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公立大学法人福島県立医科大学定款    

                           

目次 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 組織及び業務 

 第１節 役員及び職員（第８条－第 13 条） 

 第２節 役員会（第 14 条－第 16 条） 

 第３節 審議機関（第 17 条・第 18 条） 

 第４節 業務の範囲及びその執行（第 19 条・第 20 条） 

第３章 資本金、出資及び資産（第 21 条・第 22 条） 

第４章 委任（第 23 条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この公立大学法人は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」とい

う。）に基づき、大学を設置し、及び管理することにより、県民の保健・医療・福祉に貢献す

る倫理性豊かな医療人を教育・育成し、最新かつ高度な医学、看護学及び保健科学を研究・

創造するとともに、県民の生命
い の ち

と健康を守る基幹施設として全人的・統合的な保健医療を提

供することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 この公立大学法人は、公立大学法人福島県立医科大学（以下「法人」という。）と称す

る。 

 

（大学の設置） 

第３条 法人は、第１条の目的を達成するため、福島県立医科大学（第 16 条第１項第６号、第

17 条第２項第４号及び第 18 条第２項第５号を除き、以下「大学」という。）を福島県福島市

光が丘１番地に設置する。 

 

（設立団体） 

第４条 法人の設立団体は、福島県とする。 

 

（事務所の所在地） 

第５条 法人は、事務所を福島市に置く。 

 

（法人の種別） 

第６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。  

 



- 2 – 

 

（公告の方法） 

第７条 法人の公告は、福島県報に掲載して行う。 

 

 

第２章 組織及び業務 

第１節 役員及び職員 

（役員） 

第８条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事６人以内及び監事２人以内を

置く。 

 

（役員の職務及び権限） 

第９条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長は、第 16 条第１項各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第 14 条に

規定する役員会の議を経るものとする。 

３ 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する。 

４ 副理事長は、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。 

５ 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。 

６ 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、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けたときはその職務を行う。  

７ 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は福島県の規則で定めるところ

により、監査報告を作成しなければならない。 

８ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又

は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

９ 監事は、法人が次に掲げる書類を、福島県知事（以下「知事」という。）に提出しようとす

るときは、当該書類を調査しなければならない。 

 (1)法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書

類 

 (2)その他福島県の規則で定める書類 

10 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は知事に意見を提出

することができる。 

 

（理事長の任免等） 

第 10 条 理事長の任命は、法人の申出に基づき、知事が行う。 

２ 理事長は、大学の学長となるものとする。 

３ 第１項の法人の申出は、大学の学長となる法人の理事長（以下「学長となる理事長」とい

う。）を選考するため設置される機関（以下「理事長選考会議」という。）の選考に基づき行

う。 

４ 理事長選考会議は、委員６人で組織する合議体とし、理事長選考会議の委員（以下この条
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において「委員」という。）は、次に掲げる者各同数をもって充てる。  

(1)第 17 条第２項第２号から第４号までに掲げる者の中から同条第１項に規定する経営審議

会において選出された者 

(2)第 18 条第２項第２号から第５号までに掲げる者の中から同条第１項に規定する教育研究

審議会において選出された者 

５ 理事長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

６ 議長は理事長選考会議を主宰する。 

７ 知事が学長となる理事長を解任する場合は、理事長選考会議の申出により行う。  

 

８ 知事は、学長となる理事長が法第 17 条第２項又は第３項の規定に該当するに至ったと認め

るときは、当該学長となる理事長の解任について理事長選考会議に付するよう議長に依頼す

ることができる。 

９ 第４項から前項までに定めるもののほか、理事長選考会議の議事の手続きその他理事長選

考会議に関し必要な事項は、議長が理事長選考会議に諮って定める。  

 

（理事長以外の役員の任免等） 

第 11 条 副理事長及び理事は、理事長が任命する。 

２ 監事は、知事が任命する。 

３ 理事長は、副理事長及び理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員

でない者が副理事長又は理事の中に含まれるようにしなければならない。  

４ 知事又は理事長は、第１項又は第２項の規定により任命した役員が法第 17 条第２項又は第

３項に該当する事由があると認めるときは、その役員を解任することができる。  

 

