９線61番２ 山林 3,001.27

上川郡新得町字新得西９線62番１ 山林 38,152.52

上川郡新得町字新得西９線62番２ 山林 9,952.71

上川郡新得町字新得西９線63番１ 山林 47,049.10

上川郡新得町字新得西９線64番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西９線65番１ 山林 49,537.60

上川郡新得町字新得西９線66番 山林 48,619.00

上川郡新得町字新得西９線67番１ 山林 42,366.34

上川郡新得町字新得西９線68番 山林 18,957.00

上川郡新得町字新得西９線69番１ 山林 19,761.47

上川郡新得町字新得西９線77番 山林 24,911.00

上川郡新得町字新得西９線79番 山林 49,587.00
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上川郡新得町字新得西９線80番１ 山林 27,138.00

上川郡新得町字新得西９線80番２ 山林 17,424.00

上川郡新得町字新得西９線81番１ 山林 38,621.00

上川郡新得町字新得西９線81番２ 山林 8,230.00

上川郡新得町字新得西９線82番１ 山林 38,514.00

上川郡新得町字新得西９線82番２ 山林 8,479.00

上川郡新得町字新得西９線83番１ 山林 12,348.00

上川郡新得町字新得西９線83番２ 山林 23,030.00

上川郡新得町字新得西９線83番３ 山林 12,348.00

上川郡新得町字新得西９線84番１ 山林 41,732.00

上川郡新得町字新得西９線84番２ 山林 3,623.00

上川郡新得町字新得西９線85番１ 山林 31,932.00

上川郡新得町字新得西９線85番２ 山林 13,679.00

上川郡新得町字新得西９線86番 山林 46,735.00

上川郡新得町字新得西９線87番１ 山林 34,613.99

上川郡新得町字新得西９線88番 山林 48,043.00

上川郡新得町字新得西９線89番１ 山林 2,984.30

上川郡新得町字新得西９線89番２ 山林 793.00

上川郡新得町字新得西９線89番４ 山林 17,299.73

上川郡新得町字新得西９線90番１ 山林 12,611.00

上川郡新得町字新得西９線90番２ 山林 27,347.00

上川郡新得町字新得西９線東１番１ 山林 14,800.50

上川郡新得町字新得西９線東１番２ 山林 69,198.84

上川郡新得町字新得西10線９番 畑 83,265.00

上川郡新得町字新得西10線10番１ 山林 67,369.01

上川郡新得町字新得西10線10番２ 山林 10,315.07

上川郡新得町字新得西10線10番５ 山林 11.84

上川郡新得町字新得西10線11番 畑 49,587.00

上川郡新得町字新得西10線12番１ 山林 21,344.06

上川郡新得町字新得西10線12番２ 山林 16,049.61
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上川郡新得町字新得西10線13番１ 畑 47,908.00

上川郡新得町字新得西10線13番２ 山林 20,786.54

上川郡新得町字新得西10線13番３ 畑 10,777.00

上川郡新得町字新得西10線14番１ 山林 3,395.00

上川郡新得町字新得西10線14番２ 山林 20,875.70

上川郡新得町字新得西10線14番３ 山林 13,144.58

上川郡新得町字新得西10線17番１ 山林 31,493.69

上川郡新得町字新得西10線17番２ 山林 12,541.00

上川郡新得町字新得西10線17番３ 山林 39,681.00

上川郡新得町字新得西10線17番４ 山林 8,668.00

上川郡新得町字新得西10線18番１ 山林 16,001.00

上川郡新得町字新得西10線18番２ 山林 82,203.00

上川郡新得町字新得西10線49番１ 山林 25,493.48

上川郡新得町字新得西10線49番２ 山林 2,548.21

上川郡新得町字新得西10線50番 山林 331.50

上川郡新得町字新得西10線51番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西10線52番 山林 32,659.42

上川郡新得町字新得西10線53番 山林 48,345.00

上川郡新得町字新得西10線54番 山林 49,587.00

上川郡新得町字新得西10線55番 山林 47,787.75

上川郡新得町字新得西10線56番１ 山林 38,859.22

上川郡新得町字新得西10線56番２ 山林 2,890.62

上川郡新得町字新得西10線57番 山林 43,944.98

上川郡新得町字新得西10線58番１ 山林 44,872.90

上川郡新得町字新得西10線59番１ 山林 23,262.17

上川郡新得町字新得西10線59番２ 山林 24,346.89

上川郡新得町字新得西10線60番 山林 36,273.09

上川郡新得町字新得西10線61番１ 山林 18,617.91

上川郡新得町字新得西10線61番２ 山林 29,905.71

上川郡新得町字新得西10線62番 山林 22,275.95
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上川郡新得町字新得西10線63番 山林 47,001.78

