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石川県公立大学法人定款 
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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、石川県立看護大学及び石川県立大学の設置及び管理をし、

開かれた大学として透明性の高い運営を行うとともに、地域における知の拠点として、

広く知識を授け、人間の健康及び生命並びに食料及び環境に関わる専門の各分野にお

いて学術を深く教授研究し、高度な知識及び技能を有する教養と創造性にあふれる人

間性豊かな人材を育成し、並びに新たな研究成果の創造と社会への還元による地域貢

献活動を積極的に展開することにより、県民生活の向上に寄与し、ひいては我が国と

世界の社会と文化の発展に資することを目的とする。 

 

(名称) 

第２条 この公立大学法人の名称は、石川県公立大学法人(以下「法人」という。)とす

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、次の表に掲げる大学を設置する。 

名     称 所  在  地 

石川県立看護大学 かほく市 

石川県立大学 野々市市 
 

 

(設立団体) 

第４条 法人の設立団体は、石川県とする。 

 

(事務所の所在地)                   

第５条 法人は、事務所を野々市市に置く。 
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(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。 

   

(公告の方法) 

第７条 法人の公告は、石川県公報に掲載して行う。 

   

第２章 役員 

 (定数) 

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

以内を置く。 

 

(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

第１項に規定する経営審議会の議を経るものとする。 

３ 理事長は、第１９条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第１７条

第１項に規定する教育研究審議会の議を経るものとする。 

４ 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。 

５ 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、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。 

６ 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。 

７ 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けたときはその職務を行う。 

８ 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、石川県の規則で定め

るところにより、監査報告を作成しなければならない。 

９ 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。 

１０ 監事は、法人が次に掲げる書類を石川県知事（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）その他石川県の規則で定める書類 

１１ 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。 

   

(理事長の任命) 

第１０条 理事長は、知事が任命する。 

 

(学長の任命) 

第１１条 第３条の表に掲げる大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任 
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命するものとする。 

２ 学長の選考を行うため、大学ごとに学長選考会議を置く。 

３ 学長の任命は、学長選考会議の選考に基づき、理事長が行う。 

４ 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。 

５ 学長選考会議は、大学ごとに、第１４条第１項に規定する経営審議会の中から当該

経営審議会において選出された者３人及び第１７条第１項に規定する教育研究審議会

の中から当該教育研究審議会において選出された者３人をもって構成する。 

６ 学長選考会議に議長を置き、構成員の互選によりこれを定める。 

７ 議長は、学長選考会議を主宰する。 

８  学長選考会議の議事の手続その他学長選考に関し必要な事項は、議長が学長選考会

議に諮って定める。 

 

(理事及び監事の任命) 

第１２条 理事は、理事長が任命する。 

２ 監事は、知事が任命する。 

 

(任期) 

第１３条 理事長の任期は、４年とする。 

２ 副理事長の任期は、学長の任期によるものとする。 

３ 理事の任期は、２年とする。 

４ 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。 

５ 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。 

６ 役員は、再任されることができる。 

 

第３章 審議機関 

第１節 経営審議会 

(設置及び構成) 

第１４条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、法人に経営審議会を 

置く。 

２ 経営審議会は、次に掲げる委員１０人以内により構成する。 

 （１）理事長 

 （２）副理事長 

 （３）理事 

 （４）その他理事長が任命する者     

３  委員の任期は、２年とする。ただし、役員である委員については、当該役員の任期

とする。 

４  委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５  委員は、再任されることができる。 
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(招集及び議事） 

第１５条 経営審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、経営審議会の委員の３分の１以上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場合は、経営審議会を招集しなければならない。 

３ 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 議長は、経営審議会を主宰する。 

５ 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。 

６ 経営審議会の議事は、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。 

 

(審議事項） 

第１６条  経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）法第２５条第１項に規定する中期目標（以下「中期目標」という。）について知

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）法第２６条第１項に規定する中期計画（以下「中期計画」という。）及び法第 

２７条第１項に規定する年度計画（以下「年度計画」という。）に関する事項の 

うち、法人の経営に関するもの 

（３）法の規定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のうち、法人の

経営に関するもの 

（４）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 

（５）重要な組織の編成に関する事項 

（６）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

（７）職員の定数その他の人事の方針に関する事項 

（８）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 

（９）その他法人の経営に関する重要事項 

 

