
承継させる権利　　　　次に掲げる土地及び建物の所有権

１　土地

所在 地目 地積 評価額

平方メートル 千円

山口市桜畠３丁目２２１６番１ 学校用地 37.77 1,040,000

． 〃　　　〃　　　　　　２２１７番１ 学校用地 68.33

〃　　　〃　　　　　　２５３４番２ 学校用地 295.28

〃　　　〃　　　　　　２６３１番１ 学校用地 6,860.07

〃　　　〃　　　　　　２６３１番６ 学校用地 5.02

〃　　　〃　　　　　　２６５０番１ 学校用地 785.51

〃　　　〃　　　　　　２６５０番２ 学校用地 34.63

〃　　　〃　　　　　　２６５１番 学校用地 2,194.61

〃　　　〃　　　　　　２６５２番 学校用地 6,648.50

〃　　　〃　　　　　　２６５５番４ 学校用地 8,805.35

〃　　　〃　　　　　　２６６０番１ 学校用地 2,840.26 　

〃　　　〃　　　　　　２６７１番２ 学校用地 171.94

〃　　　〃　　　　　　２６７５番１ 学校用地 2,960.29

〃　　　〃　　　　　　２６７５番２ 学校用地 558.84

〃　　　〃　　　　　　２６８２番１ 学校用地 5,030.02

〃　　　〃　　　　　　２６８２番２ 学校用地 552.16

〃　　　〃　　　　　　２６８２番３ 学校用地 224.03

〃　　宮野下字上土井２６３８番１ 学校用地 2,397.10

〃　　〃　 　 〃  　  　２６４１番１ 学校用地 4,467.07

〃　　〃　　　字下土井２６１３番２ 学校用地 47.33

〃　　〃　　　字庵河内２５９５番２ 学校用地 6,636.71

〃　　〃　　　字上の山２５８０番 原野 168.31 1,108,800

〃　　〃　　  〃　　　   ２５８１番 畑 311.60

〃　　〃　 　 〃   　　　２５８２番 原野 1,759.04

〃　　〃　 　 〃   　　　２５８２番１ 学校用地 29.82
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〃　　〃　  　〃    　　 ２５８２番２ 学校用地 26.71

〃　　〃　    〃  　　 　２５８２番３ 学校用地 165.08

〃　　〃 　　 〃   　　　２５８２番４ 学校用地 160.58

〃　　〃　　  〃     　　２５８３番 原野 103.02

〃　　〃　 　 〃     　  ２５８４番 田 455.17

〃　　〃　  　〃       　２５８５番 田 1,740.56

〃　　〃　　　〃　   　  ２５８６番 畑 144.71

〃　　〃　　　〃   　　  ２５８７番 宅地 714.64

〃　　〃　 　 〃    　 　２５８８番１ 田 820.20

〃　　〃 　　 〃    　　 ２５８９番１ 田 427.49

〃　　〃　　  〃    　 　２５８９番５ 学校用地 84.06

〃　　〃　　  〃    　 　２５９０番１ 田 1,173.10

〃　　〃　　  〃    　 　２５９１番１ 田 647.63

〃　　〃      〃    　 　２５９１番３ 田 3.35

〃　　〃　    〃     　　２５９１番８ 学校用地 22.76

〃　　〃　    〃    　　 ２５９１番９ 学校用地 99.48

〃　　〃　  字上ノ山５４０番 山林 870.00

〃　　〃　  〃  　　　５４１番２ 山林 3,902.10

〃　　〃　　〃　  　　５４２番 山林 12,108.17

〃　　〃　　〃  　　　５４３番 山林 178.21

〃　　〃　　〃　  　　５４４番 山林 450.88

〃　　〃　  〃  　　　５４５番 山林 31.18

〃　　〃　  字三本松４９９番 山林 1,882.30

〃　　〃　　〃　   　　５００番 山林 529.18

〃　　〃 　 〃   　　　５０１番 山林 596.24

〃　　〃　　〃　   　　５０２番 山林 596.41

〃　　〃　  〃　   　　５０３番 山林 596.50

〃　　〃　　〃   　　　５０４番 山林 1,148.86

〃　　〃　　〃　   　　５０５番 山林 587.28

〃　　〃　  〃   　　　５０６番 山林 326.99

〃　　〃　  〃   　　　５０７番 山林 299.99

〃　　〃　　〃   　　　５０８番１ 山林 1,126.56

〃　　〃　  〃　   　　５１４番 山林 442.10

〃　　〃　  〃   　　　５２１番 山林 19,899.72

〃　　〃　　〃　   　　５２２番 山林 16,625.95
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〃　　〃　　〃   　　　５２２番１ 学校用地 167.76