（役員の任期） 

第 12 条 学長となる理事長の任期は、２年以上６年を超えない範囲内において、理事長選考会

議の議を経て、法人の規程で定める。 

２ 副理事長及び理事の任期は、６年を超えない範囲内において理事長が定める。  

３ 監事の任期は、その任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第

34 条第１項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任

者の残任期間とする。 

４ 役員は、再任されることができる。この場合において、副理事長又は理事がその最初の任

命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第３項の規定の適用については、その

再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 

 

（職員の任命等） 

第 13 条 職員は、理事長が任命する。 

２ 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。  

 

第２節 役員会 

（設置及び構成） 
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第 14 条 法人に役員会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 

 

（招集） 

第 15 条 役員会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。 

２ 理事長は、副理事長、理事又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求

があったときは、役員会を招集しなければならない。 

 

（議事等） 

第 16 条 次に掲げる事項は、役員会の議を経なければならない。 

(1)中期目標についての知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項 

(2)法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項 

(3)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

(4)職員の人事及び評価の方針又は基準に関する事項 

(5)重要な方針、規程の制定又は改廃に関する事項 

(6)大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

(7)前各号に掲げるもののほか、役員会が定める重要事項 

２ 役員会の議事が次条第１項に規定する経営審議会又は第 18 条第１項に規定する教育研究

審議会の審議事項に関するものである場合には、役員会は、経営審議会又は教育研究審議会

の審議結果に配慮するものとする。 

３ 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 議長は、役員会を主宰する。 

５ 役員会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

６ 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

７ 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。 

 

第３節 審議機関 

（経営審議会） 

第 17 条 法人に法人の経営に関する重要な事項を審議する機関として、経営審議会を置く。 

２ 経営審議会は、委員 10 人以内で組織し、経営審議会の委員（以下この条において「委員」

という。）は、次に掲げる者により構成する。  

(1)理事長 

(2)副理事長 

(3)理事長が指名する理事又は職員 

(4)法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから理事長

が任命する者 

３ 前項第４号に掲げる者の数は、５人以内とし、かつ、委員の総数の２分の１を下回らない

数とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、役員である委員は、当該職の任期とする。  

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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６ 委員は、再任されることができる。 

７ 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1)中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち、法人の経営に関するもの 

(2)中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの 

(3)学則（法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給

の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改

廃に関する事項 

(4)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

(5)組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(6)前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項 

８ 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

９ 議長は、経営審議会を主宰する。 

10 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

11 経営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

（教育研究審議会） 

第 18 条 大学に教育研究に関する重要事項を審議する機関として教育研究審議会を置く。 

２ 教育研究審議会は、委員 18 人以内で組織し、教育研究審議会の委員（以下この条において

「委員」という。）は、次に掲げる者により構成する。 

(1)学長 

(2)学長が定める学部、研究科その他の教育研究上の重要な組織の長 

(3)学長が指名する副理事長、理事又は職員 

(4)教育研究審議会が定めるところにより学長が指名する副理事長、理事又は職員 

(5)法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有する者のうち

から教育研究審議会の承認を得て理事長が任命する者 

３ 前項第４号及び第５号に掲げる者の数は、それぞれ４人及び２人とする。  

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、役員である委員及び第２項第２号に該当する委員に

ついては、当該職の任期とする。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 教育研究審議会は、大学に関する次に掲げる事項を審議する。  

(1)中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち、教育研究に関するもの 

(2)中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの 

(3)学則（教育研究に関する部分に限る。）、その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃

に関する事項 

(4)教員の人事及び評価の方針又は基準に関する事項 

(5)教育課程の編成に関する方針に係る事項 

(6)学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 

(7)学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方
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針に係る事項 

(8)教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(9)前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項 