第２節 教育研究審議会 

(設置及び構成) 

第１７条 大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、大学ごとに教育  

研究審議会を置く。 

２ 教育研究審議会の委員の定数は、石川県立看護大学にあっては１０人以内、石川県

立大学にあっては１５人以内とする。 

３ 教育研究審議会は、次に掲げる委員により構成する。 

（１）学長 

（２）副学長を置くときは、副学長 

（３）法人の規程で定める教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者 

 (４) その他学長が指名する者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、前項第１号から第３号までに掲げる委員につ



 - 5 - 

いては、当該職にある期間とする。 

５  委員が欠けた場合における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。 

 

(招集及び議事) 

第１８条 教育研究審議会は、学長が招集する。 

２ 学長は、教育研究審議会の委員の３分の１以上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場合は、教育研究審議会を招集しなければならない。 

３ 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。 

４ 議長は、教育研究審議会を主宰する。 

５ 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。 

６ 教育研究審議会の議事は、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。 

 

(審議事項) 

第１９条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）中期目標について知事に対して述べる意見に関する事項のうち、大学の教育研    

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、大学の教育研究に関するもの 

（３）法の規定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のうち、大学の

教育研究に関するもの 

（４）学則(法人の経営に関する部分を除く。)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 

（５）教員の人事に関する事項 

（６）教育課程の編成に関する方針に係る事項 

（７）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 

（８）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

に関する方針に係る事項 

（９）教育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 

（１０）その他大学の教育研究に関する重要事項 

 

第４章 業務の範囲及び執行 

(業務の範囲) 

第２０条 法人は、次に掲げる業務を行う。 

（１）石川県立看護大学及び石川県立大学を設置し、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）法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の 

    法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

（４）公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 
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（５）研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

（６）前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

(業務方法書) 

第２１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５章 資本金等 

(資本金) 

第２２条 法人の資本金については、別表に掲げる資産を石川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石川県が評

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２３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、これを石川県に帰属させる。 

 

第６章 委任 

(規程への委任) 

第２４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 

(施行期日) 

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。 

(最初の学長の任命に関する特例等) 

２ 大学の設置後最初の学長の任命は、第１１条第３項の規定にかかわらず、学長選

考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が行う。 

３ 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。 

４ 附則第２項の規定により任命された学長の任期は、４年とする。ただし、当該学

長が、法人の成立の日の前日に石川県立看護大学又は石川県立大学の学長であった

者と同一の者である場合は、それぞれの学長としての任期の残任期間と同一の期間

とする。  

  附 則 

この定款は、平成２３年１１月１１日から施行する。 

 附 則 

変更後の定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。 
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附 則 

(施行期日) 

１ この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この定款の施行の際現に法人の監事である者の任期については、変更後の定款第１

３条第４項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

変更後の定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。 

   

 

 



別表（第２２条関係）

１　土地

(１)　石川県立看護大学

資産の種類 所在地 地目 地積(㎡)

土地 かほく市学園台一丁目１番 学校用地 22,777

土地 かほく市学園台一丁目２番 学校用地 24,330

土地 かほく市学園台一丁目３番 学校用地 4,882

土地 かほく市学園台一丁目４番 学校用地 8,986

土地 かほく市高松ル８番７ 宅地 329.62

(２)　石川県立大学

資産の種類 所在地 地目 地積(㎡)