上川郡新得町字新得西10線64番 山林 4,352.50

上川郡新得町字新得西10線65番 山林 13,810.50

上川郡新得町字新得西11線11番１ 山林 119,047.69

上川郡新得町字新得西11線12番１ 山林 45,136.00

上川郡新得町字新得西11線12番２ 山林 27,946.00

上川郡新得町字新得西11線13番１ 山林 4,105.00

上川郡新得町字新得西11線13番２ 山林 38,393.00

上川郡新得町字新得西11線17番 山林 92,424.00

上川郡新得町字新得西11線51番１ 山林 4,113.22

上川郡新得町字新得西11線53番１ 山林 7,024.13

上川郡新得町字新得西11線53番２ 山林 16,268.00

上川郡新得町字新得西11線53番３ 雑種地 1,395.00

上川郡新得町字新得西11線55番１ 山林 3,272.14

上川郡新得町字新得西11線55番２ 山林 5,659.87

上川郡新得町字新得西11線55番３ 山林 3,260.50

上川郡新得町字新得西11線55番４ 雑種地 828.72

上川郡新得町字新得西11線55番５ 雑種地 252.03

上川郡新得町字新得西11線57番 山林 1,007.50

河西郡芽室町新生南９線２番１ 宅地 47,989.27

河西郡芽室町新生南10線１番１ 畑 32,345.87

河西郡芽室町新生南10線１番２ 宅地 17,334.61

河西郡芽室町新生南10線２番 畑 49,652.54

河西郡芽室町新生南11線１番 畑 49,694.96

河西郡芽室町北伏古南９線34番１ 畑 119,774.78

河西郡芽室町北伏古南９線34番７ 宅地 19,152.12

河西郡芽室町北伏古南10線33番１ 畑 117,839.22

河西郡芽室町北伏古南10線33番４ 山林 19,454.14

河西郡芽室町北伏古南10線33番５ 宅地 10,698.80

河西郡芽室町北伏古南10線34番１ 畑 148,000.49
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河西郡芽室町北伏古南11線33番１ 畑 148,073.36

標津郡中標津町西２条南６丁目１番１ 畑 36,476.05

標津郡中標津町桜ヶ丘１丁目１番１ 原野 119,453.58

標津郡中標津町桜ヶ丘１丁目１番３ 宅地 12,163.21

標津郡中標津町桜ヶ丘１丁目２番１ 雑種地 96,045.23

標津郡中標津町旭ヶ丘７番１ 畑 61,406.56

標津郡中標津町旭ヶ丘７番２ 宅地 28,307.90

標津郡中標津町旭ヶ丘７番３ 宅地 161,641.43

標津郡中標津町旭ヶ丘７番４ 畑 2,076,899.70

標津郡中標津町旭ヶ丘９番１ 畑 50,181.97

標津郡中標津町旭ヶ丘９番２ 畑 74,112.16

標津郡中標津町旭ヶ丘９番６ 畑 67,592.44

２ 建物

所在地 施設名称 構造
延床面積

（平方メートル）

札幌市北区北19条西 公害防止棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 2,982.37

12丁目１番地６ ３階建

残響試験棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 140.14

平家建

高圧ガス庫 コンクリートブロック造亜 19.35

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

ごみ集積場 コンクリートブロック造亜 3.50

鉛メッキ鋼板ぶき平家建
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受水槽機械室 鉄骨造陸屋根平家建 31.30

化学物質研究棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 395.02

２階建

札幌市北区北19条西 庁舎 鉄筋コンクリート・軽量鉄 2,860.44

12丁目１番地６ 骨・木造陸屋根・亜鉛メッ

札幌市北区北19条西 キ鋼板ぶき渡廊下付３階建

13丁目１番地10

高圧ガス貯蔵庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 3.30

ぶき平家建

観測所 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 4.86

ぶき平家建

試すい倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 427.50

平家建

試すい格納ピッ 鉄筋コンクリート造亜鉛 7.29

ト メッキ鋼板ぶき平家建

札幌市北区北20条西 研究棟及び試験 鉄筋コンクリート・鉄骨造 8,668.01

11丁目１番地２ 棟 陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶ

札幌市北区北19条西 き４階建

11丁目１番地９

札幌市北区北20条西 鉄くず置場 コンクリートブロック造亜 10.32

11丁目１番地２ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

倉庫１ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 98.96
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ぶき平家建

倉庫２ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 98.41

ぶき平家建

札幌市手稲区曙５条 観測所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 32.40

４丁目94番地１ 家建

函館市湯川町１丁目 庁舎１ 木・鉄筋コンクリート・コ 661.12

２番地66 ンクリートブロック造亜鉛

メッキ鋼板ぶき２階建

庁舎２ 木・鉄筋コンクリート・コ 266.40

ンクリートブロック造亜鉛

メッキ鋼板ぶき２階建

庁舎３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 280.00

平家建

物品庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 145.30

家建

車庫 コンクリートブロック造亜 16.70

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

渡り廊下 木・鉄筋コンクリート・コ 21.90

ンクリートブロック造亜鉛

メッキ鋼板ぶき２階建

変電室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 16.48
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家建

漁具倉庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メ 144.14

ッキ鋼板ぶき２階建

函館市桔梗町372番地 庁舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 194.32

２ 家建

休憩所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 66.24

家建

作業所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 88.68

家建

倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 49.68

家建

２号倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 81.00

階建

２号便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 12.96

家建

物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 4.95

家建

２号物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 3.24

家建

３号物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 14.87
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家建

車庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 58.32

家建

函館市桔梗町433番地 便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 7.29

31 家建

小樽市築港27番地６ 庁舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 997.57

メッキ鋼板ぶき２階建

機材保管庫及び 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 298.96

車庫 ２階建

旭川市緑が丘東１条 庁舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 4,313.11

３丁目１番地1346、 地下１階付４階建

１番地1345

防耐火実験棟 鉄筋コンクリート造合金 247.30

メッキ鋼板ぶき平家建

防音実験棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 111.36

平家建

風雪実験棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 608.30

地下１階付４階建

環境実験棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 971.50

地下１階付４階建

材料・建築物理 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 1,054.00
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実験棟 地下１階付４階建

構造強度実験棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 999.31

地下１階付４階建

耐震実験棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 581.79

地下１階付４階建

旭川市西神楽１線10 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 2,941.42

号174番地７ ２階建

動力管理棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 1,021.59

２階建

合板試験棟 鉄骨造陸屋根平家建 1,243.65

性能試験棟 鉄骨造陸屋根平家建 817.16

研究棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 968.88

２階建

粉砕成形試験棟 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 933.30

家建

応用試験棟 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 991.34

家建

製材試験棟 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 995.18

家建
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加工試験棟 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 995.18

