
動物舎ごとの搬出・搬入量　内訳表

搬出(㎥) 搬入(㎥) その他 獣舎の高さ

ライオン 屋内 山砂（赤系） 転圧あり 31cm

ライオン 屋外 その他

カバ 屋内 山砂（赤系）

カバ 屋外 赤土

砕石(7号) 8 10 転圧あり 25cm

砕石(40-20)

山砂（赤系）

火山れき

荒目砂

透水シート

砕石(7号) 15cm

火山れき

ハイエナ 屋内 山砂（赤系） 34cm

砕石(7号) 48 4 転圧あり 40cm

粘性土 10 敷き方について別紙参考画像あり

火山れき 4

砕石(40-20) 21

山砂（赤系） 4

荒目砂 5

遮水シート 100㎡

透水シート 72㎡

砕石(7号)

火山れき

小計 56 58

キリン 屋内 砕石(7号) 10 5 50cm

キリン 屋内 砕石(40-20) 10

キリン 屋内 火山れき

キリン 屋内 山砂

キリン 屋内 ビリジャリ 5.5

キリン 屋内 山砂（赤系） 5.5

キリン 屋内 赤土 6

キリン 屋内 透水シート

キリン 屋外 砕石(7号)

ダチョウ 屋内 山砂（赤系） 5 20cm

ダチョウ 屋内 赤土

ダチョウ 屋外 海砂

サーバル 屋内 火山れき

サーバル 屋内 ウッドチップ

サーバル 屋外 火山れき

ミーアキャット 屋内 山砂（赤系） 30cm

ミーアキャット 屋内 砕石(40-20)

ミーアキャット 屋外 山砂（赤系）

ミーアキャット 屋外 山砂

小計 16 31

カンガルー 屋内 荒目砂 20 21 2日（3マス） 31cm

カンガルー 屋外 砕石(7号)

カンガルー 屋外 黒土

スローロリス 屋内 荒目砂 3 4 半日

鳥類ケージ 屋内 荒目砂 1 2 数時間（1マス） 3マス中1マスのみ

昆虫（ウサギ） 屋内 砕石(7号) 2

昆虫（ウサギ） 屋内 荒目砂 2 1マスのみ

昆虫（ウサギ） 屋外 荒目砂

小計 26 29

ウマ舎 屋内 砕石(7号) 15 15 2日 転圧あり 14ｃｍ

ウマ舎 屋外 砕石(7号) 5 数時間

ヒツジ舎 屋内 砕石(7号) 10 13 2日

ヒツジ舎 屋外 荒目砂

ドサンコの森 タヌキ（外） 荒目砂

ドサンコの森 ｴｿﾞﾘｽ（内） 黒土

ドサンコの森 ﾕｷｳｻｷﾞ（内） 荒目砂 5 8 1日

ドサンコの森 ﾕｷｳｻｷﾞ（外） 荒目砂 10 15 1日 外1マス

ドサンコの森 アヒル（外） ウッドチップ

ビーバーの森 アライグマ 荒目砂 5 4

ビーバーの森 プレーリー 荒目砂 0.5

ニワトリ舎 小屋 荒目砂 7 8 1日

ニワトリ舎 屋外 荒目砂

ニワトリ舎 ウサギ（内） 荒目砂
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動物舎ごとの搬出・搬入量　内訳表