〃　　〃　  〃     　　５２３番 山林 2,231.81

〃　　〃　  〃   　　　５２４番 山林 2,733.30

〃　　〃 　 〃　   　　５２５番 山林 6,182.27

〃　　〃　　〃　   　　５２６番 山林 7,145.03

〃　　〃　  〃　   　　５２７番１ 山林 8,960.89

〃　　〃　　〃   　　　５２７番第１ 山林 5,131.48

〃　　〃 　 〃   　　　５２８番第１ 山林 347.47

〃　　〃　　〃   　　　５２８番２ 山林 4,040.35

〃　　〃　  字三本松山５０９番 山林 327.00

〃　　〃　　〃　　    　　５１０番 山林 284.96

〃　　〃　　〃    　　　　５１０番第１ 山林 884.67

〃　　〃　  〃    　　　　５１１番 山林 333.00

〃　　〃　　〃    　　　　５１２番 山林 333.00

〃　　〃　　〃    　　　　５１３番 山林 1,360.90

〃　　〃　　〃    　　　　５１５番 山林 442.09

〃　　〃　  〃    　　　　５１６番 山林 910.98

〃　　〃　  〃    　　　　５１７番 山林 929.19

〃　　〃　  〃　    　　　５１８番 山林 1,033.39

〃　　〃 　 〃    　　　　５１９番 山林 558.74

〃　　〃　　〃　    　　　５２０番 山林 406.60

〃　　〃　　字三本松中山４９８番１ 山林 513.38

〃　　〃　　字上滑２００９番３ 田 6.23

〃　　〃　　〃　　２００９番４ 田 5.41

〃　　〃　　字上平野４８２番６ 山林 10,188.34

〃　　〃　　〃   　　　４８２番５６ 学校用地 208.13

〃　　〃　　〃   　　　４８３番１ 山林 18,306.02

〃　　〃　　〃　   　　４８４番１ 山林 1,586.74

〃　　〃　　〃   　　　４８４番２ 山林 872.57

〃　　〃　　字大工給５５３番 山林 8,634.41

〃　　〃　　〃    　　　５５４番 山林 50.00

〃　　〃　　〃    　　　５５５番 山林 2,554.72

〃　　〃　　〃　    　　５５６番 山林 5,192.29

〃　　〃　　〃　    　　５５７番 山林 11,009.00

〃　　〃　　〃    　　　５５７番１ 学校用地 25.07
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〃　　〃　　〃　    　　５５８番 山林 12,242.95

〃　　〃   　字大工給下山５５１番 山林 8,052.13

〃　　〃　　〃      　　　　　５５２番 山林 73.09

〃　　〃　 　字椿２２２０番 山林 572.48

〃　　〃　 　〃 　２２２１番 原野 289.32

〃　　〃　 　〃 　２２２２番 山林 124.44

〃　　〃　 　〃 　２２２３番 山林 248.38

〃　　〃　 　〃 　２２２４番 山林 521.47

〃　　〃　 　〃 　２７１５番 田 880.22

〃　　〃 　　〃　 ２７１５番１ 学校用地 86.56

〃　　〃　 　〃 　２７１５番２ 学校用地 70.84

〃　　〃　 　〃 　２７１５番３ 学校用地 455.92

〃　　〃　 　〃 　２７１７番 田 1,726.26

〃　　〃　 　〃 　２７１８番 田 606.37

〃　　〃　 　〃　 ２７１９番 畑 90.43

〃　　〃　 　〃 　２７２０番 ため池 889.37

〃　　〃　 　〃 　２７２１番 雑種地 675.09

〃　　〃　 　字仙花寺５４７番１ 山林 3,421.09

〃　　〃　 　〃　　   　５４８番１ 山林 5,841.60

〃　　〃　 　〃　　   　５４９番１ 山林 5,860.69

〃　　〃　 　〃   　　　５４９番３ 山林 143.50

〃　　〃 　　〃   　　　５５０番 山林 271.47

〃　　〃　 　字泉花寺２７０４番４ 田 498.11

〃　　〃　 　〃   　　　２７０５番３ 田 1,054.60

〃　　〃　 　〃   　　　２７０６番 畑 554.85

〃　　〃　 　〃   　　　２７０６番１ 学校用地 50.51

〃　　〃　 　〃   　　　２７０６番２ 学校用地 44.29

〃　　〃　　 〃　   　　２７０６番３ 学校用地 10.68

〃　　〃　　 字上通２９４２番１ 宅地 891.20 93,500

〃　　〃　　 字堤下２９４４番１ 宅地 1,643.17

〃　　〃　 　〃　　  ２９４６番１ 宅地 766.77

〃　　〃 　　字平野２０１２番１ 宅地 5,034.08 135,000

　　　計 280,465.87 2,377,300
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　２　建物