家建

渡り廊下１ 鉄骨造陸屋根平家建 43.61

渡り廊下２ 鉄骨造陸屋根平家建 39.75

危険物貯蔵庫 コンクリートブロック造亜 9.72

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

プロパン庫 コンクリートブロック造亜 9.00

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

バーカー小屋 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 50.75

平家建

し尿処理施設 鉄筋コンクリート造亜鉛 53.31

メッキ鋼板ぶき平家建

排水処理施設 鉄筋コンクリート造亜鉛 67.16

メッキ鋼板ぶき平家建

１号車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 88.00

平家建

２号車庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 52.65

ぶき平家建

３号車庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 28.80

ぶき平家建
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倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 165.62

家建

２号倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 131.67

ぶき平家建

木と暮らしの情 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 544.62

報館 階建

キノコ試験室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 239.93

家建

多機能炭化物試 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 139.40

験室 家建

ログハウス 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 132.84

家建

室蘭市舟見町１丁目 管理研究棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 2,874.47

156番地３、155番地 ３階建

１、158番地１、158

番地３、159番地、 取水ろ過棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 1,060.56

160番地、156番地９ 地下１階付２階建

調査機器保管庫 鉄筋コンクリート造亜鉛 98.00

メッキ鋼板ぶき平家建

量産棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,324.27

２階建
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貝類甲殻類棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,100.00

平家建

親魚棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 879.00

平家建

隔離飼育棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 146.05

平家建

釧路市浜町16番地１ 庁舎及び生物実 鉄筋コンクリート造亜鉛 704.26

験室 メッキ鋼板ぶき地下１階付

２階建

実験室兼加工場 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 315.69

家建

漁具格納庫 コンクリートブロック造亜 67.75

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

機械庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.97

家建

物品庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 79.48

階建

車庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 17.39

家建

危険物貯蔵庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 5.00
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ぶき平家建

漁具倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 144.85

２階建

釧路市仲浜町４番地 分庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 1,660.37

12、４番地25、４番 塔屋１階付２階建

地24

車庫兼倉庫 コンクリートブロック造亜 39.00

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

危険物貯蔵庫 コンクリートブロック造亜 5.00

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

排水処理施設上 鉄筋コンクリート造陸屋根 36.78

屋 平家建

岩見沢市上幌向町216 庁舎 コンクリートブロック造亜 642.73

番地２ 鉛メッキ鋼板ぶき２階建

第１吹抜小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 141.00

家建

第２吹抜小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.37

家建

病虫調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 86.12

家建

作業室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 198.74
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家建

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 94.25

平家建

米質検定実験室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 223.52

渡廊下付平家建

温室及び短日処 鉄骨造ガラス張一部亜鉛 158.77

理室 メッキ鋼板ぶき平家建

温室 鉄骨造ガラス張・亜鉛メッ 203.00

キ鋼板ぶき平家建

良食味米生産技 鉄筋コンクリート造陸屋根 729.76

術研究施設 ２階建

土壌肥料調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 69.56

家建

農機具格納庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 333.00

平家建

第２農機具格納 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 243.00

庫 平家建

第３農機具格納 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 33.44

庫 ぶき平家建

低コスト米選別 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 273.33
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効率化施設 平家建

便所 コンクリートブロック造亜 12.96

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

危険物貯蔵所 鉄筋コンクリート造亜鉛 7.20

メッキ鋼板ぶき平家建

低コスト稲作調 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 135.27

査室 家建

収穫物調整施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 249.60

平家建

岩見沢市上幌向町223 育苗作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 116.64

番地２ 平家建

網走市鱒浦１丁目31 庁舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 670.84

番地３ メッキ鋼板ぶき２階建

作業所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 264.99

家建

倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 149.05

家建

物品庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 19.44

ぶき平家建

測定室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 36.45
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平家建

網走市鱒浦１丁目31 車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 19.33

番地３、29番地２ 平家建

稚内市末広４丁目34 管理研究棟 鉄筋コンクリート・鉄骨造 2,676.70

番地65 陸屋根２階建

飼育実験棟 鉄筋コンクリート・鉄骨造 1,488.26

陸屋根２階建

プロパン庫 コンクリートブロック造陸 10.00

屋根平家建

美唄市字カーウシュ 林業機械等設備 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 751.50

ナイ367番地６ 格納庫 地下１階付２階建

資材置場 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 64.80

家建

燃料保管庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 8.00

ぶき平家建

美唄市字カーウシュ 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋 1,579.16

ナイ367番地27 根・亜鉛メッキ鋼板ぶき３

階建

実験研修棟 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2,674.31

陸屋根渡廊下付３階建
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渡り廊下 鉄骨・鉄筋コンクリート造 45.00

陸屋根渡廊下付３階建

受水槽 コンクリートブロック造亜 32.40

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

展示館 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 349.45

平家建

温室 木造ガラス板ぶき平家建 148.23

美唄市字カーウシュ 研修宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 1,176.08

ナイ367番地27、367 ２階建

番地６

研修宿舎焼却炉 コンクリートブロック造亜 6.55

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

車庫 コンクリートブロック造亜 80.70

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

江別市文京台緑町590 研究棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 4,270.86

番地５、589番地４、 地下１階付塔屋付３階建

589番地５、590番地

３ 試験棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 1,114.49

２階建

渡り廊下 鉄骨造陸屋根平家建 18.40

特殊ガス庫 鉄筋コンクリート造亜鉛 76.84

メッキ鋼板ぶき地下１階付
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平家建

車庫 鉄板造鉄板屋根平家建 46.62

紋別市港町７丁目46 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 587.50

番地１ 平家建

車庫兼倉庫 鉄筋コンクリート造亜鉛 118.40

メッキ鋼板ぶき平家建

加工廃水処理装 鉄筋コンクリート造亜鉛 8.70

置上屋 メッキ鋼板ぶき平家建

三笠市大里43番地１ 倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 132.48

階建

便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 6.60

家建

三笠市大里43番地１、 事務所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 179.68

40番地１ 階建

滝川市南滝の川352番 水田管理作業室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 56.70

地１ 平家建

滝川市南滝の川363番 ウイルス病検定 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 50.48

地１ 施設

隔離増殖実験棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 286.45

ラス板ぶき平家建
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乾燥舎（遺伝資 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 107.19