搬出(㎥) 搬入(㎥) その他 獣舎の高さ
備考

動物舎名等 資材の種類
R1秋

日数・時間

ヒツジ四阿 屋外 荒目砂 1 数時間

ヒツジ四阿 屋外 赤土 1 数時間 転圧あり

アヒガ舎 屋外 玉砂利

ヤギ山 屋外 荒目砂

広場 荒目砂 10 半日 転圧あり

小計 52 80.5

トキ 屋内 荒目砂 20ｃｍ

ツル 屋内外 荒目砂

ゴイサギ 屋内 荒目砂 20ｃｍ

ゴイサギ 屋外 荒目砂

カモ 屋内 荒目砂

カモ 屋外 荒目砂 15ｃｍ

ペンギン 屋外 ビリジャリ 1 1

ペンギンサブ 屋内 ビリジャリ 1.5 1.5 20ｃｍ

ペンギンサブ 屋外 ビリジャリ 1.5 堆積のみ 13ｃｍ

小計 2.5 4

クジャク舎 屋内 荒目砂

クジャク舎 屋外 荒目砂

オシドリ舎 屋内 荒目砂

フラミンゴ 屋内 バンカー砂 1.5 4 なるべく早め

フラミンゴ 屋内 黒土 0.5 なるべく早め

フラミンゴ 屋外 荒目砂 0.5 フラミンゴを中に入れてからなので最後の方

フラミンゴ 屋外 黒土 2 4 フラミンゴを中に入れてからなので最後の方

アカハナグマ 屋内 バンカー砂 8 7 1日 なるべく早め

アカハナグマ 屋外 黒土

アカハナグマ 屋外 ウッドチップ

保護室・孵卵室 屋内 ビリジャリ 1 1 数時間 10ｃｍ

保護室・孵卵室 屋内 黒土

アルマジロ舎 屋内 黒土

小計 12.5 17

アムールトラ 屋外 山砂（赤系）

山砂（赤系） 転圧あり

砕石(1号)

砕石(40-20)

砕石(6号)

火山れき

ビリジャリ(5-25) 由仁産

ユキヒョウ 屋外 張芝 ※35㎡

ヒマラヤグマ 屋外 黒土

レッサーパンダ 屋内 ウッドチップ 5 5 1日

小計 5 5

マレーグマ 屋内 ウッドチップ

マレーグマ 屋外 山砂（赤系） 50ｃｍ

シシオザル 屋内 ウッドチップ

シシオザル 屋外 ウッドチップ

クロザル 屋内 ウッドチップ

クロザル 屋内 軽石

クロザル 屋外 ウッドチップ

テナガザル 屋内 ウッドチップ

旧マレーバク 屋内 山砂（赤系）

旧マレーバク 屋内 軽石

旧カンムリシロムク 屋内 ウッドチップ

小計 0 0

ゾウ舎 屋外 石狩産陸砂

ゾウ舎 屋内 石狩産陸砂

小計 0 0

エゾヒグマ館 屋外 ウッドチップ 1 3

エゾヒグマ館 屋外 砕石(40-20) 2

エゾヒグマ館 屋外 黒土 1.5 数時間

ホッキョクグマ館 屋外 荒目砂 10

ホッキョクグマ館 屋外 ウッドチップ 10

ホッキョクグマ館 屋外 黒土 10

ホッキョクグマ館 屋外 樹木 半日 樹木３本伐根してほしい

エゾシカ・オオカミ舎 オオカミ 山砂（赤系）

エゾシカ・オオカミ舎 オオカミ 黒土

エゾシカ・オオカミ舎 オオカミ 砕石(40-20)

エゾシカ・オオカミ舎 エゾシカ 黒土 7 数時間 現在園内に堆積してあるものを搬入してほしい
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動物舎ごとの搬出・搬入量　内訳表

搬出(㎥) 搬入(㎥) その他 獣舎の高さ
備考

動物舎名等 資材の種類
R1秋

日数・時間

エゾシカ・オオカミ舎 エゾシカ 荒目砂

モンキーハウス 人止め柵内 ウッドチップ

サル山 屋外 ウッドチップ 0.5 1 数時間

旧保護者（外） 屋外 ビリジャリ

動物病院保護舎 ビリジャリ 15ｃｍ

動物病院保護舎 ウッドチップ

動物病院保護舎 荒目砂

爬虫類館 ゾウガメ 赤土

爬虫類館 ホウシャガメ 赤土

フクロウとタカの森 屋外 ビリジャリ(5-25) 10 15

フクロウとタカの森 屋外 砕石(40-20) 15

フクロウとタカの森 屋外 荒目砂

フクロウとタカの森 屋外 ウッドチップ

フクロウとタカの森 屋外 黒土

猛禽舎 屋外 ウッドチップ

猛禽舎 屋外 荒目砂

猛禽舎 屋外 黒土

鷹小屋 屋内 ビリジャリ

野生復帰施設 玉砂利

野生復帰施設 ビリジャリ(5-25)

小計 13 73

合計 183 297.5

資材合計 搬出 搬入

赤土 6 1

荒目砂 51 91

粘性土 0 10

ウッドチップ 6.5 19

海砂 0 0

火山れき 0 4

軽石 0 0

黒土 3.5 21.5

砕石(40-20) 0 48

砕石（6号） 0 0

砕石(7号) 93 52

遮水シート（㎡） 0 100㎡

玉砂利 0 0

透水シート（㎡） 0 72㎡

樹木 0 0

張芝 0 0

バンカー砂 9.5 11

ビリジャリ 3.5 10.5

ビリジャリ(5-25) 10 15

山砂 0 0

山砂（赤系） 0 14.5

合計（㎥） 183 297.5

合計（㎡） 0 172
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