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地方独立行政法人青森県産業技術センター定款 
 
 

 （目的） 
第一条 この地方独立行政法人は、工業、農林畜産業、水産業及び食品加工（以下「産業」と総称する。）

に関する試験研究及び調査並びにそれらの成果の普及を行うとともに、産業に関する技術支援を行う

ことにより、地域産業の活性化を図り、もって青森県における産業の振興及び経済の発展に寄与する

ことを目的とする。 
 （名称） 
第二条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人青森県産業技術センター（以下「法人」と

いう。）とする。 
 （設立団体） 
第三条 法人の設立団体は、青森県とする。 
 （事務所の所在地） 
第四条 法人は、主たる事務所を黒石市に置く。 
 （法人の種別） 
第五条 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） 
第六条 法人の公告は、青森県報に登載して行う。 
 （役員の定数） 
第七条 法人に、役員として、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。 
２ 法人に、役員として、副理事長一人を置くことができる。 
 （役員の職務及び権限） 
第八条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 
２ 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはそ

の職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 
３ 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。 
４ 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務

を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 
５ 監事は、法人の業務を監査する。 
６ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は青森県知事（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） 
第九条 理事長は、知事が任命する。 
２ 副理事長及び理事は、理事長が任命する。 
３ 監事は、知事が任命する。 
 （役員の任期） 
第十条 役員の任期は、二年とする。 
２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 役員は、再任されることができる。 

参考資料５ 
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 （業務の範囲） 
第十一条 法人は、次に掲げる業務を行う。 
 一 産業に関する試験研究及び調査並びにそれらの成果の普及に関すること。 
 二 産業に関する技術支援に関すること。 
 三 依頼試験等及び機械の貸付けに関すること。 
 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務に関すること。 
 （業務方法書） 
第十二条 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。 
 （資本金） 
第十三条 法人の資本金については、別表第一から別表第三までに掲げる資産を青森県が出資するもの

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青森県が評価した

価額の合計額とする。 
 （解散に伴う残余財産の帰属） 
第十四条 法人は、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

財産を青森県に帰属させる。 
 （規程への委任） 
第十五条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、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。 
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別表第一（第十三条関係） 
資産の

種別 
所  在  地 現況地目 地積 

（平方メートル） 
八戸市北インター工業団地一丁目一二九 宅地 5,956.55
黒石市ぐみの木北三〇の一 雑種地 117.00
黒石市ぐみの木北三〇の三 雑種地 2,584.00
黒石市ぐみの木北三〇の六 雑種地 335.00
黒石市ぐみの木北三〇の七 雑種地 547.00
黒石市ぐみの木北三〇の八 田 7,288.00
黒石市ぐみの木北三〇の九 田 7,278.00
黒石市ぐみの木北三〇の一〇 田 7,279.00
黒石市ぐみの木北三〇の一一 田 7,246.00
黒石市ぐみの木北三〇の一二 田 7,217.00
黒石市ぐみの木北三〇の一三 田 7,303.00
黒石市ぐみの木北三〇の一四 田 7,339.00
黒石市ぐみの木北三〇の一五 田 7,340.00
黒石市ぐみの木北三〇の一六 田 5,950.00
黒石市ぐみの木北三〇の一七 宅地 117.82
黒石市ぐみの木北三〇の一八 宅地 795.01
黒石市ぐみの木北三〇の一九 宅地 50.76
黒石市ぐみの木北三〇の二〇 宅地 685.22
黒石市ぐみの木北三〇の二一 宅地 742.13
黒石市ぐみの木北三〇の二二 宅地 989.77
黒石市ぐみの木北三〇の二三 宅地 1,130.02
黒石市ぐみの木北三〇の二四 宅地 465.44
黒石市ぐみの木北三〇の二五 宅地 1,673.65
黒石市ぐみの木北三〇の二六 宅地 464.18
黒石市ぐみの木北三〇の二七 宅地 461.01
黒石市ぐみの木北三〇の二八 宅地 2,200.52
黒石市ぐみの木北三〇の二九 宅地 1,605.85
黒石市ぐみの木北三〇の三〇 用悪水路 641.00
黒石市ぐみの木北三〇の三一 雑種地 6,777.00
黒石市ぐみの木北三〇の三二 田 9,986.00
黒石市ぐみの木北三〇の三三 田 9,991.00
黒石市ぐみの木北三〇の三四 田 9,977.00
黒石市ぐみの木北三〇の三五 田 9,914.00
黒石市ぐみの木北三〇の三六 田 9,744.00
黒石市ぐみの木北三〇の三七 田 9,968.00
黒石市ぐみの木北三〇の三八 田 9,620.00
黒石市ぐみの木北三〇の三九 田 7,924.00
黒石市ぐみの木北三〇の四〇 田 2,276.00
黒石市ぐみの木北三〇の四一 田 2,216.00
黒石市ぐみの木北三〇の四二 雑種地 5,657.00
黒石市ぐみの木北三〇の四三 宅地 14,172.25
黒石市ぐみの木北三〇の四四 宅地 633.11