源） ラス板ぶき平家建

難採種遺伝資源 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 343.08

増殖施設 ラス板ぶき平家建

第２農機具格納 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 330.00

庫 平家建

屋根付き堆肥舎 鉄筋コンクリート・鉄骨造 369.00
たい

亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建

滝川市南滝の川363番 庁舎 コンクリートブロック造亜 416.13

地２ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

油庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 16.52

ぶき平家建

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 116.64

平家建

便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.72

家建

種子総合調整施 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 301.88

設 平家建

第１農機具格納 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 105.30

庫・詰所 家建
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第３農機具格納 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 222.06

庫 平家建

乾燥舎 鉄骨亜鉛メッキ鋼板・ビニ 107.19

ール板ぶき平家建

調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 57.83

家建

種子貯蔵施設 鉄筋コンクリート造亜鉛 563.61

メッキ鋼板ぶき平家建

総合工作室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 147.00

平家建

種子備蓄施設 鉄骨造ステンレス鋼板ぶき 288.00

平家建

総合作業室 鉄骨造陸屋根２階建 379.20

草本乾燥舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 129.60

平家建

滝川市東滝川735番地 農機具格納庫 木造・軽量鉄骨造亜鉛メッ 233.00

62 キ鋼板ぶき平家建

農機具格納庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 569.16

平家建
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油類格納庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 5.69

ぶき平家建

職員詰所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 106.92

家建

滝川市東滝川735番地 研修宿泊棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 1,205.84

63 ２階建

滝川市東滝川735番地 展示温室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 118.87

64

滝川市東滝川735番地 研究庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 2,104.73

64、735番地63 ２階建

便所 鉄骨造陸屋根平家建 29.25

滝川市東滝川735番地 機材庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,033.46

65 平家建

滝川市東滝川735番地 第２運動具庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 24.79

71 家建

滝川市東滝川735番地 運動具庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 5.04

72 家建

滝川市東滝川735番地 バイオマス研究 鉄筋コンクリート造陸屋根 310.00

77 棟 平家建

事務庁舎 れんが造カラー鋼板ぶき２ 449.86
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階建

総合研究庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 721.36

２階建

物置１ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 49.58

家建

物置２ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 26.49

家建

物置３ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 26.49

家建

物置４ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 14.87

家建

第１車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 187.20

平家建

滝川市東滝川735番地 床土置場・土詰 鉄骨造陸屋根平家建 553.80

120 播種作業棟
は

農機具格納庫・ 鉄骨造陸屋根平家建 659.34

車庫

保鮮実験棟 鉄骨造陸屋根平家建 232.80

花き・野菜調査 鉄骨造陸屋根平家建 384.00

棟
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病虫・土壌作物 鉄骨造陸屋根平家建 390.00

調査棟

花き・野菜詰所 鉄骨造陸屋根平家建 141.62

便所 鉄骨造陸屋根平家建 37.96

電気室 鉄骨造陸屋根平家建 66.30

花き温室１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

花き温室２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

花き温室３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

野菜温室１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

野菜温室２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

野菜温室３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

研修温室１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 290.25

平家建
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研修温室２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 290.25

平家建

環境制御温室１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

環境制御温室２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

病虫温室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

土肥温室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.00

平家建

人工気象室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 80.18

平家建

ミスト室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 164.20

平家建

滝川市東滝川735番地 ほ場避難棟１ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 29.16

122 家建

滝川市東滝川735番地 ほ場避難棟２ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 29.16

123 家建

滝川市東滝川735番地 倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 43.74

126、735番地77 家建
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第２車庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 43.74

家建

滝川市東滝川735番地 研修寮 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 122.50

140 ぶき平家建

研修寮物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.93

家建

恵庭市北柏木町３丁 排水施設 鉄筋コンクリート造陸屋根 260.00

目369番地 平家建

採卵室 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 20.00

ぶき平家建

し尿浄化槽上屋 鉄筋コンクリート造陸屋根 62.11

平家建

恵庭市北柏木町３丁 本館 鉄筋コンクリート造陸屋根 2,537.58

目373番地 地下１階付２階建

取導水設備 鉄筋コンクリート造陸屋根 64.00

平家建

車庫兼艇庫・工 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 124.98

作室 ぶき平家建

餌料培養棟 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 129.27
じ
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展示研修館 鉄筋コンクリート造陸屋根 252.50

平家建

石狩市新港東４丁目 新港東観測所 鉄筋コンクリート造陸屋根 16.20

800番地先 平家建

石狩市新港南３丁目 観測所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 17.01

703番地６ 家建

北斗市本町670番地 揚水舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 3.31

家建

北斗市本町680番地１ 庁舎兼土壌実験 コンクリートブロック・木 197.35

室 造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家

建

１号温室 鉄骨造ガラス張平家建 165.43

２号温室 軽量鉄骨造ガラスぶき・木 149.04

造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家

建

ファイロンハウ 軽量鉄骨造ビニール板ぶき 78.07

ス 平家建

環境制御温室 鉄骨造ガラス板亜鉛メッキ 534.15

鋼板ぶき平家建

総合倉庫 ブロック・木造亜鉛メッキ 133.85

鋼板ぶき平家建
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車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 100.75

