
売却区分番号 公売財産名称、性質等 見積価額（円） 公売保証金 その他事項

１－３

所在：生月町山田免字前田　495番地、496番地２
家屋番号：495番の３
種類：事務所
構造：コンクリートブロック・鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
床面積：104.61㎡

202,000 30,000

土地は対象外です。
公売物件内の動産等の明
渡しや処分については、買
受人が行うこととなります。

１－７

所在：中野大久保町字白岩
地番：653番23
地目：田
地積：4,678㎡

549,000 60,000

土地改良区の賦課金等が
ある可能性があります。土
地改良区の賦課金等の未
納がある場合、買受人の負
担となる場合があります。

２－１

所在：岩の上町字下尾崎
地番：555番４
地目：宅地
地積：661.66㎡

所在：岩の上町字下尾崎　555番地４
家屋番号：555番４
種類：居宅
構造：木造瓦葺平家建
床面積：194.08㎡

上記敷地内動産　一式

654,000 70,000

筆界未定地です。土地の境
界確認については、買受人
が行うこととなります。差押
対象外の動産等の処分に
ついては、買受人が行うこと
となります。

２－７

所在：田平町上亀免字平戸川
地番：325番３
地目：田
地積：836㎡

所在：田平町上亀免字平戸川
地番：325番８
地目：山林
地積：1,853㎡

所在：田平町上亀免字平戸川
地番：325番９
地目：山林
地積：2,654㎡

所在：田平町上亀免字平戸川
地番：325番10
地目：田
地積：274㎡

205,000 30,000
現況はすべて山林です。
非農地ですので、買受適格
証明書は必要ありません。

２－９

所在：田平町上亀免字スミラ畑
地番：1436番
地目：山林
地積：2,759㎡

89,000 10,000

２－10

所在：津吉町字佐賀里
地番：1139番７
地目：宅地
地積：66.11㎡

所在：津吉町字佐賀里
地番：1139番８
地目：宅地
地積：148.76㎡

85,000 10,000 建物は対象外です。

２－11

所在：津吉町字佐賀里
地番：1147番１
地目：雑種地
地積：48㎡

92,000 10,000 建物は対象外です。
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２－22

所在：東中山町字戸一
地番：190番１
地目：田
地積：1,509㎡

184,000 20,000

土地改良区の賦課金等が
ある可能性があります。土
地改良区の賦課金等の未
納がある場合、買受人の負
担となる場合があります。

２－24

所在：小田町字船越
地番：146番１
地目：宅地
地積：132.00㎡

所在：小田町字船越　146番地１
家屋番号：146番１
種類：居宅
構造：木造瓦葺２階建
床面積：１階　93.25㎡　２階　69.85㎡

所在：小田町字船越　146番地１
種類：附属家（工場・倉庫）
構造：コンクリート造陸屋根
床面積：32.98㎡

891,000 90,000

附属家は未登記建物です。
明渡しや動産等の処分につ
いては、買受人が行うことと
なります。

２－28

所在：田平町荻田免字猪新田
地番：1399番１
地目：田
地積：1,374㎡

198,000 20,000

小作権の設定があります。
土地改良区の賦課金等が
ある可能性があります。土
地改良区の賦課金等の未
納がある場合、買受人の負
担となる場合があります。

２－33

所在：田平町里免字天久保
地番：1462番１
地目：山林
地積：1,951㎡

3,564,000 360,000

現況は宅地です。公売物件
内の動産等の明渡しや処分
については、買受人が行う
こととなります。

２－36

所在：田平町上亀免字梅ノ木
地番：1243番１
地目：山林
地積：2,041㎡

所在：田平町上亀免字梅ノ木
地番：1247番１
地目：山林
地積：1,006㎡

所在：田平町上亀免字梅ノ木
地番：1247番３
地目：山林
地積：699㎡

175,000 20,000

２－37

所在：東中山町字戸一
地番：192番３
地目：田
地積：1,155㎡

所在：東中山町字戸一
地番：192番４
地目：田
地積：180㎡

163,000 20,000

土地改良区の賦課金等が
ある可能性があります。土
地改良区の賦課金等の未
納がある場合、買受人の負
担となる場合があります。

２－49

所在：上中津良町字平石
地番：537番15
地目：宅地
地積：133.83㎡

153,000 20,000 建物は対象外です。
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２－59