土地 

黒石市ぐみの木北三〇の四五 宅地 629.02
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黒石市ぐみの木北三〇の四六 宅地 630.48
黒石市ぐみの木北三〇の四七 宅地 633.46
黒石市ぐみの木北三〇の四八 宅地 633.99
黒石市ぐみの木北三〇の四九 宅地 940.83
黒石市ぐみの木北一〇五の五 雑種地 374.00
黒石市ぐみの木北一三七の一 雑種地 135.00
黒石市田中四四の一 ため池 36,865.00
黒石市田中四四の四 畑 846.00
黒石市田中四四の五 畑 2,812.00
黒石市田中四四の六 宅地 363.35
黒石市田中四四の七 公衆用道路 1,365.00
黒石市田中四四の八 宅地 342.50
黒石市田中四四の九 宅地 1,053.71
黒石市田中四四の一〇 宅地 141.90
黒石市田中四四の一一 用悪水路 40.00
黒石市田中四五の四 雑種地 52.00
黒石市田中四八の二 雑種地 233.00
黒石市田中四九の二 雑種地 98.00
黒石市田中八二の九 宅地 41,631.93
黒石市田中八二の一〇 宅地 9,578.17
黒石市田中八二の一一 宅地 9,820.54
黒石市田中八二の一二 宅地 4,021.78
黒石市田中八二の一三 宅地 7,182.71
黒石市田中八二の一四 宅地 6,169.77
黒石市田中八二の一五 宅地 5,059.27
黒石市田中八二の一六 宅地 3,684.96
黒石市田中八二の一七 宅地 4,305.48
黒石市田中八二の一八 宅地 7,317.86
黒石市田中八二の一九 田 1,241.00
黒石市田中八二の二〇 田 516.00
黒石市田中八二の二一 田 539.00
黒石市田中八二の二二 田 306.00
黒石市田中八二の二三 田 288.00
黒石市田中八二の二四 田 739.00
黒石市田中八二の二五 田 537.00
黒石市田中八二の二六 田 565.00
黒石市田中八二の二七 田 1,418.00
黒石市田中八二の二八 田 1,268.00
黒石市田中八二の二九 公衆用道路 8,320.00
黒石市田中八二の三〇 宅地 2,196.76
黒石市田中八二の三一 宅地 14,280.71
黒石市田中八二の三二 宅地 1,279.23
黒石市田中八二の三三 宅地 1,023.29
黒石市田中八二の三四 宅地 1,022.41
黒石市田中八二の三五 宅地 2,913.90
黒石市田中八二の三六 宅地 1,293.07
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黒石市田中八二の三八 宅地 189.12
黒石市田中八二の三九 宅地 155.89
黒石市田中八二の四〇 宅地 155.39
黒石市田中八二の四一 宅地 155.95
黒石市田中八二の四二 宅地 191.71
黒石市田中八二の四三 宅地 128.09
黒石市田中八二の四四 宅地 133.26
黒石市田中八二の四五 宅地 185.60
黒石市田中八二の四六 宅地 157.96
黒石市田中八二の四七 宅地 6.28
黒石市田中八二の四八 宅地 200.04
黒石市田中一八八の四 雑種地 1,806.00
黒石市田中一八八の九 田 6,025.00
黒石市田中一八八の一〇 田 5,918.00
黒石市田中一八八の一一 田 4,501.00
黒石市田中一八八の一二 田 4,515.00
黒石市田中一八八の一三 田 1,460.00
黒石市田中一八八の一四 宅地 2,602.63
黒石市田中一八八の一五   田 984.00
黒石市田中一八八の一六 田 4,775.00
黒石市田中一八八の一七 宅地 5,411.33
黒石市田中一八八の一八 田 5,306.00
黒石市田中一八八の一九 田 6,758.00
黒石市田中一八八の二〇 宅地 1,041.01
黒石市田中一八八の二一 宅地 1,238.41
黒石市田中一八八の二二 宅地 129.78
黒石市田中一八八の二三 宅地 4,568.53
黒石市田中一八八の二四 宅地 773.35
黒石市田中一八八の二五 用悪水路 42.00
黒石市田中二六二の一 雑種地 900.00
黒石市田中二六二の八 田 2,117.00
黒石市田中二六二の九 田 2,765.00
黒石市田中二六二の一〇 田 2,778.00
黒石市田中二六二の一一 田 2,763.00