８ 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。 

９ 議長は、教育研究審議会を主宰する。 

10 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

11 教育研究審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 

第４節 業務の範囲及びその執行 

（業務の範囲） 

第 19 条 法人は、次に掲げる業務を行う。 

(1)大学を設置し、これを運営すること。 

(2)学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

(3)法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者と

連携して教育研究活動を行うこと。 

(4)地域の生涯学習の充実に資する多様な学習機会を提供すること。 

(5)法人における教育研究成果の普及及び活用を通じ、地域社会の発展に寄与すること。 

(6)前各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 20 条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定め

るところによる。 

 

 

第３章 資本金、出資及び資産 

（資本金等） 

第 21 条 法人の資本金については、別表に掲げる資産を福島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福島県が評価した価額の

合計額とする。 

 

（解散した場合の残余財産の帰属） 

第 22 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、福島県に帰属する。 

 

 

第４章 委任 

第 23 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

の規程に定めるところによる。 
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附 則 

 

（施行期日） 

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。 

 

（最初の理事長の任命の特例） 

２ 第 10 条第１項の規定にかかわらず、法人の成立後最初の理事長の任命については、知事が

行う。 

 

（最初の学長となる理事長の任期の特例） 

３ 第 12 条第１項の規定にかかわらず、法人の成立後最初の学長となる理事長の任期は、２年

とする。 

 

（最初の教育研究審議会の特例） 

４ 第 18 条第２項の規定にかかわらず、大学の設置後最初に設置される教育研究審議会の委員

は、同項第１号から第３号までに掲げる委員で構成するものとする。 

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 
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この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 

 

この定款の変更は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

附 則 

 

この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。  

 

別表（第 21 条関係） 

１ 土地 

所 在 地 地 目 名 地積(㎡) 

福島市野田町二丁目１８８番１ 宅 地 1,064.44  

福島市野田町六丁目１６１番７ 宅 地 1,249.00  

福島市光が丘１番 学校用地 153,151.00  

福島市光が丘２番 学校用地 110,123.00  

福島市光が丘３番 雑種地 3,625.00  

福島市光が丘５番 雑種地 375.00  

福島市光が丘７番１ 雑種地 516.00  

福島市光が丘８番１ 雑種地 521.00  

福島市光が丘９番１ 雑種地 712.00  

福島市光が丘１０番 宅 地 19,399.97  

福島市光が丘１１番 雑種地 1,644.00  

福島市光が丘１２番 雑種地 21,494.00  

福島市光が丘１３番 雑種地 11,633.00  

福島市光が丘１８番 雑種地 1,629.00  

福島市光が丘１９番 雑種地 16,579.00  

福島市光が丘２０番  雑種地 804.00   
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福島市光が丘２２番 雑種地 3,547.00  

福島市光が丘２３番 雑種地 3,382.00  

福島市光が丘２４番 雑種地 2,733.00  

福島市光が丘２５番 雑種地 1,437.00  

福島市光が丘２６番 学校用地 120.00  

福島市光が丘２７番 

（平成 28 年 12 月一部譲渡により現在は、福島市光が丘 27

番 1） 

雑種地 

1,896.00 

(平成 28年 12

月一部譲渡

により現在

は、

1,660.00) 

福島市光が丘２８番１ 学校用地 2,700.00  

福島市光が丘２８番２ 学校用地 2,945.00  

福島市光が丘２９番１ 山 林 

4,019.00 

(平成 28年 12

月一部譲渡

及び錯誤に

より現在は、

4,335.00)  

福島市光が丘２９番２ 山 林 777.00  

福島市光が丘３０番１ 山 林 

547.00 

(平成 28年 12

月一部譲渡

及び錯誤に

より現在は、

399.00)  

福島市光が丘３０番２ 山 林 24.00  

福島市蓬萊町七丁目２番３００ 宅 地 2,765.04  

福島市松川町浅川字上赤沼４３番 

(平成 28 年 12 月譲渡) 
山 林 

157.00 

（平成 27年 3

月錯誤によ

り現在は、

167.00） 

  

