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物件の表示（土地）

物件の表示（建物）

種 類 構造

７３０交差点まで約３６Ｋｍ／車で５０分。

農振除外地の原野、約６ｍの石垣市道に接し、水道・電気等のインフラ投資も廉価に完備できる。

坪単価 10,503

原野

現 状

床面積 公簿

地 積

所在地 建物なし（更地）

原野

株式会社

白砂の海浜に近い絶景の地。

㎡ 円

円＝ 120,000,000 円

坪

近隣には農振除外地が何筆かあるが、いずれも坪単価３万円～１０万円で売りに出されており、当物件は
この地域の農振除外地の中で価格が最も廉価で、将来の地価高騰を期待した投資物件や個人の別荘、中規
模ホテル、老人ホームなどの用地として最適のもの。物件は緩やかな傾斜地となって自然豊かな亜熱帯樹
林に囲まれており、必要な部分の樹木を伐採して建物を建築すれば、マイナスイオンに包まれた「森の中
の別荘地・ミニホテルや老人ホーム」として、素晴らしいロケーションが得られる。海も遠望できる。

平久保ビーチまで直線距離２００ｍ、「石垣島サンセットビーチ」まで約２Ｋｍ、石垣島随一の

公簿・現状有姿取引とします。

３．

現 状

４．

５．

１．

不動産売却情報のご案内

令和

松岡　哲士

office@yaeyamaocean.com

〒

オフィス石垣

907 0004

セントラルシティ八重山３０５

２．

所在地 石垣市字平久保平久保牧239-6・239-7・239-8・239-12・239-13（計５筆）

名　称

担当者

坪

住　所 沖縄県石垣市字登野城２８９－１

公簿

※このご案内書は宅地建物取引業法に規定する「重要事項説明書」ではありません。物件の詳細など、本案内書の内容で分
かりにくいことがあれば担当者までご照会ください。

８２ ３３１７電話番号 ０９８０
Mail:

11,424.82

地 目

mailto:office@yaeyamaocean.com#


 

石垣市字平久保平久保牧２３９－８他 

 

７３０交差点まで約３６Ｋｍ／車で５０分 

 

 

平久保ビーチまで直線距離２００ｍ、石垣島サンセットビーチまで約２Ｋｍ 
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国土地理院 用途図 

 

 

国土地理院 標高図 
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沖縄県道２０６号線平野伊原間線から約４００ｍ入る 

 

 

沖縄県道２０６号線から見た平久保ビーチ 

物件からの直線距離２００ｍ 

 

平久保ビーチ～石垣島サンセットビーチ間の海岸は石垣島随一の白砂のビーチで観光客に人気

のスポット
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石垣島サンセットビーチまで約２Ｋｍ 

 

 



 

 

石垣島サンセットビーチ 

 

 

物件から直線２００ｍの平久保ビーチ 



 

 

石垣島サンセットビーチの夕日 



 

物件現状写真 

石垣市の４ｍ道路に接する。写真左側が当該物件 
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 自然豊かな傾斜地 