黒石市田中二六二の一二 田 2,125.00
黒石市田中二六二の一三 田 1,463.00
黒石市田中二六二の一四 田 4,645.00
黒石市田中二六二の一五 田 4,640.00
黒石市田中二六二の一六 田 6,124.00
黒石市田中二六二の一七 田 6,261.00
黒石市田中二六二の一八 宅地 3,870.58
黒石市田中二六二の一九 宅地 2,204.95
黒石市田中二六二の二〇 宅地 259.85
黒石市田中二六二の二一 宅地 174.40
黒石市田中二六二の二二 宅地 174.91
黒石市田中二六二の二三 宅地 174.41
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黒石市田中二六二の二四 宅地 133.38
黒石市田中二六二の二五 宅地 2,786.24
黒石市田中二六二の二六 宅地 688.13
黒石市田中二六二の二七 用悪水路 44.00
黒石市馬場尻南六三の一 雑種地 116.00
黒石市馬場尻南六三の三 雑種地 868.00
黒石市馬場尻南六三の四 畑 7,350.00
黒石市馬場尻南六三の五 畑 5,106.00
黒石市馬場尻南六三の六 畑 13,169.00
黒石市馬場尻南六三の七 公衆用道路 91.00
黒石市馬場尻南六三の八 公衆用道路 311.00
黒石市馬場尻南六三の九 公衆用道路 2,185.00
黒石市馬場尻南六三の一〇 宅地 2,476.59
黒石市馬場尻南六三の一一 宅地 1,567.39
黒石市馬場尻南六三の一二 用悪水路 275.00
黒石市馬場尻南八七の一 雑種地 2,596.00
黒石市馬場尻南八七の四 田 4,039.00
黒石市馬場尻南八七の五 田 4,831.00
黒石市馬場尻南八七の六 田 4,038.00
黒石市馬場尻南八七の七 田 31,560.00
黒石市馬場尻南八七の八 田 1,582.00
黒石市馬場尻南八七の九 田 1,639.00
黒石市馬場尻南八七の一〇 田 2,387.00
黒石市馬場尻南八七の一一 田 2,241.00
黒石市馬場尻南八七の一二 田 1,625.00
黒石市馬場尻南八七の一三 田 1,690.00
黒石市馬場尻南八七の一四 田 2,375.00
黒石市馬場尻南八七の一五 田 2,274.00
黒石市馬場尻南八七の一六 田 3,147.00
黒石市馬場尻南八七の一七 田 1,166.00
黒石市馬場尻南八七の一八 田 1,240.00
黒石市馬場尻南八七の一九 田 2,201.00
黒石市馬場尻南八七の二〇 田 2,123.00
黒石市馬場尻南八七の二一 田 1,642.00
黒石市馬場尻南八七の二二 田 1,710.00
黒石市馬場尻南八七の二三 田 967.00
黒石市馬場尻南八七の二四 田 909.00
黒石市馬場尻南八七の二五 田 2,148.00
黒石市馬場尻南八七の二六 田 1,583.00
黒石市馬場尻南八七の二七 田 1,651.00
黒石市馬場尻南八七の二八 田 1,964.00
黒石市馬場尻南八七の二九 田 2,533.00
黒石市馬場尻南八七の三〇 田 2,519.00
黒石市馬場尻南八七の三一 田 6,754.00
黒石市馬場尻南八七の三二 田 3,188.00
黒石市馬場尻南八七の三三 田 10,535.00
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黒石市馬場尻南八七の三四 田 15,331.00
黒石市馬場尻南八七の三五 公衆用道路 246.00
黒石市馬場尻南八七の三六 宅地 3,361.23
黒石市馬場尻南八七の三七 宅地 2,835.35
黒石市馬場尻南八七の三八 宅地 926.89
黒石市馬場尻南八七の三九 宅地 17,977.86
黒石市馬場尻南八七の四〇 宅地 97.43
黒石市馬場尻南九二の三 公衆用道路 1,474.00
黒石市馬場尻南九三の四 公衆用道路 2,089.00
黒石市馬場尻南九三の八 雑種地 253.00
黒石市馬場尻南九三の一〇 宅地 107.12
黒石市馬場尻南一七〇の二 雑種地 521.00
黒石市馬場尻南一七〇の四 雑種地 151.00
黒石市馬場尻南一七〇の五 雑種地 461.00
黒石市馬場尻南一七〇の六 雑種地 5,312.00
黒石市馬場尻南一七〇の七 田 3,055.00
黒石市馬場尻南一七〇の八 田 524.00
黒石市馬場尻南一七〇の九 田 4,938.00
黒石市馬場尻南一七〇の一〇 田 4,932.00