土地 野々市市末松一丁目３０８番 学校用地 3,139

土地 野々市市末松一丁目３０８番２ 学校用地 15

土地 野々市市末松一丁目３０８番３ 学校用地 7.81

土地 野々市市末松一丁目３０８番４ 学校用地 19

土地 野々市市末松一丁目３０８番５ 学校用地 9.90

土地 野々市市末松一丁目３０８番６ 学校用地 19

土地 野々市市末松一丁目３０８番７ 学校用地 10

土地 野々市市末松一丁目３０８番８ 学校用地 19

土地 野々市市末松一丁目３０８番９ 学校用地 9.83

土地 野々市市末松一丁目３０８番１０ 学校用地 19

土地 野々市市末松一丁目３０８番１１ 学校用地 9.81

土地 野々市市末松一丁目３０９番 学校用地 1,868

土地 野々市市末松一丁目３０９番２ 学校用地 19

土地 野々市市末松一丁目３０９番３ 学校用地 9.95

土地 野々市市末松一丁目３０９番４ 学校用地 26

土地 野々市市末松一丁目３０９番５ 学校用地 9.97

土地 野々市市末松一丁目３０９番６ 学校用地 27

土地 野々市市末松一丁目３０９番７ 学校用地 8.64

土地 野々市市末松一丁目３１０番１ 学校用地 2,233

土地 野々市市末松一丁目３１０番２ 学校用地 31

土地 野々市市末松一丁目３１０番３ 学校用地 10

土地 野々市市末松一丁目３１０番４ 学校用地 30

土地 野々市市末松一丁目３１０番５ 学校用地 10

土地 野々市市末松一丁目３１０番６ 学校用地 30

土地 野々市市末松一丁目３１０番７ 学校用地 10

土地 野々市市末松一丁目３１０番８ 学校用地 12

土地 野々市市末松一丁目３１０番１０ 学校用地 4.25

土地 野々市市末松一丁目３１１番１ 学校用地 2,498

土地 野々市市末松一丁目３１２番 学校用地 2,048

土地 野々市市末松一丁目３１３番 学校用地 3,417

土地 野々市市末松一丁目３１４番 学校用地 3,285

土地 野々市市末松一丁目３１５番 学校用地 1,967

土地 野々市市末松一丁目３１６番１ 学校用地 2,473

土地 野々市市末松一丁目３１７番１ 学校用地 1,580

土地 野々市市末松一丁目３１８番 学校用地 742

土地 野々市市末松一丁目５４９番 学校用地 286

土地 野々市市末松一丁目５５０番 学校用地 313

土地 野々市市末松一丁目５５１番 学校用地 289

土地 野々市市末松一丁目５５２番 学校用地 273

土地 野々市市末松一丁目５５３番 学校用地 271

土地 野々市市末松一丁目５５４番 学校用地 223

土地 野々市市末松一丁目５５５番 学校用地 199

土地 野々市市末松一丁目５５６番 学校用地 189

土地 野々市市末松一丁目５５７番 学校用地 253

土地 野々市市末松一丁目５５８番 学校用地 2,638

土地 野々市市末松一丁目５５９番 学校用地 142



土地 野々市市末松一丁目５６０番 学校用地 174

土地 野々市市末松一丁目５６１番 学校用地 168

土地 野々市市末松一丁目５６２番 学校用地 155

土地 野々市市末松一丁目５６３番 学校用地 133

土地 野々市市末松一丁目５６４番 学校用地 119

土地 野々市市末松一丁目５６５番 学校用地 85

土地 野々市市末松一丁目５６６番 学校用地 83

土地 野々市市末松一丁目５６７番 学校用地 82

土地 野々市市末松一丁目５６８番 学校用地 62

土地 野々市市末松一丁目５６９番 学校用地 43

土地 野々市市末松一丁目５７０番 学校用地 31

土地 野々市市末松一丁目５７１番 学校用地 24

土地 野々市市末松一丁目５７２番 学校用地 22

土地 野々市市末松一丁目５７３番 学校用地 15

土地 野々市市末松一丁目６５４番 学校用地 131

土地 野々市市末松一丁目６５５番 学校用地 71

土地 野々市市末松一丁目６５６番 学校用地 60

土地 野々市市末松一丁目６５７番 学校用地 90

土地 野々市市末松一丁目６５８番 学校用地 163

土地 野々市市末松一丁目６５９番 学校用地 83

土地 野々市市末松一丁目６６０番 学校用地 89

土地 野々市市末松一丁目６６１番 学校用地 60

土地 野々市市末松一丁目６６３番 学校用地 291

土地 野々市市末松一丁目６６４番 学校用地 233

土地 野々市市末松一丁目６６５番 学校用地 137

土地 野々市市末松一丁目６６６番 学校用地 314

土地 野々市市末松一丁目６６７番 学校用地 129