平家建

農機具格納庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 350.00

平家建

作業室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 145.74

家建

昆虫飼育実験室 ブロック・木造亜鉛メッキ 106.92

鋼板ぶき平家建

土壌病害虫総合 鉄骨造ガラス板・亜鉛メッ 275.04

実験温室 キ鋼板ぶき平家建

便所２ 木・ブロック造亜鉛メッキ 6.62

鋼板ぶき平家建

農業資材倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 243.00

２階建

水田温室 鉄骨造ガラス板ぶき・鉄筋 2,340.00

コンクリート造陸屋根平家

建

運搬車用車庫 亜鉛メッキ鋼板造合金メッ 86.49

キ鋼板ぶき平家建

北斗市本町680番地 庁舎 鉄筋コンクリート・鉄骨造 969.12
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１、842番地１ 亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋

根２階建

会議室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 132.23

家建

穀物倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 79.33

家建

ポンプ室 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 6.48

ぶき平家建

調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 165.25

家建

物品庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 66.11

家建

燃料庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 8.30

ぶき平家建

ポンプ小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 3.31

家建

便所１ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.72

家建

ガス格納庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 4.95

ぶき平家建
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北斗市本町680番地 花き省エネ栽培 鉄骨造ビニール板・亜鉛 655.92

１、842番地１、842 温室 メッキ鋼板ぶき平家建

番地８

北斗市向野３丁目63 ポンプ室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 2.25

番地２ 家建

果樹品質調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 66.42

家建

二海郡八雲町熊石鮎 管理・ふ化養魚 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,444.84

川町189番地43 池棟 平家建

倉庫兼車庫 コンクリートブロック造亜 120.00

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

給水棟 鉄筋コンクリート造亜鉛 18.52

メッキ鋼板ぶき平家建

採卵室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 20.00

平家建

便所 コンクリートブロック造亜 3.39

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

余市郡余市町浜中町 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋 5,257.20

238番地３、238番地 根・ステンレス鋼板ぶき４

２ 階建

取水槽上屋 鉄筋コンクリート造ステン 77.35
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レス鋼板ぶき平家建

飼育棟 鉄筋コンクリート造陸屋 1,342.25

根・ステンレス鋼板ぶき４

階建

実験棟 鉄筋コンクリート造陸屋 1,405.27

根・ステンレス鋼板ぶき４

階建

夕張郡長沼町５番地 ポンプ小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 13.24

２ 家建

夕張郡長沼町74番地 庁舎 鉄筋コンクリート・ブロッ 4,350.31

１ ク造陸屋根・亜鉛メッキ鋼

板ぶき３階建

第２庁舎 鉄骨・コンクリートブロッ 963.67

ク造亜鉛メッキ鋼板ぶき平

家建

果樹貯蔵庫 コンクリートブロック造亜 132.24

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

根菜類貯蔵庫 コンクリートブロック造亜 49.59

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

第１号吹抜小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.37

家建
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第２号吹抜小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 105.99

家建

第３号吹抜小屋 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.37

家建

発電機室 コンクリートブロック造亜 66.24

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

温室１ 鉄骨造ガラス張平家建 135.36

温室２ 鉄骨造ガラス張平家建 135.36

温室３ 鉄骨造ガラス張平家建 135.50

調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.37

家建

土壌試料調整室 木・コンクリートブロック 115.69

造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家

建

園芸加工実験室 コンクリートブロック造亜 165.62

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

不凍実験室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 892.88

平家建

第１農機具庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 165.62

家建
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第２農機具庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 165.62

家建

第１車庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 165.48

家建

第２車庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 97.20

家建

第３車庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 36.65

ぶき平家建

農業機械修理室 コンクリートブロック造亜 198.74

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

種子くん蒸室 コンクリートブロック造亜 16.56

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

第１倉庫 コンクリートブロック造亜 9.72

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

第２倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 32.40

家建

記念館 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 313.09

家建

悪臭試料処理室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 132.49

及び小農具庫 家建
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ガラス・網室 鉄骨造ガラスぶき・木造亜 268.56

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

ガス観測調整室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 40.43

家建

水質汚濁防止処 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 275.72

理室 平家建

ガス保管庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 15.98

平家建

ガラス室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 108.00

大豆短日処理室 鉄骨造ガラス板・亜鉛メッ 100.80

キ鋼板ぶき平家建

バイテク総合温 鉄骨・コンクリートブロッ 734.64

室 ク造ガラス板ぶき陸屋根平

家建

便所１ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 12.15

家建

土壌養水分種子 コンクリートブロック造亜 26.33

調査装置施設棟 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

農機具格納庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 432.60

平家建
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作業管理棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 234.82

平家建

病害ガラス温室 鉄骨造ガラス板・亜鉛メッ 256.99

キ鋼板ぶき平家建

総合調査実験棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 412.50

平家建

作物調査棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 359.64

平家建

夕張郡長沼町74番地 そ菜調査及び作 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 66.11

18 業室 家建

便所２ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 8.28

家建

第３農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 99.00

平家建

夕張郡長沼町669番地 果樹新品種育成 鉄骨造ガラス板・亜鉛メッ 374.85

２ 総合温室 キ鋼板ぶき平家建

果樹総合管理棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ 232.37

き・陸屋根平家建

夕張郡長沼町1178番 強化ビニール温 軽量鉄骨造強化ビニール張 97.20

地１ 室 平家建
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第２農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 100.80

平家建

野菜花き育成温 鉄骨造アクリル複層板張平 160.12

室 家建

夕張郡長沼町字馬追 第１農機具庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 64.80

原野1768番地38 ぶき平家建

上川郡比布町872番地 冷水田ポンプ舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 63.43

２ メッキ鋼板ぶき平家建

水田ポンプ舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 19.82

メッキ鋼板ぶき平家建

便所１ ブロック造亜鉛メッキ鋼板 36.15

ぶき平家建

上川郡比布町872番地 畑かんポンプ舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 11.22

３ メッキ鋼板ぶき平家建

便所２ ブロック造亜鉛メッキ鋼板 36.15

ぶき平家建

上川郡比布町872番地 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 2,803.87

17 ３階建

バイオテクノロ 鉄骨造陸屋根・ガラス板ぶ 2,147.13

ジー研究棟 き平家建
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昆虫飼育実験棟 鉄骨造陸屋根・ガラス板ぶ 281.88