黒石市馬場尻南一七〇の一一 田 7,331.00
黒石市馬場尻南一七〇の一二 田 8,843.00
黒石市馬場尻南一七〇の一三 田 17,598.00
黒石市馬場尻南一七〇の一四 田 4,093.00
黒石市馬場尻南一七〇の一五 田 3,812.00
黒石市馬場尻南一七〇の一六 宅地 611.80
黒石市馬場尻南一七〇の一七 宅地 125.40
黒石市馬場尻南一七〇の一八 宅地 172.83
黒石市馬場尻南一七〇の一九 宅地 1,413.00
黒石市馬場尻南一七〇の二〇 宅地 51.04
黒石市馬場尻南一七〇の二一 宅地 1,595.93
黒石市馬場尻南一七〇の二二 宅地 115.96
黒石市馬場尻南一七〇の二三 宅地 767.92
黒石市馬場尻南一七〇の二四 宅地 952.02
黒石市馬場尻南一七〇の二五 宅地 1,470.49
黒石市馬場尻南一七〇の二六 宅地 4,135.76
黒石市馬場尻南一七〇の二七 宅地 23.69
黒石市馬場尻南一七〇の二八 用悪水路 712.00
黒石市馬場尻南一七〇の二九 用悪水路 190.00
黒石市馬場尻南二二五の一 雑種地 404.00
黒石市馬場尻南二二五の五 雑種地 80.00
黒石市馬場尻南二二五の六 田 2,750.00
黒石市馬場尻南二二五の七 田 2,748.00
黒石市馬場尻南二二五の八 田 2,750.00
黒石市馬場尻南二二五の九 田 2,733.00
黒石市馬場尻南二二五の一〇 田 634.00
黒石市馬場尻南二二五の一一 田 7,566.00
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黒石市馬場尻南二二五の一二 田 5,018.00
黒石市馬場尻南二二五の一三 田 4,979.00
黒石市馬場尻南二二五の一四 田 528.00
黒石市馬場尻南二二五の一五 田 3,086.00
黒石市馬場尻南二二五の一六 宅地 3,278.38
黒石市馬場尻南二二五の一七 宅地 48.66
黒石市馬場尻南二二五の一八 宅地 2,353.46
黒石市馬場尻南二二五の一九 宅地 83.49
黒石市馬場尻南二二五の二〇 宅地 259.82
黒石市馬場尻南二二五の二一 宅地 784.58
黒石市馬場尻南二二五の二二 宅地 1,509.85
黒石市馬場尻南二二五の二三 宅地 175.55
黒石市馬場尻南二二五の二四 宅地 173.49
黒石市馬場尻南二二五の二五 宅地 175.64
黒石市馬場尻南二二五の二六 宅地 320.19
黒石市馬場尻南二二五の二七 宅地 318.50
黒石市馬場尻南二二五の二八 宅地 316.89
黒石市馬場尻南二二五の二九 用悪水路 658.00
十和田市大字相坂字相坂一七九の八 畑 1,222.00
十和田市大字相坂字相坂一七九の九 畑 691.00
十和田市大字相坂字相坂一八二 畑 557.00
十和田市大字相坂字相坂一八三の一 田 11,497.00
十和田市大字相坂字相坂一八四の一 畑 8,502.00
十和田市大字相坂字相坂一八五 畑 3,093.00
十和田市大字相坂字相坂一八七の一 宅地 3,733.56
十和田市大字相坂字相坂一八八の一 畑 3,178.00
十和田市大字相坂字相坂一八九 畑 820.00
十和田市大字相坂字相坂一九〇 畑 4,662.00
十和田市大字相坂字相坂一九四 畑 7,181.00
十和田市大字相坂字相坂一九五の一 畑 3,162.00
十和田市大字相坂字相坂一九六 畑 1,349.00
十和田市大字相坂字相坂一九九の一 畑 5,810.00
十和田市大字相坂字長漕一二〇の二 田 581.00
十和田市大字相坂字長漕一二二の一 田 1,172.00
十和田市大字相坂字長漕一二三 田 4,008.00
十和田市大字相坂字長漕一二四の二 田 1,158.00
十和田市大字相坂字長漕一二八 田 17,091.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の五六 畑 50,188.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の五七 山林 25,963.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の五八 畑 25,708.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の六〇 宅地 13,813.16