平久保 239-1晶空与・夏三平成30年度録影

1 : 2000 この図面は参考図であり、権利関係の確認には使用できません
いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複
製し、利用することを固く禁じます。
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表示年月日：２０１９／０３／２６
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表示年月日：２０１９／０３／２６
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表示年月日：２０１９／０３／２６
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２０２１／１２／０７　１６：２５　現在の情報です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　表　　題　　部　　（土地の表示）　　　　│調製│平成１８年４月２４日　│不動産番号│３６０４００００６９２２６┃ 
　　　┠────┬────────────┬───┴┬─┴───────────┴─────┴─────────────┨ 
　　　┃地図番号│Ｎ１２　　　　　　　　　│筆界特定│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┼────────────┴────┴───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃所　　在│石垣市字平久保平久保牧　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┴────┬──────┬─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　①　地　番　　│　②地　目　│　　③　　地　　　　積　　　㎡　　│　　　原因及びその日付〔登記の日付〕　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２３９番６　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　１０２６１：　　│移住地開発法第２８条による売渡　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４３年１１月５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②昭和４７年５月３日変更　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４７年７月１４日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳変更　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和６３年２月２５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　１０１８８：　　│③錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│国土調査による成果　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成７年３月９日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　：　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳地目変更　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２３年７月１１日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　甲　区　）　　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│昭和６３年３月８日　　│原因　昭和６２年１２月２１日売買　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第１６４４号　　　　　│所有者　石垣市字大浜１２１５番地の４　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　宮　崎　将　同　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│順位３番の登記を移記　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日売買　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０６号　　　　　│所有者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　乙　区　）　　（所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│抵当権設定　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日金銭消費貸借同日設┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０７号　　　　　│　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債権額　金５，０００万円　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債務者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│抵当権者　兵庫県西宮市雲井町４番３号　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　株　式　会　社　杉　谷　商　事　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│共同担保　目録第１４６９号　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　共　　同　　担　　保　　目　　録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────────┬────────────────────────────────┬──┬───────────┨ 
　　　┃　記号及び番号　│第１４６９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│調製│令和１年９月１１日　　┃ 
　　　┠─────┬──┴───────────────────┬─────┬──────┴──┴───────────┨ 
　　　┃　番　号　│　　　　　担保の目的である権利の表示　　　　│順位番号　│　　　　　　　予　　　　　備　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　１│石垣市字平久保平久保牧　２３９番６の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　２│石垣市字平久保平久保牧　２３９番７の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　３│石垣市字平久保平久保牧　２３９番８の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　４│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１２の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　５│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１３の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 
 
 
 
２０２１／１２／０７　１６：２５　現在の情報です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　表　　題　　部　　（土地の表示）　　　　│調製│平成１８年４月２４日　│不動産番号│３６０４００００６９２２７┃ 
　　　┠────┬────────────┬───┴┬─┴───────────┴─────┴─────────────┨ 
　　　┃地図番号│Ｎ１２　　　　　　　　　│筆界特定│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┼────────────┴────┴───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃所　　在│石垣市字平久保平久保牧　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┴────┬──────┬─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　①　地　番　　│　②地　目　│　　③　　地　　　　積　　　㎡　　│　　　原因及びその日付〔登記の日付〕　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２３９番７　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　４５１９：　　│移住地開発法第２８条による売渡　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４３年１１月５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②昭和４７年５月３日変更　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４７年７月１４日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳変更　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和６３年２月２５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　４５１１：　　│③錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│国土調査による成果　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成７年３月９日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　：　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳地目変更　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２３年７月１１日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　甲　区　）　　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│昭和６３年３月８日　　│原因　昭和６２年１２月２１日売買　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第１６４４号　　　　　│所有者　石垣市字大浜１２１５番地の４　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　宮　崎　将　同　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│順位３番の登記を移記　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日売買　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０６号　　　　　│所有者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　乙　区　）　　（所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│抵当権設定　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日金銭消費貸借同日設┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０７号　　　　　│　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債権額　金５，０００万円　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債務者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│抵当権者　兵庫県西宮市雲井町４番３号　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　株　式　会　社　杉　谷　商　事　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│共同担保　目録第１４６９号　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　共　　同　　担　　保　　目　　録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────────┬────────────────────────────────┬──┬───────────┨ 
　　　┃　記号及び番号　│第１４６９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│調製│令和１年９月１１日　　┃ 
　　　┠─────┬──┴───────────────────┬─────┬──────┴──┴───────────┨ 
　　　┃　番　号　│　　　　　担保の目的である権利の表示　　　　│順位番号　│　　　　　　　予　　　　　備　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　１│石垣市字平久保平久保牧　２３９番６の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　２│石垣市字平久保平久保牧　２３９番７の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　３│石垣市字平久保平久保牧　２３９番８の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　４│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１２の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　５│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１３の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 
 
 
 