き平家建

人工気象棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 225.76

ラス板ぶき平家建

電気受水槽室 ブロック造陸屋根平家建 198.00

共同調査棟 鉄骨造陸屋根平家建 907.20

共同作業棟 鉄骨造陸屋根平家建 916.33

農機具棟 鉄骨造陸屋根平家建 907.20

研究資材棟 鉄骨造陸屋根平家建 907.20

浄化槽 鉄筋コンクリート造陸屋根 81.02

平家建

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 178.56

平家建

便所３ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 27.36

家建

ガラス・網室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 233.28

ラス板ぶき平家建

上川郡比布町5837番 乾燥棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 213.84
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地１ 平家建

吹抜棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 213.84

平家建

中川郡中川町字誉300 事務所 コンクリートブロック造亜 150.96

番地１ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

機具庫兼倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 74.52

家建

休憩所兼作業所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 66.24

家建

格納庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 30.24

家建

便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 7.29

家建

中川郡中川町字誉300 車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 76.13

番地４ 平家建

増毛郡増毛町暑寒沢 庁舎 コンクリートブロック造亜 601.80

1265番地１、1266番 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

地

増毛郡増毛町暑寒沢 車庫兼餌料庫 コンクリートブロック造亜 59.31
じ

1265番地１ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建
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枝幸郡浜頓別町緑ヶ 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 963.48

丘８丁目２番地 ２階建

庁舎附属棟 コンクリートブロック造亜 71.40

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

研修館 コンクリートブロック造亜 330.68

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

調査兼試料調整 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 120.48

室 ぶき平家建

ガラス室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 108.28

土壌前処理調整 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 78.92

室 ぶき平家建

牛舎兼乾草収納 木・鉄筋コンクリート造亜 435.54

庫 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

油庫 コンクリートブロック造亜 14.06

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

牧草調査室 コンクリートブロック造亜 248.19

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

試料乾燥庫兼育 鉄骨造ビニール板ぶき平家 88.02

苗ハウス 建
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作業室兼休養室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 221.00

平家建

肥料・農薬庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 99.00

平家建

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 84.00

平家建

農機具兼乾草収 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 241.92

納庫 平家建

農機具格納庫１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 173.58

平家建

農機具格納庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 265.35

平家建

牧草温室 鉄骨造ガラスぶき平家建 100.44

作物調査室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 311.04

２階建

作業室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.00

家建

牧草種子乾燥舎 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 116.64

乾草収納庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 291.60

平家建
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ストレス耐性検 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 198.72

定舎 ラス板ぶき平家建

堆肥舎 鉄骨鉄筋コンクリート造亜 317.25
たい

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

常呂郡訓子府町字弥 馬鈴しょ育種施 鉄筋コンクリート造陸屋根 204.00

生52番地６ 設（貯蔵庫） 平家建

常呂郡訓子府町字弥 庁舎 鉄筋コンクリート造亜鉛メ 1,495.37

生52番地57、52番地 ッキ鋼板ぶき２階建

60

常呂郡訓子府町字高 てん菜分析室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.09

園164番地１、174番 家建

地１

物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 7.43

家建

根菜貯蔵庫 鉄筋コンクリート造陸屋根 30.60

半地下平家建

資料保管庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 124.33

階建

倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 105.78

階建

常呂郡訓子府町字弥 事務所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 172.53

生52番地57 家建
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ガス貯蔵庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 3.53

ぶき平家建

豆類Ｄ型ハウス 軽量鉄骨造ビニール板ぶき 233.28

平家建

園芸資材庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 64.80

ぶき平家建

緑体春化施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 232.00

平家建

玉ねぎ貯蔵庫 木・コンクリートブロック 127.00

造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家

建

昆 虫 飼 育 ガ ラ 鉄骨造ビニール板ぶき平家 25.92

ス・網室 建

便所１ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.72

家建

便所２ コンクリートブロック造陸 14.24

屋根平家建

小農具庫・農薬 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 136.08

庫 ぶき２階建

種子貯蔵庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 59.40
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ぶき平家建

農機具格納庫 コンクリートブロック・鉄 728.50

骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平

家建

牧草調査室 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 243.00

ぶき２階建

小麦生育温室 コンクリートブロック・鉄 197.84

骨造亜鉛メッキ鋼板・ガラ

ス板ぶき平家建

小麦調査室・病 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき地 245.52

虫調査室 下１階付平家建

土壌肥料調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 204.00

家建

車庫１ 鉄骨・ブロック造亜鉛メッ 140.66

キ鋼板ぶき平家建

車庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 231.00

平家建

車庫３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 262.50

平家建

車庫４ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 273.60

平家建
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作物調査室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 200.00