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の六二 畑 45,893.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の六三 畑 80,473.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の六七 畑 23,713.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の六八 畑 9,260.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の六九 畑 6,657.00
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上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の七〇 山林 6,062.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の七一 畑 21,245.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の一一五 山林 10,188.00
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の七一一 畑 36,616.00
黒石市大字東野添字長坂道北一の八 畑 9,666.00
黒石市大字牡丹平字福民二四の六 宅地 9,988.81
黒石市大字牡丹平字福民二四の九 畑 3,012.00
黒石市大字牡丹平字福民二七の五 畑 3,739.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間一二 畑 21,994.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間一七の二 田 1,850.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間一七の三 田 2,068.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間一七の四 田 2,699.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間一七の五 田 1,250.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間二〇の二 田 4,936.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間二九 田 6,340.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間三〇 田 100.00
黒石市大字牡丹平字福民出石田間三三の二 田 468.00
黒石市大字牡丹平字福民北二の二 畑 420.00
黒石市大字牡丹平字福民北三の三 畑 8,984.00
黒石市大字牡丹平字福民北一〇の一 畑 22,106.00
黒石市大字牡丹平字福民西一の一 畑 55,365.00
黒石市大字牡丹平字福民西一八 宅地 2,181.72
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木三一の一 畑 6,905.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木三一の一五 畑 9,016.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木三六の二 畑 3,746.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木三六の四 畑 1,251.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木三六の六 田 150.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木三九の一 畑 11,928.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木四一の三 畑 15,021.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木四六の一 畑 15,949.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木四八の三 畑 11,072.00