所在：生月町御崎字踊瀬　768番地２、766番地２、767番地１
家屋番号：768番２の２
種類：店舗・居宅・共同住宅
構造：鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根３階建
床面積：１階393.56㎡　２階386.96㎡　３階161.21㎡

所在：生月町御崎字踊瀬　766番地１、766番地２
家屋番号：766番１の１
種類：車庫・倉庫
構造：鉄筋コンクリート造１階建
床面積：114.07㎡

所在：生月町御崎字踊瀬　766番地１、766番地２
家屋番号：766番１の２
種類：浴場
構造：鉄骨・木造１階建
床面積：219.29㎡

8,516,000 860,000

土地は対象外です。明渡し
や動産等の処分について
は、買受人が行うこととなり
ます。

２－60

所在：生月町壱部字宇瀬
地番：4396番１
地目：宅地
地積：753.00㎡

所在：生月町壱部字宇瀬
地番：4460番１
地目：宅地
地積：588.00㎡

所在：生月町壱部字宇瀬　4460番地１、4396番地１
家屋番号：4460番１
種類：倉庫・居宅
構造：木・鉄筋コンクリート造セメント瓦葺陸屋根２階建
床面積：１階651.58㎡　２階116.70㎡

1,216,000 130,000
明渡しや動産等の処分につ
いては、買受人が行うことと
なります。

２－63

所在：生月町壱部浦字浦方
地番：82番７
地目：宅地
地積：65.49㎡

所在：生月町壱部浦字浦方　82番地７
家屋番号：82番７
種類：居宅
構造：鉄筋コンクリート造陸屋根２階建
床面積：１階　60.22㎡　２階　60.22㎡

775,000 80,000
明渡しや動産等の処分につ
いては、買受人が行うことと
なります。

２－64

所在：生月町里免字上川　1752番地
家屋番号：1752番
種類：工場
構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積：341.13㎡

1,195,000 120,000

土地は対象外です。明渡し
や動産等の処分について
は、買受人が行うこととなり
ます。

２－68

所在：神ノ川町字神ノ川　161番地１
家屋番号：161番１
種類：居宅
構造：木造瓦葺２階建
床面積：１階　109.44㎡　２階　33.78㎡

773,000 80,000

土地は対象外です。明渡し
や動産等の処分について
は、買受人が行うこととなり
ます。

２－82

所在：生月町壱部字笹畑
地番：2939番
地目：山林
地積：1,972㎡

406,000 50,000
現況は雑種地です。令和21
年７月17日までの地上権が
設定されています。

３－５

所在：鮎川町字山庵
地番：279番1
地目：田
地籍：1,402㎡

734,000 80,000 建物は対象外です。
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３－９

所在：紐差町字二本松
地番：288番２
地目：雑種地
地積：146㎡

所在：紐差町字二本松
地番：289番３
地目：宅地
地積：503.32㎡

所在：紐差町字二本松　289番地３
家屋番号：289番３
種類：居宅
構造：木造瓦葺２階建
床面積：１階　121.19㎡　２階　38.19㎡

607,000 70,000
明渡しや動産等の処分につ
いては、買受人が行うことと
なります。

３－11

所在：田平町里免字カデン
地番：1259番
地目：山林
地籍：676㎡

57,000 10,000

３－12

所在：田平町里免字平ハヘ
地番：1383番
地目：山林
地籍：2,142㎡

138,000 20,000

３－20

所在：津吉町字郷ノ本
地番：298番1
地目：畑
地積：884㎡

108,000 20,000

３－21

所在：津吉町字郷ノ本
地番：299番
地目：山林
地積：406㎡

50,000 10,000