土地 野々市市末松一丁目６６８番 学校用地 76

土地 野々市市末松一丁目６６９番 学校用地 52

土地 野々市市末松一丁目６７１番 学校用地 191

土地 野々市市末松一丁目６７２番 学校用地 99

土地 野々市市末松一丁目６７３番 学校用地 81

土地 野々市市末松一丁目６７４番 学校用地 121

土地 野々市市末松一丁目６７５番 学校用地 212

土地 野々市市末松一丁目６７６番 学校用地 109

土地 野々市市末松一丁目６７７番 学校用地 131

土地 野々市市末松一丁目６７８番 学校用地 83

土地 野々市市末松一丁目６７９番 学校用地 5.28

土地 野々市市末松一丁目６８０番 学校用地 126

土地 野々市市末松二丁目３番 学校用地 2,498

土地 野々市市末松二丁目４番１ 学校用地 2,127

土地 野々市市末松二丁目５番 学校用地 2,538

土地 野々市市末松二丁目６番１ 学校用地 793

土地 野々市市末松二丁目６番８ 学校用地 92

土地 野々市市末松二丁目７番 学校用地 1,471

土地 野々市市末松二丁目８番 学校用地 301

土地 野々市市末松二丁目９番６ 学校用地 4.70

土地 野々市市末松二丁目５３８番 学校用地 1,343

土地 野々市市末松二丁目５３９番 学校用地 253

土地 野々市市末松二丁目５４０番 学校用地 1,617

土地 野々市市末松二丁目６３９番 学校用地 47

土地 野々市市末松二丁目６４０番 学校用地 95

土地 野々市市末松二丁目１０７３番 学校用地 51

土地 野々市市末松二丁目１０７４番 学校用地 164

土地 野々市市末松二丁目１０７５番 学校用地 88

土地 野々市市末松二丁目１０７６番 学校用地 103

土地 野々市市末松二丁目１０７７番 学校用地 81

土地 野々市市末松三丁目２３５番 学校用地 3,216

土地 野々市市末松三丁目２３６番１ 学校用地 1,648

土地 野々市市末松三丁目２３７番１ 学校用地 1,882



土地 野々市市末松三丁目２３８番 学校用地 3,482

土地 野々市市末松三丁目２３９番１ 学校用地 3,947

土地 野々市市末松三丁目２３９番２ 学校用地 114

土地 野々市市末松三丁目２４０番１ 学校用地 1,564

土地 野々市市末松三丁目２４１番１ 学校用地 1,326

土地 野々市市末松三丁目２４２番１ 学校用地 3,389

土地 野々市市末松三丁目２４２番２ 学校用地 97

土地 野々市市末松三丁目２４３番１ 学校用地 3,110

土地 野々市市末松三丁目２４４番１ 学校用地 1,620

土地 野々市市末松三丁目２４５番１ 学校用地 2,707

土地 野々市市末松三丁目２４６番１ 学校用地 1,305

土地 野々市市末松三丁目２４６番２ 学校用地 1,323

土地 野々市市末松三丁目２４６番３ 学校用地 98

土地 野々市市末松三丁目２４７番１ 学校用地 1,355

土地 野々市市末松三丁目６２８番 学校用地 132

土地 野々市市末松三丁目６２９番 学校用地 75

土地 野々市市末松三丁目６３０番 学校用地 76

土地 野々市市末松三丁目６３１番 学校用地 33

土地 野々市市末松三丁目６３２番 学校用地 94

土地 野々市市末松三丁目６３３番 学校用地 169

土地 野々市市末松三丁目６３４番 学校用地 215

土地 野々市市末松三丁目６３５番 学校用地 116

土地 野々市市末松三丁目６３６番 学校用地 175

土地 野々市市末松三丁目６３７番 学校用地 153

土地 野々市市末松三丁目６３８番 学校用地 80

土地 野々市市末松三丁目６３９番 学校用地 26

土地 野々市市末松三丁目６４０番 学校用地 158

土地 野々市市末松三丁目６４１番 学校用地 64

土地 野々市市末松三丁目６４２番 学校用地 93

土地 野々市市末松三丁目６４３番 学校用地 81

土地 野々市市末松三丁目６４４番 学校用地 43

土地 野々市市中林二丁目１７５番１ 学校用地 441

土地 野々市市中林二丁目１７６番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１７７番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１７８番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１７９番１ 学校用地 780