南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木五〇の三 畑 11,847.00
三戸郡五戸町大字扇田字寺沢二八 畑 71,896.00
三戸郡五戸町大字扇田字長下タ二の一 畑 87,936.00
三戸郡五戸町大字扇田字長下タ二の四〇 宅地 6,956.04
三戸郡五戸町大字扇田字長下タ二の一五六 宅地 376.35
三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平一の一六五 畑 6,566.00
三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平一の一九五 畑 18,039.00
三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平一の九三五 山林 44.00
上北郡野辺地町字枇杷野二 山林 39,776.00
上北郡野辺地町字枇杷野三の二 山林 100,000.00
上北郡野辺地町字枇杷野四 山林 26,964.00
上北郡野辺地町字枇杷野一〇の一 山林 15,022.00
上北郡野辺地町字枇杷野四五の一 山林 55,171.00
上北郡野辺地町字枇杷野五一の一 牧場 1,161,736.00
上北郡野辺地町字枇杷野五一の七 牧場 447,343.00
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上北郡野辺地町字枇杷野五一の一〇 牧場 5,568.00
上北郡野辺地町字枇杷野五一の一一 牧場 4,227.00
上北郡野辺地町字枇杷野五一の一五 牧場 10,488.00
上北郡野辺地町字松ノ木一一三の九 雑種地 323.00
上北郡野辺地町字松ノ木一一三の一〇 雑種地 195.00
つがる市森田町森田月見野五五八の一 雑種地 99,626.00
東津軽郡平内町大字小湊字新道四六の五六 原野 50,439.00
東津軽郡平内町大字小湊字新道四六の九八 原野 157.00
東津軽郡平内町大字小湊字新道四六の一六〇 原野 53.00
東津軽郡平内町大字小湊字山館一〇四の二〇 山林 765,461.00
十和田市大字相坂字高清水三五四の一 畑 8,486.00
十和田市大字相坂字高清水三五八の一 畑 25,334.00
十和田市大字相坂字高清水三五八の四 畑 214.00
十和田市大字相坂字高清水三六九の一 畑 40,417.00
十和田市大字相坂字高清水三六九の五 畑 26.00
十和田市大字相坂字高清水三八七の一 畑 57,282.00
十和田市大字相坂字高清水三八七の三 畑 43.00
十和田市大字相坂字高清水四二四 畑 60,171.00
十和田市大字相坂字高清水八八六の一 原野 324.00
十和田市大字相坂字高清水八八六の四 原野 8.24
十和田市大字相坂字高清水一〇二四の一 畑 36.00
十和田市大字相坂字高清水一〇二四の三 畑 145.00
十和田市大字相坂字高清水一〇二八の一 雑種地 554.00
十和田市大字相坂字高清水一〇二八の三 雑種地 9.00
十和田市大字相坂字高清水一〇二九の一 雑種地 551.00
十和田市大字相坂字高清水一〇三〇の一 雑種地 1,500.00
十和田市大字相坂字高清水一〇三一の一 雑種地 2,056.00
上北郡東北町字乙供山一二二 山林 61,019.00
上北郡東北町字篠内平一の一二二 山林 19,965.00
八戸市豊洲三の一五 雑種地 660.00
東津軽郡平内町大字茂浦字月泊一〇の一 宅地 19,449.00
十和田市大字相坂字白上一八九 山林 161.00
十和田市大字相坂字白上三三九の一 雑種地 6,906.00
十和田市大字相坂字白上三三九の三 雑種地 192.00
十和田市大字相坂字白上三四四の三 山林 3,882.00
十和田市大字相坂字白上三四四の一〇 雑種地 12,521.00
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別表第二（第十三条関係） 
資産の 
種別 