福島市松川町浅川字金山８番２ 学校用地 6,180.00  
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福島市渡利字大久保６０番１ 宅 地 

1,569.49 

(平成 27 年 3

月一部譲渡

により現在

は、

1,561.61)  

福島市渡利字八幡町１４８番 宅 地 1,889.78  

二本松市木幡字西和代１１番６ 宅 地 495.04  

会津若松市河東町谷沢字十文字１０番２ 宅 地 25,169.44  

会津若松市河東町谷沢字前田２１番２ 宅 地 24,686.38  

会津若松市河東町谷沢字十文字１０番４ 宅 地 265.94 

福島市蓬萊町八丁目９番２ 宅 地 6,690.97 

合  計 

 

438,515.49 

(現在は、 

438,282.61)  

 

 

２ 建物 

施設名称 所在 構造 
延床面積

(㎡) 

共同住宅 福島市大森字堂ノ前１８番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

407.40  

共同住宅 福島市大森字堂ノ前２３番地、１８
番地 

鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

444.72  

共同住宅 福島市野田町二丁目１８８番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根３階建 

583.20  

共同住宅 福島市野田町六丁目１６１番地７ 鉄筋コンクリート造陸屋
根３階建 

1,260.36  

事務所（管理棟） 福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根４階建 

2,555.58  

病院（本館） 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下１階付１２階
建 

56,622.94  
  

病院（ハイエネルギー
棟） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

947.20  

病院（ＭＲＩ棟） 福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

633.10  

病院（神経精神科病
棟） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

1,547.15  

倉庫・事務所・病院（北
外来棟） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根３階建 

1,833.50  

校舎（臨床講義棟） 福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

1,106.56  

ポンプ室（伝染結核排
水処理施設） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

8.82  
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倉庫（危険物倉庫） 福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

46.00  

倉庫（ＲＩ廃棄物保管
庫） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

243.50  

ポンプ室（オイルポン
プギア室） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

20.25  

ポンプ室（揚水・消火
栓ポンプ室） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

276.02  

機械室（冷凍機械棟） 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

373.62  
  

病院（原子力災害第２
次緊急医療専門施設） 

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

351.04  
  

作業場・物置（洗濯場） 福島市光が丘１番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
平家建 

117.50  

物置（外来駐輪場） 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート・鉄骨造
亜鉛メッキ板葺平家建 

4.89  
  

校舎（総合科学系研究
棟、生命科学・社会医
学系研究棟） 

福島市光が丘１番地 
 
  

鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根７階建 
 

13,760.32  
 
  

校舎（実習棟、福利厚
生棟、講義棟） 

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根３階建 

3,940.13  
  

守衛所（医学部警備
室） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

19.09  

校舎（臨床医学系研究
棟） 

福島市光が丘１番地 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根７階建 

8,614.49  

校舎（附属研究所・研
究施設） 

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根５階建 

6,276.88  
  

ポンプ室（動物感染・
バイオハザード排水
処理施設） 

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

25.35  
  

倉庫（ヤギ飼育小屋） 福島市光が丘１番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平
家建 

24.00  

集塵庫（総合科学系研
究棟） 

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

39.00  
  

物置（学生駐輪場） 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート・鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

71.39  
  

物置（学生駐輪場） 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート・鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

32.45  
  

校舎（医療研修センタ
ー） 

福島市光が丘１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根５階建 

2,639.26  

図書館 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根４階建 

4,100.58  
  

講堂 
  

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造アル
ミニューム板葺２階建 

1,750.01  
  

機械室(救命救急セン
ター施設) 

福島市光が丘１番地 
  

鉄筋コンクリート造陸屋
根２階建 

171.01 

格納庫(ヘリポート施
設) 