所在 種類 構造 床面積 評価額

平方メートル 千円

山口市桜畠三丁目２６５２番地  本館 鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 2,586.99 56,600

〃　　  〃　　    　　〃  ２号館 鉄骨造鉄板葺平家建 648.04 27,200

〃　　  〃　   　 　　〃  厚生棟 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・鉄板葺平家建 646.65 22,600

〃　　  〃   　　 　　〃  課外活動棟 鉄骨造鉄板葺２階建 584.88 11,400

〃  　　〃　    　　　〃  更衣室棟 鉄骨造鉄板葺平家建 126.90 1,990

〃　　  〃　           ２６３１番地１  １号館 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 3,239.61 70,800

〃　  　〃　           〃  体育館 鉄骨造鉄板葺２階建 1,239.34 18,800

〃　 　 〃　　　    　〃  クラブ棟 鉄骨造鉄板葺２階建 263.52 3,100

〃　    〃　　　      〃  図学教室 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 129.60 6,550

〃 　　 〃　      　　〃  倉庫 鉄骨造鉄板葺平家建 52.00 686

〃　　  〃　     　　 〃  〃 コンクリートブロック造陸屋根平家建 24.27 213

〃　　  〃　　        〃  〃 コンクリートブロック造スレート葺平家建 9.75 237

〃　　  〃　　　　    ２６６０番地１  図書館 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 1,079.10 57,600

〃　  　〃　　   　　〃  車庫 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 90.72 6,270

〃　　  〃　   　　　〃  倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 40.00 2,000

〃　  　〃　   　　　２６７５番地１  大学院棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 359.68 14,400

〃　    〃　　　   　〃  〃 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 204.00 5,740

〃　  　〃　　　   　〃  ポンプ室 コンクリートブロック造陸屋根平家建 7.81 92

〃　  　〃　　　   　２６５１番地  ３号館 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 2,832.76 80,000

〃　  　〃　　　   　〃  屋外便所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 9.65 1,640

〃  　　〃　　　   　２６５５番地４  ４号館 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 3,056.86 366,000

〃　  　〃　　　   　２６８２番地２  さくらんぼ館 木造セメント瓦葺平家建 39.29 1,490

〃　  　〃　　　　   ２５３４番地２  車庫 鉄筋コンクリート造シングル葺平家建 45.56 735

〃　　  〃　　   　　２６８２番地１  学生寮 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 1,609.75 35,400

〃　　  宮野下字上土井２６４１番地１  倉庫 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 14.69 686

〃　　  〃　　　字上ノ山５４２番地  看護学部棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下２階付４階建 6,745.71 1,390,000

〃　  　〃　　　〃　　  　〃  機械室 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 25.20 2,220

〃　　  〃　　  〃　　   　５４１番地２  看護学部西棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺３階建 2,567.06 527,000

〃　  　〃　　  〃　　   　５４０番地、５４１番地２  講堂 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付３階建 2,545.72 561,000

〃      〃       字堤下２９４４番地１  宮野職員公舎（４棟）　 コンクリートブロック造陸屋根２階建 325.44 6,320

〃  　　〃　　　〃　　  〃  宮野職員公舎倉庫（４棟） 木造スレート葺平家建 12.60 88

〃      〃       字堤下２９４６番地１  宮野職員公舎（３棟） コンクリートブロック造陸屋根２階建 244.08 4,310

〃　  　〃  　　〃　   　〃  宮野職員公舎倉庫（３棟） 木造スレート葺平家建 9.45 66

〃      〃       字上通２９４２番地１  宮野職員公舎　（２棟） コンクリートブロック造陸屋根２階建 340.48 7,400

〃   　〃　　　　〃　  　〃  宮野職員公舎物置（４棟） コンクリートブロック造陸屋根平家建 13.60 160

〃     〃         字平野２０１２番地１  平野職員公舎（４棟） 鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 1,348.96 119,600

〃　　〃　　　　〃　　   〃  アネックス平野職員公舎 鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 215.70 22,800

計 33,335.42 3,433,193
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