種類 所 在 地 構   造 延べ床面積 
（平方メートル）

研究所一 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   900.00
研究所二 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   906.59
ボンベ庫 

八戸市北インター工業団

地一丁目一二九 
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建     8.80

休憩所 黒石市ぐみの木北三〇の

三八 
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    16.56

作業場 黒石市田中八二の二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   542.32
倉庫一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   821.10
倉庫二 

黒石市田中八二の二、 
一〇八の一、二九九の二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   872.69

研究所 鉄筋コンクリート造陸屋根四階建 5,001.92
機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建   164.77
倉庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建   125.00
車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    93.32
研修所・倉庫 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建   431.44
温室 

黒石市田中八二の九 

鉄骨造ビニール板葺平家建   198.00
倉庫 黒石市田中八二の一三 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   436.20
温室一 鉄骨造ガラス板葺平家建   276.00
温室二 

黒石市田中八二の一四 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   162.25

作業場 黒石市田中八二の一六 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   660.00
作業場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   491.80
研究所一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   208.70
研究所二 鉄骨造ガラス板葺平家建   102.06
研究所三 

黒石市田中八二の一八 

鉄骨造ガラス板葺平家建    51.03
倉庫 黒石市田中一〇八の一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   484.79
休憩所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   313.17
作業場 

黒石市田中一二三の一 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   344.58

温室一 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室二 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室三 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室四 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室五 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室六 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室七 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室八 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室九 鉄骨造ビニールシート葺平家建   487.62
温室一〇 

黒石市田中一八八の一 

鉄骨造ビニールシート葺平家建   307.26
作業場 黒石市田中一八八の一、

三一三の二 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   486.90

作業場 黒石市田中一八八の五、

三二〇の二 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   281.48

堆肥舎一 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   300.00
堆肥舎二 

黒石市田中二一四の一、

三三五の三 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   100.00
休憩所 黒石市馬場尻南六三の四 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    16.56

建物 

休憩所 黒石市馬場尻南一七〇の 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    16.56
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一八 
事務所 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1,147.30
車庫 

十和田市大字相坂字相 
坂一八三の一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    38.40

温室 鉄骨・コンクリートブロック造陸屋根・ガラス

張平家建 
  220.00

研究所 

十和田市大字相坂字相坂

一八四の一 
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   250.83

人工気象室 十和田市大字相坂字相坂

一九〇 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    90.00

堆肥舎 十和田市大字相坂字相坂

一九九の一 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    97.20

研究所 鉄骨造陸屋根平家建   205.20
貯蔵庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   153.09
農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   704.30
油脂庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    14.90
車庫 

上北郡六戸町大字犬落 
瀬字柳沢九一の六〇 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    48.52
事務所 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1,354.50
網室一 鉄骨造ガラス板葺平家建   302.40
網室二 鉄骨造ガラス板葺平家建 1,026.02
網室三 鉄骨造ガラス板葺平家建   603.45
温室 

上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の六二 

鉄骨造ガラス板葺平家建   238.79
ガラス温室 上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の六二、九一

の七〇 

鉄骨造ガラス板葺平家建   212.62

温室一 鉄骨造ガラス板葺平家建   293.88
堆肥舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    70.05
温室二 

上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の六三 
鉄骨造ビニール板葺平家建   324.00

温室 上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の七〇、九一

の七一 

鉄骨造張力膜屋根平家建   999.60

事務所 黒石市大字牡丹平字福民

二四の六 
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 3,434.40

冷蔵庫 黒石市大字牡丹平字福民

西一の三 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   857.08

事務所 黒石市大字牡丹平字福民

西一八 
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   309.02

事務所 三戸郡五戸町大字扇田字

長下タ二の四〇 
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1,389.00

総合庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 1,833.58
牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 1,010.88
人工受精室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建   421.92
畜舎一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   544.63
畜舎二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   690.30
収納舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   595.42
車庫一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    84.24
倉庫一 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   576.35
畜舎三 