土地 野々市市中林二丁目１８０番１ 学校用地 734

土地 野々市市中林二丁目１８１番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１８２番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１８３番１ 学校用地 780

土地 野々市市中林二丁目１８４番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１８５番１ 学校用地 804

土地 野々市市中林二丁目１８６番１ 学校用地 695

土地 野々市市中林二丁目１８６番２ 学校用地 23

土地 野々市市中林二丁目１８７番 学校用地 813

土地 野々市市中林二丁目１８８番１ 学校用地 748

土地 野々市市中林二丁目２００番 学校用地 570

土地 野々市市中林二丁目２０１番 学校用地 669

土地 野々市市中林二丁目２０２番１ 学校用地 628

土地 野々市市中林二丁目２０２番２ 学校用地 21

土地 野々市市中林二丁目２０３番 学校用地 699

土地 野々市市中林二丁目２０４番 学校用地 669

土地 野々市市中林二丁目２０５番 学校用地 701

土地 野々市市中林二丁目２０６番 学校用地 1,192

土地 野々市市中林二丁目２０７番 学校用地 565

土地 野々市市中林二丁目２０８番 学校用地 744

土地 野々市市中林二丁目２０９番 学校用地 706

土地 野々市市中林二丁目２１０番１ 学校用地 651

土地 野々市市中林二丁目２１１番 学校用地 60

土地 野々市市中林二丁目２１２番 学校用地 71



土地 野々市市中林二丁目２１３番 学校用地 52

土地 野々市市中林二丁目２１４番 学校用地 60

土地 野々市市中林二丁目２１５番 学校用地 83

土地 野々市市中林二丁目２１６番 学校用地 97

土地 野々市市中林二丁目２１７番 学校用地 184

土地 野々市市中林二丁目２１８番 学校用地 115

土地 野々市市中林二丁目２１９番 学校用地 123

土地 野々市市中林二丁目２２０番 学校用地 77

土地 野々市市中林二丁目２２１番 学校用地 93

土地 野々市市中林二丁目２２２番１ 学校用地 161

土地 野々市市中林二丁目２２２番２ 学校用地 1.18

土地 野々市市中林二丁目２２３番１ 学校用地 100

土地 野々市市中林二丁目２２３番２ 学校用地 0.73

土地 野々市市中林二丁目２２４番 学校用地 93

土地 野々市市中林二丁目２２５番 学校用地 81

土地 野々市市中林二丁目２２６番１ 学校用地 48

土地 野々市市中林三丁目１番１ 学校用地 833

土地 野々市市中林三丁目１番２ 学校用地 1,346

土地 野々市市中林三丁目１番３ 学校用地 1,675

土地 野々市市中林三丁目１番４ 学校用地 2,729

土地 野々市市中林三丁目２番 学校用地 3,220

土地 野々市市中林三丁目３番１ 学校用地 984

土地 野々市市中林三丁目４番１ 学校用地 2,108

土地 野々市市中林三丁目１１番１ 学校用地 659

土地 野々市市中林三丁目１２番 学校用地 754

土地 野々市市中林三丁目１３番 学校用地 821

土地 野々市市中林三丁目１４番 学校用地 821

土地 野々市市中林三丁目１５番 学校用地 821

土地 野々市市中林三丁目１６番 学校用地 821

土地 野々市市中林三丁目１７番 学校用地 722

土地 野々市市中林三丁目１８番 学校用地 775

土地 野々市市中林三丁目１９番 学校用地 680

土地 野々市市中林三丁目２２番 学校用地 218

土地 野々市市中林三丁目４２番１ 学校用地 444

土地 野々市市中林三丁目４４番１ 学校用地 579

土地 野々市市中林三丁目４７番１ 学校用地 788

土地 野々市市中林三丁目４８番 学校用地 818

土地 野々市市中林三丁目４９番１ 学校用地 102

土地 野々市市中林三丁目５０番１ 学校用地 820

土地 野々市市中林三丁目５１番１ 学校用地 587

土地 野々市市中林三丁目１７７番 学校用地 116

土地 野々市市中林三丁目１７８番 学校用地 251

土地 野々市市中林三丁目１７９番 学校用地 171