家建

共同作業室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 708.75

２階建

農具庫（馬鈴 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 199.68

しょ） 平家建

てん菜育苗施設 鉄骨造ビニール板ぶき平家 216.00

建

農業資材庫 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 272.16

平家建

常呂郡訓子府町字弥 園芸調査室兼温 コンクリートブロック・鉄 498.96

生52番地58 室 骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平

家建

常呂郡訓子府町字弥 馬鈴しょ育種施 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 346.50

生52番地58、52番地 設（調査室、浴 平家建

６ 光催芽室）

常呂郡訓子府町字弥 馬鈴しょ育種施 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 676.20

生52番地58、52番地 設（実験室、温 ラス板ぶき平家建

６、52番地57 室、網室）

常呂郡訓子府町字弥 ガラス・網室 ブロック・軽量鉄骨造亜鉛 116.91

生52番地59 メッキ鋼板・ガラス板ぶき
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平家建

病虫温室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 314.64

ラス板ぶき平家建

作物温室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 305.75

赤カビ検定用採 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 98.00

種ハウス１

赤カビ検定用採 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 98.00

種ハウス２

常呂郡訓子府町字弥 牧草温室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ガ 315.00

生52番地59、52番地 ラス板ぶき平家建

95

上川郡新得町字新得 庁舎 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 188.13

西２線53番地１ ぶき平家建

車庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 50.00

ぶき平家建

事務所 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 100.37

ぶき平家建

倉庫兼休憩所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.15

家建

展示室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 53.46



- 72 -

家建

温室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 50.75

物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 6.62

家建

便所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 7.29

家建

上川郡新得町字新得 豚遺伝資源導入 鉄筋コンクリート造陸屋根 298.08

西４線34番地１ 施設 平家建

上川郡新得町字新得 共同焼却場レン 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 44.80

西４線36番地２ ダリング搬出施 平家建

設

上川郡新得町字新得 総合肥料庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 315.00

西４線38番地１ 平家建

第３農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 490.00

２階建

第４農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 360.00

平家建

上川郡新得町字新得 資料館 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 466.08

西４線40番地１ 階建

上川郡新得町字新得 診療棟 鉄筋コンクリート造亜鉛 552.75
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西４線42番地１ メッキ鋼板ぶき地下１階付

平家建

診療棟附属物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 24.30

家建

畜産技術交流施 鉄筋コンクリート造亜鉛 667.44

設 メッキ鋼板ぶき２階建

便所 鉄筋コンクリート造亜鉛 22.44

メッキ鋼板ぶき平家建

上川郡新得町字新得 肉牛育成牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 264.00

西５線33番地２ 平家建

検量室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 293.20

平家建

上川郡新得町字新得 肉牛総合事務所 コンクリートブロック造亜 179.34

西５線35番地１ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

検疫育成牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 623.16

平家建

繁殖試験牛草舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 180.00

平家建

精液処理室 コンクリートブロック造亜 69.56

鉛メッキ鋼板ぶき平家建
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堆肥舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 100.80
たい

平家建

検疫育成牛舎附 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 323.29

属草舎 平家建

成雌牛舎附属サ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 24.30

イロ調整室１ 家建

成雌牛舎附属サ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 24.30

イロ調整室２ 家建

成雌牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,285.20

平家建

肉牛体測施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 196.00

平家建

繁殖試験牛舎 鉄骨・鉄筋コンクリート造 850.50

亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建

第３乾草舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 907.20

平家建

上川郡新得町字新得 和種馬保存きゅ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 507.24

西５線36番地１ う舎 平家建

黒毛肥育試験牛 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,629.00

舎 地下１階付平家建
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総合検定牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 990.10

平家建

黒毛ドナー牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,625.37

平家建

上川郡新得町字新得 導入検疫舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 79.75

西５線36番地１ 平家建

上川郡新得町字新得

西６線35番地１

上川郡新得町字新得 事務所 セラミックブロック造亜鉛 216.00

西５線37番地１ メッキ鋼板ぶき平家建

総合工作室 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 494.27

ぶき平家建

倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 261.36

平家建

肥育試験牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,426.97

平家建

第１農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 360.00

平家建

第２農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 540.00

平家建

トラックスケー 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 45.00
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ル 平家建

危険物屋内貯蔵 コンクリートブロック造亜 10.31

所 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

草地飼料作物調 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 430.92

査室 平家建

畜産環境総合試 鉄骨造陸屋根平家建 790.10

験棟

上川郡新得町字新得 家きん作業準備 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 107.28

西５線38番地１ 室 家建

多目的舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 262.80

平家建

発生ふ卵舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 182.00

メッキ鋼板ぶき平家建

試験鶏舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,229.98

平家建

平飼舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 77.76

平家建

車庫・物置・休 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 185.73

憩室 平家建

繁殖羊舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 881.28
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平家建

試験羊舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 855.36

平家建

第１乾草舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 626.94

平家建

上川郡新得町字新得 事務所 コンクリートブロック造亜 109.35

西５線39番地１ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

育成試験牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 394.00

平家建

第２乾草舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 330.00

平家建

上川郡新得町字新得 庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋 6,534.28

西５線39番地１、39 根・亜鉛メッキ鋼板ぶき５

番地２ 階建

プロパン庫 鉄筋コンクリート造亜鉛 36.00

メッキ鋼板ぶき平家建

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 292.50

平家建

上川郡新得町字新得 総合試験牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 1,640.79

西５線39番地１、41 地下１階付平家建

番地２
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乳牛体測所 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 26.40

家建

上川郡新得町字新得 草舎 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 199.55

西５線41番地２ ぶき平家建

衛生試験畜舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 564.30

平家建

衛生乾草舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 199.00

平家建

上川郡新得町字新得 繁殖豚舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 540.90

西５線44番地１、44 家建

番地３

分娩豚舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 835.26
べん

家建

試験豚舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 931.54

家建

食肉検査場 鉄筋コンクリート造亜鉛 226.80

メッキ鋼板ぶき平家建

上川郡新得町字新得 職員詰所兼精液 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 272.16

西５線44番地３、44 等処理室 家建

番地１

車庫兼資材庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 198.74

家建
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豚搬出施設 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 19.87

