
所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は，表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。)であり，同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので，お知らせします。

また，当該土地の利害関係人は，本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間，当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し，又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む ）。

をいう ）について，下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ。

ます。

令和元年１２月２６日

旭川地方法務局

登記官 武 田 安 弘

記

意見又は資料の提出先

〒 旭川市宮前１条３丁目３番１５号078-8502
旭川地方法務局 登記部門

0166-38-1145連絡先電話番号



別紙

手 続 番 号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地 目 地積

4500-2019-0001 旭川市永山町十四丁目　          25-1 田 247

4500-2019-0002 旭川市大雪通四丁目　            978 宅地 869.52

4500-2019-0003 旭川市新富町　                  972-4 畑 770

4500-2019-0004
旭川市西神楽二線11号
旭川市西神楽三線11号　          125-17 公衆用道路 2011

4500-2019-0005 深川市多度志　                  1222 用悪水路 34

4500-2019-0006 空知郡上富良野町　              3761 原野 90

4500-2019-0007 空知郡上富良野町　              4215 宅地 277.68

4500-2019-0008 空知郡中富良野町字中富良野原野　1211-5 畑 33

4500-2019-0009 空知郡中富良野町字中富良野原野　1211-6 田 39

4500-2019-0010 空知郡中富良野町字中富良野原野　1211-7 畑 29

4500-2019-0011 空知郡中富良野町字奈英　　　    831-19 宅地 495.86

4500-2019-0012 空知郡中富良野町字奈英　        831-34 宅地 991.73

4500-2019-0013 上川郡鷹栖町　                  2890-138 田 1348

4500-2019-0014 上川郡鷹栖町　                  2890-194 畑 8618

4500-2019-0015 上川郡比布町　                  409 畑 26

4500-2019-0016 上川郡美瑛町市街予定地　        854 原野 257



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は，表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。)であり，同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので，お知らせします。

また，当該土地の利害関係人は，本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間，当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し，又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む ）。

をいう ）について，下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ。

ます。

令和元年１２月２６日

旭川地方法務局名寄支局

登記官 髙 橋 正 広

記

意見又は資料の提出先

〒 旭川市宮前１条３丁目３番１５号078-8502
旭川地方法務局 登記部門

0166-38-1145連絡先電話番号



別紙

手 続 番 号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地 目 地積

4501-2019-0001 名寄市字智恵文　          124-4 原野 972

4501-2019-0002 名寄市風連町字瑞生        2425 原野 10274

4501-2019-0003 名寄市風連町字瑞生        2438 原野 36938

4501-2019-0004 枝幸郡枝幸町幸町          850 原野 280

4501-2019-0005 枝幸郡浜頓別町字ブタウス  3327 畑 1236



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は，表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。)であり，同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので，お知らせします。

また，当該土地の利害関係人は，本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間，当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し，又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む ）。

をいう ）について，下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ。

ます。

令和元年１２月２６日

旭川地方法務局留萌支局

登記官 河 合 公 浩

記

意見又は資料の提出先

〒 旭川市宮前１条３丁目３番１５号078-8502
旭川地方法務局 登記部門

0166-38-1145連絡先電話番号



別紙

手 続 番 号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地 目 地積

4502-2019-0001 留萌郡小平町字鬼鹿田代  568-2 原野 8468

4502-2019-0002 留萌郡小平町字鬼鹿港町  304-1 原野 5255

4502-2019-0003 留萌郡小平町字鬼鹿港町  304-2 原野 12

4502-2019-0004 留萌郡小平町字鬼鹿港町  304-3 宅地 145.60

4502-2019-0005 苫前郡苫前町字苫前      13-1 宅地 2011.12

4502-2019-0006 苫前郡苫前町字苫前      9-1 原野 452

4502-2019-0007 苫前郡苫前町字三豊      1 原野 433



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は，表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。)であり，同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので，お知らせします。

また，当該土地の利害関係人は，本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間，当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し，又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む ）。

をいう ）について，下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ。

ます。

令和元年１２月２６日

旭川地方法務局稚内支局

登記官 田 坂 淳

記

意見又は資料の提出先

〒 旭川市宮前１条３丁目３番１５号078-8502
旭川地方法務局 登記部門

0166-38-1145連絡先電話番号



別紙

手 続 番 号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地 目 地積

4503-2019-0001 礼文郡礼文町大字香深村字ヘウケトンナイ  624 雑種地 92

4503-2019-0002 礼文郡礼文町大字香深村字ヘウケトンナイ  662 畑 2621

4503-2019-0003 礼文郡礼文町大字香深村字ヘウケトンナイ  679 畑 998

4503-2019-0004 礼文郡礼文町大字船泊村字大沢            212 畑 2532

4503-2019-0005 礼文郡礼文町大字船泊村字ホロナイホ　    321-1 原野 903
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