土地 野々市市中林三丁目１８０番 学校用地 41

土地 野々市市中林三丁目１８１番 学校用地 34

土地 野々市市中林三丁目１８２番 学校用地 112

土地 野々市市中林三丁目１８３番 学校用地 189

土地 野々市市中林三丁目１８４番 学校用地 118

土地 野々市市中林三丁目１８５番 学校用地 39

土地 野々市市中林三丁目１８６番 学校用地 91

土地 野々市市中林三丁目１８７番 学校用地 146

土地 野々市市中林三丁目１８８番１ 学校用地 101

土地 野々市市中林三丁目１８９番１ 学校用地 56

土地 野々市市中林三丁目１９０番１ 学校用地 31

土地 野々市市清金一丁目１３番１ 学校用地 943

土地 野々市市清金一丁目１４番１ 学校用地 853

土地 野々市市清金一丁目３１番１ 学校用地 998

土地 野々市市清金一丁目５４８番 学校用地 23

土地 野々市市清金一丁目５４９番 学校用地 42



２　建物

(１)　石川県立看護大学

資産の種類 所在地 構　　　造 延床面積(㎡) 備　　考
鉄筋コンクリート造ステン
レス鋼板葺３階建 1,689.93 管理棟

鉄筋コンクリート造ステン
レス鋼板葺３階建 1,850.73 (附属建物)

鉄筋コンクリート造ステン
レス鋼板葺２階建 903.57 (附属建物)

鉄筋コンクリート造ステン
レス鋼板葺４階建 8,742.49

教育研究棟
(附属建物)

鉄骨鉄筋コンクリート造ス
テンレス鋼板葺平家建 1,078.50 (附属建物)

鉄筋コンクリート造ステン
レス鋼板葺２階建 1,343.33

厚生棟
(附属建物)

鉄筋コンクリート造合金
メッキ鋼板葺平家建 5.25 (附属建物)

鉄筋コンクリート造合金
メッキ鋼板葺平家建 6.88 (附属建物)

建物 かほく市高松ル８番地７ 木造瓦葺２階建
164.10 学長宿舎

鉄筋コンクリート造陸屋根
３階建 925.42 職員宿舎

鉄筋コンクリート造陸屋根
平家建 7.36

物置１
(附属建物)

鉄筋コンクリート造陸屋根
平家建 14.63 (附属建物)

鉄筋コンクリート造陸屋根
平家建 15.12

物置２
(附属建物)

鉄筋コンクリート造陸屋根
合金メッキ鋼板葺平家建 13.30 (附属建物)

(２)　石川県立大学

資産の種類 所在地 構　　　造 延床面積(㎡) 備　　考

鉄骨造カラー鉄板葺２階
建 597.52 (附属建物)

鉄骨造カラー鉄板葺２階
建 550.00 (附属建物)

鉄骨造カラー鉄板葺２階
建 475.60 (附属建物)

軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建

62.48

温室１
(附属建物・平成
25年5月除却)

鉄骨造カラー鉄板葺平家
建

33.55

作業場１
(附属建物・平成
25年5月除却)

軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建

94.56

温室２
(附属建物・平成
25年5月除却)

建物 野々市市末松一丁目３
１４番地、３０８番地、３
０９番地、３１２番地、３
１３番地、３１５番地、３
１６番地１、３１７番地
１、３１８番地、６５８番
地、６５９番地、６６３番
地、６６４番地、６６５番
地、６６６番地、６６７番
地、６６８番地、６６９番
地、６７１番地、６７２番
地、６７３番地、６７４番
地、６７５番地、６７６番
地、６７７番地、６７８番
地、６８０番地
野々市市末松三丁目２
３５番地、２３６番地１、
２３７番地１、２３８番
地、２３９番地１、２４２
番地１、２４３番地１、２
４４番地１、２４５番地
１、２４６番地１、

図書館

講堂

校舎

体育館

校舎

物置

プロパン庫

物置

19,476.35

鉄筋コンクリート造合金
メッキ鋼板葺３階建

本館棟

農業土木実験
棟

水理実験棟

温室

作業場

温室

機械室
プロパン庫

名称

校舎

農業機械実験
棟

名称

校舎かほく市学園台一丁目
２番地、１番地

建物

居宅

共同住宅かほく市高松ヲ２番地１建物

駐輪場
物置

物置



軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建

62.48

温室３
(附属建物・平成
25年2月除却)