家建

上川郡新得町字新得 精密試験ほ場作 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 40.50

西６線33番地 業機格納庫 家建

上川郡新得町字新得 ＢＳＥ試験隔離 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 305.10

西６線34番地 牛舎 平家建

感染実験室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 18.18

家建

上川郡新得町字新得 幼すう舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 128.52

西６線35番地１ 平家建

中大すう舎１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 231.00

平家建

中大すう舎２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 231.00

平家建

上川郡新得町字新得 薬液処理室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 25.00

西６線37番地２ 平家建

上川郡新得町字新得 自家水道上屋 コンクリートブロック造亜 326.87

西７線25番地１ 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

配水池上屋 コンクリートブロック造亜 9.81

鉛メッキ鋼板ぶき平家建
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放牧地給水施設 鉄筋コンクリート造亜鉛 17.44

ポンプ室 メッキ鋼板ぶき平家建

上川郡新得町字新得 放牧地体尺施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 180.00

西７線50番地１ 平家建

上川郡新得町字新得 放牧地給水施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 49.00

西８線44番地１先 高架水槽室 平家建

河西郡芽室町新生南 庁舎 鉄筋コンクリート造亜鉛 1,680.08

９線２番地１ メッキ鋼板ぶき２階建

図書室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 82.81

家建

油庫 鉄筋ブロック造亜鉛メッキ 11.55

鋼板ぶき平家建

ガラス室・附属 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 49.68

準備室 家建

病理昆虫実験室 コンクリートブロック・鉄 302.87

筋コンクリート造亜鉛メッ

キ鋼板ぶき地下１階付平家

建

人工交配短日処 鉄骨・木造ガラス張一部亜 171.50

理施設 鉛メッキ鋼板ぶき平家建

温室 鉄骨造ガラス・亜鉛メッキ 198.45
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鋼板ぶき平家建

大豆類収納乾燥 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 162.00

実験室 平家建

草木架乾草室 鉄骨造アクリル板ぶき平家 162.00

建

昆虫飼育実験室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 311.22

平家建

事務所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 174.96

平家建

豆類特性検定温 鉄骨造ガラス張亜鉛メッキ 446.31

室 鋼板ぶき平家建

バイテクファイ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 78.50

トロン 平家建

第１号豆類低温 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 380.10

育種実験室 平家建

第２号豆類低温 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 379.60

育種実験室 平家建

第１号共同調査 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 699.35

室 地下１階付平家建

第２号共同調査 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 583.20
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室 平家建

第３号共同調査 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 890.88

室 ２階建

農産温室・ガラ 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 285.26

ス室

豆類高能率乾燥 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 220.50

施設 平家建

便所 コンクリートブロック造亜 41.40

鉛メッキ鋼板ぶき平家建

ボイラ－室 鉄骨ブロック造亜鉛メッキ 126.36

鋼板ぶき平家建

河西郡芽室町新生南 土壌作物診断室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 194.40

10線１番地２ 平家建

土壌物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 9.91

家建

燃料庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 10.99

ぶき平家建

第１号車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 52.55

平家建

第２号車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 58.32
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平家建

催芽貯蔵施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 136.08

平家建

てん菜育苗施設 鉄骨造ビニール板ぶき平家 210.60

建

農業機械庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 486.00

平家建

河西郡芽室町北伏古 病虫作業室 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 99.37

南９線34番地７ 家建

てん菜糖分分析 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 396.54

室 平家建

農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 300.24

平家建

農機具庫兼総合 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 915.21

工作室 ２階建

第４号共同調査 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 272.70

室 平家建

肥料・種苗共同 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 302.40

保管施設 平家建

河西郡芽室町北伏古 農業機械総合実 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 360.25
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南10線33番地５ 験室 平家建

とうもろこし調 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 231.86

査室 家建

とうもろこし乾 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 166.32

燥室 平家建

種子庫 ブロック造亜鉛メッキ鋼板 39.31

ぶき地下１階付平家建

標津郡中標津町丸山 管理・実験棟兼 コンクリートブロック・鉄 645.11

３丁目１番地10 ふ化・養魚棟 骨造ステンレス鋼板ぶき平

家建

ポンプ室棟 鉄骨造ステンレス鋼板ぶき 48.88

平家建

標津郡中標津町桜ヶ 環境影響評価用 木造・鉄筋コンクリート造 77.50

丘１丁目１番地１ ライシメーター 亜鉛メッキ鋼板ぶき地下１

階付平家建

標津郡中標津町桜ヶ 農産調査室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 600.48

丘１丁目１番地３ 地下１階付平家建

農具庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 72.72

家建

種苗倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２ 158.66

階建
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催芽検定室 軽量鉄骨造ビニール板ぶき 108.00

平家建

交配用温室・網 鉄骨造ガラスぶき平家建 182.44

室

農機具保管庫１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 90.72

平家建

農機具保管庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 194.40

平家建

標津郡中標津町旭ヶ 研究庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 4,498.90

丘７番地３ ４階建

飼料貯蔵棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 763.29

平家建

家畜けい留所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 31.86

平家建

施設機械実験棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 480.87

平家建

農機具格納庫１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 633.96

平家建

農機具格納庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 588.60

平家建
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動物飼育実験棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 173.70

平家建

肥料庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 296.82

平家建

機械整備棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 317.79

平家建

管理事務所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 185.49

平家建

作物温室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 302.40

土壌温室 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 302.40

作物・土壌調査 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 528.12

棟 平家建

固液分離施設 鉄骨造ビニール板ぶき平家 8.16

建

牧草収量計量場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 3.24

平家建

車両消毒室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 9.00

平家建

便所１ 鉄筋コンクリート造陸屋根 9.61
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平家建

便所２ 鉄筋コンクリート造陸屋根 9.61

平家建

総合試験牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 4,599.18

地下１階付２階建

新育成・乾乳試 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2,064.78

験牛舎 平家建

牛舎施設・行動 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 582.75

観察実験舎 ２階建

車庫１ 鉄筋コンクリート造亜鉛 247.00

メッキ鋼板ぶき平家建

車庫２ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 16.73

ぶき平家建