上北郡野辺地町字枇杷 
野五一の一 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   900.17
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工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   283.50
車庫二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   550.00
倉庫二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   700.72
倉庫三 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   129.60
畜舎四 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   289.17
畜舎五 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   867.32
畜舎六 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   545.94
貯蔵庫 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平

家建 
    5.75

居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    60.75
研究棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建   252.09
畜舎七 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   280.08
解剖処理棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    43.74
管理棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   270.77
畜舎八 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   767.60
倉庫四 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   312.00
事務所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   275.17
鶏舎一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   118.80
鶏舎二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   187.50
鶏舎三 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   299.91
鶏舎四 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   530.40
鶏糞処理施設 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   119.76
鶏舎五 アルミニューム造合金メッキ鋼板葺平家建    58.32
鶏舎六 アルミニューム造合金メッキ鋼板葺平家建   172.80
庁舎 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建   347.05
納屋一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   135.18
納屋二 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   365.28
倉庫一 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1,200.13
倉庫二 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   243.00
倉庫三 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    65.38
畜舎一 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   487.14
畜舎二 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   145.44
畜舎三 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   480.42
畜舎四 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   508.95
畜舎五 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   612.36
倉庫四 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   540.00
倉庫五 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   336.96
便所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    18.21
倉庫六 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建     6.00
倉庫七 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建     6.00
作業所 

つがる市森田町森田月 
見野五五八の一、森田 
町床舞藤山三〇八の一 

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   419.83
事務所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   260.67
畜舎一 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   147.90
畜舎二 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   220.40
堆肥舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   136.08
車庫 

三戸郡田子町大字田子 
字蟹沢九 

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    84.00
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繁殖研究棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   275.87
種雄牛舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   400.86
飼料貯蔵庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   369.36
きのこ培養棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    89.10
きのこ発生棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    35.64
研究管理所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   959.89
木材利用実験

所 
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   752.00

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    64.80
キ ュ ー ビ ク

ル・受水槽・送

電室 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    84.46

油送ポンプ室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平

家建 
    9.00

浄化槽ポンプ

室 
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建     6.19

研修所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   643.74
焼却所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    23.62
倉庫 

東津軽郡平内町大字小湊

字新道四六の五六 

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    26.49
倉庫 八戸市豊洲三の一五 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   248.58
倉庫 西津軽郡鰺ケ沢町大字本

町二〇二 
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   301.42

事務所 
実験機械室 

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根二階建 2,857.16

飼育実験室 鉄骨造コンクリート板葺平家建 1,563.42
作業所 木造スレート葺平家建   324.18
研修所 木造スレート葺二階建   270.53
ろ過装置室 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付平家建   102.95
倉庫 木造スレート葺平家建   107.73
車庫 鉄骨造コンクリート板葺平家建    74.34
発電機室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建    58.59
淡水ポンプ室 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    20.25
焼却所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    19.35
油庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建     8.06
クロレラポン

プ室 

東津軽郡平内町大字茂浦

字月泊一〇 

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建     3.21

事務所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   424.68
倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    22.00
車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    21.60
ポンプ室 

十和田市大字相坂字白 
上三三九の一 

コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平

家建 
   14.89

物置 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建    16.40
飼育実験室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   767.93
倉庫 

十和田市大字相坂字白 
上三四四の一〇 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   138.05
管理棟 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建   480.85
加工場 

八戸市築港街二丁目一 
〇の一 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   628.30
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研究所 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 1,613.18
排水処理棟 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建   124.14
車庫 
倉庫 

むつ市大畑町上野一五 
四 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    72.00

寄宿舎 上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の六〇 
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建   404.55

研究所 上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の六二 
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根二階建 1,676.48

ポンプ室 上北郡六戸町大字犬落瀬

字柳沢九一の六三 
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平

家建 
   14.06

 
 
別表第三（第十三条関係） 
資産の

種別 
船 名 種類 船籍港 総トン数 

（トン） 
開運丸 汽船 八戸市     208
青鵬丸 汽船 西津軽郡鰺ケ沢町         65

船舶 

なつどまり 汽船 青森市         24
 