福島市光が丘１番地 
  

鉄骨造合金メッキ鋼版葺
平家建 

324.23 

事務所（汚水処理施設
管理室） 

福島市光が丘２番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

93.00  

機械室（汚水処理施
設） 

福島市光が丘２番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

1,303.64  

機械室（焼却施設） 福島市光が丘２番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
平家建 

243.31  
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体育館 
  

福島市光が丘２番地 
  

鉄筋コンクリート・鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺３階建 

4,553.66  
  

体育館（和弓場） 福島市光が丘２番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
平家建 

102.24  

倉庫（陸上競技場器具
収納庫） 

福島市光が丘２番地 鉄筋コンクリート造亜鉛
メッキ鋼板葺平家建 

105.00  

倉庫（陸上競技場器具
収納庫） 

福島市光が丘２番地 鉄筋コンクリート造亜鉛
メッキ鋼板葺平家建 

42.88  

会館（同窓会館） 
  

福島市光が丘２番地 
  

鉄筋コンクリート・鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根
２階建 

727.25  
  

校舎（看護学部棟） 
  

福島市光が丘２番地、１番地 
  

鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下１階付７階建 

13,205.38  
  

寄宿舎（看護師宿舎） 福島市光が丘１０番 鉄筋コンクリート造陸屋
根５階建 

2,955.08  

託児所 福島市光が丘１０番 鉄筋コンクリート造陸屋
根平家建 

480.81  

共同住宅 福島市蓬萊町七丁目２番地３００ 鉄筋コンクリート造陸屋
根４階建 

1,528.90  

物置 福島市蓬萊町七丁目２番地３００ 鉄筋コンクリート造コン
クリート屋根平家建 

29.25  

物置 福島市蓬萊町七丁目２番地３００ 鉄筋コンクリート造コン
クリート屋根平家建 

24.75  

共同住宅 福島市蓬萊町七丁目２番地３００ 鉄筋コンクリート造陸屋
根４階建 

367.72  

寄 宿 舎 （ 学 生 寮 ）  
(平成 25年 10月除却) 

福島市渡利字大久保６０番地１、５
９番地１ 

木造瓦葺平家建 612.59  

共同住宅 
  

福島市渡利字八幡町１５１番地 鉄筋コンクリート造陸屋
根３階建 

855.36  
  

合宿所・艇庫 
  

二本松市木幡字西和代１１番地６ 
  

鉄骨・木・コンクリートブ
ロック造亜鉛メッキ鋼板
葺平家建 

166.27  
  

病院 会津若松市河東町谷沢字前田 

２１番２ 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造陸屋根地下１階付７階

建 

22,788.55 

倉庫 会津若松市河東町谷沢字前田 

２１番２ 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造陸屋根平家建 

320.19 

機械室 会津若松市河東町谷沢字前田 

２１番２ 

鉄筋コンクリート・鉄骨

造陸屋根平家建 

156.00 

共同住宅 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺３階建 

571.83 

物置 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

14.94 

共同住宅 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺３階建 

571.83 

物置 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

14.94 
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共同住宅 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺３階建 

571.83 

物置 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

14.94 

共同住宅 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺３階建 

320.11 

物置 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

14.94 

共同住宅 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺３階建 

320.11 

物置 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

14.94 

共同住宅 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺３階建 

320.11 

物置 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

14.94 

機械室 福島市蓬萊町八丁目９番地２ 

 

鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建 

26.31 

校舎棟 福島市栄町９番地１ 地上８階建（一部９階建）

鉄骨造 

地下 1 階鉄骨鉄筋コンクリ

ート造 

18,323.83 

駐輪場１ 福島市栄町９番地１ 鉄骨造１階建 47.20 

駐輪場２ 福島市栄町９番地１ 鉄骨造１階建 28.80 

駐輪場３ 福島市栄町９番地１ 鉄骨造１階建 12.20 

駐輪場４ 福島市栄町９番地１ 鉄骨造１階建 12.20 

ゴミ置場 福島市栄町９番地１ 鉄筋コンクリート造１階

建 

7.20 

合  計 
183,056.57 
(現在は、

182,443.98) 

 

３ その他 

医療機器 

 