鉄骨造カラー鉄板葺平家
建

31.35

作業場２
(附属建物・平成
25年2月除却)

軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建

94.56

温室４
(附属建物・平成
25年2月除却)

軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建

94.56

温室５
(附属建物・平成
25年10月除却)

鉄骨造カラー鉄板葺平家
建

177.37

農場管理舎
(附属建物・平成
27年2月除却)

鉄骨造カラー鉄板葺平家
建 408.30 (附属建物)

鉄骨造スレート葺平家建
129.60

作業場３
(附属建物)

鉄骨造カラー鉄板葺平家
建 502.20

作業場４
(附属建物)

コンクリートブロック造陸
屋根平家建 17.25

機械室１
(附属建物)

コンクリートブロック造ス
レート葺平家建

5.63

プロパン庫１
(附属建物・平成
25年5月除却)

コンクリートブロック造ス
レート葺平家建

1.70

プロパン庫２
(附属建物・平成
25年5月除却)

コンクリートブロック造ス
レート葺平家建 5.67

倉庫１
(附属建物)

鉄骨造カラー鉄板葺平家
建 249.18 (附属建物)

鉄骨造ガラス板葺平家建
87.69

温室６
(附属建物)

軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建 472.50

温室７
(附属建物)

鉄骨造スレート葺平家建
47.25

作業場５
(附属建物)

軽量鉄骨造ガラス板葺平
家建 35.43

温室８
(附属建物)

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
平家建 480.00 (附属建物)

コンクリートブロック造陸
屋根平家建 12.60

機械室２
(附属建物)

コンクリートブロック造陸
屋根平家建 12.00

機械室３
(附属建物)

鉄骨造ガラス板葺平家建
102.96

温室９
(附属建物)

鉄骨造ガラス板葺平家建
102.96

温室１０
(附属建物)

鉄骨造ガラス板葺平家建
102.96

温室１１
(附属建物)

鉄骨造ガラス板葺平家建
132.30

温室１２
(附属建物)

機械室

機械室

温室

温室

温室

温室

飼育室

温室

温室

作業場

温室

農業機械実習
棟

作業場

作業場

機械室

プロパン庫

プロパン庫

倉庫

温室

作業場

温室

温室

管理棟

農具舎

６３２番地、６３３番地、
６３４番地、６３５番地、
６４０番地、６４１番地、
６４２番地、６４３番地、
６４４番地、６４５番地
野々市市中林二丁目１
８１番地１、１８２番地
１、１８３番地１、１８４番
地１、１８５番地１、１８６
番地１、２０２番地１、２
０３番地、２０４番地、２
０５番地、２０６番地、２
０７番地、２１３番地、２
１４番地、２１５番地、２
１６番地、２１９番地、２
２０番地、２２２番地１、
２２３番地１、２２４番地
野々市市中林三丁目１
番地４、２番地、３番地
１、４番地１、１８１番
地、１８２番地、１８３番
地、１８４番地



鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
平家建 403.96 (附属建物)

軽量鉄骨造スレート葺平
家建 56.00

温室１３
(附属建物)

鉄筋コンクリート造合金
メッキ鋼板葺平家建 12.25

機械室４
(附属建物)

鉄筋コンクリート造合金
メッキ鋼板葺平家建 21.06

倉庫２
(附属建物)

鉄骨鉄筋コンクリート造亜
鉛メッキ鋼板葺２階建 924.00 (附属建物)

鉄筋コンクリート造陸屋根
５階建 1,800.75

講義棟
(附属建物)

鉄骨造陸屋根２階建
3,354.30 (附属建物)

鉄筋コンクリート造陸屋
根・合金メッキ鋼板ぶき２
階建

3,117.14
大学院棟
(附属建物)

鉄骨造ガラス板ぶき平屋
建 132.30

温室１４
(附属建物)

建物 野々市市末松二丁目５
４０番地

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼
板葺平家建 38.88 果樹園管理舎

建物 野々市市中林三丁目１
番地４

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶ
き平家建 99.37

食品科学実習
棟

温室

機械室

倉庫

温室

体育館

校舎別館

生物資源工学
研究所

校舎

管理棟

飼育実習棟