２０２１／１２／０７　１６：２５　現在の情報です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　表　　題　　部　　（土地の表示）　　　　│調製│平成１８年４月２４日　│不動産番号│３６０４００００６９２２８┃ 
　　　┠────┬────────────┬───┴┬─┴───────────┴─────┴─────────────┨ 
　　　┃地図番号│Ｎ１２　　　　　　　　　│筆界特定│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┼────────────┴────┴───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃所　　在│石垣市字平久保平久保牧　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┴────┬──────┬─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　①　地　番　　│　②地　目　│　　③　　地　　　　積　　　㎡　　│　　　原因及びその日付〔登記の日付〕　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２３９番８　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　５３８１：　　│移住地開発法第２８条による売渡　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４３年１１月５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳変更　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和６３年２月２５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　４９１８：　　│年月日不詳一部地目変更　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│③２３９番８、２３９番２２５、２３９番２２┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│６に分筆　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和６３年１０月１２日〕　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２３９番８　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　５３８１：　　│分筆錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２年６月４日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　５２９３：　　│年月日不詳一部地目変更　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│③２３９番８、２３９番２５０に分筆　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２年６月４日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　５２４１：　　│③錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│国土調査による成果　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成７年３月９日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　：　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳地目変更　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２３年７月１１日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　甲　区　）　　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│昭和６３年３月８日　　│原因　昭和６２年１２月２１日売買　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第１６４４号　　　　　│所有者　石垣市字大浜１２１５番地の４　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　宮　崎　将　同　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│順位３番の登記を移記　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日売買　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０６号　　　　　│所有者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　乙　区　）　　（所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│抵当権設定　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日金銭消費貸借同日設┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０７号　　　　　│　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債権額　金５，０００万円　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債務者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│抵当権者　兵庫県西宮市雲井町４番３号　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　株　式　会　社　杉　谷　商　事　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│共同担保　目録第１４６９号　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　共　　同　　担　　保　　目　　録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────────┬────────────────────────────────┬──┬───────────┨ 
　　　┃　記号及び番号　│第１４６９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│調製│令和１年９月１１日　　┃ 
　　　┠─────┬──┴───────────────────┬─────┬──────┴──┴───────────┨ 
　　　┃　番　号　│　　　　　担保の目的である権利の表示　　　　│順位番号　│　　　　　　　予　　　　　備　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　１│石垣市字平久保平久保牧　２３９番６の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　２│石垣市字平久保平久保牧　２３９番７の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　３│石垣市字平久保平久保牧　２３９番８の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　４│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１２の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



 
 
 
 
２０２０／１２／１５　１５：５３　現在の情報です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　表　　題　　部　　（土地の表示）　　　　│調製│平成１８年４月２４日　│不動産番号│３６０４００００６９２３２┃ 
　　　┠────┬────────────┬───┴┬─┴───────────┴─────┴─────────────┨ 
　　　┃地図番号│Ｊ５２、Ｎ１２　　　　　│筆界特定│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┼────────────┴────┴───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃所　　在│石垣市字平久保平久保牧　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┴────┬──────┬─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　①　地　番　　│　②地　目　│　　③　　地　　　　積　　　㎡　　│　　　原因及びその日付〔登記の日付〕　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２３９番１２　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　１５４５４：　　│移住地開発法第２８条による売渡　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４３年１１月５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②昭和４７年５月３日変更　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４７年７月１４日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳変更　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和６３年２月２５日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　１５２３４：　　│年月日不詳一部地目変更　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│③２３９番１２、２３９番２３０、２３９番２┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│３１に分筆　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和６３年１０月１２日〕　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　１５３４０：　　│③錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│国土調査による成果　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成７年３月９日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　：　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳地目変更　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２３年７月１１日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　甲　区　）　　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│昭和６３年３月８日　　│原因　昭和６２年１２月２１日売買　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第１６４４号　　　　　│所有者　石垣市字大浜１２１５番地の４　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　宮　崎　将　同　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│順位３番の登記を移記　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日売買　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０６号　　　　　│所有者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　乙　区　）　　（所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│抵当権設定　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日金銭消費貸借同日設┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０７号　　　　　│　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債権額　金５，０００万円　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債務者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│抵当権者　兵庫県西宮市雲井町４番３号　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　株　式　会　社　杉　谷　商　事　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│共同担保　目録第１４６９号　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　共　　同　　担　　保　　目　　録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────────┬────────────────────────────────┬──┬───────────┨ 
　　　┃　記号及び番号　│第１４６９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│調製│令和１年９月１１日　　┃ 
　　　┠─────┬──┴───────────────────┬─────┬──────┴──┴───────────┨ 
　　　┃　番　号　│　　　　　担保の目的である権利の表示　　　　│順位番号　│　　　　　　　予　　　　　備　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　１│石垣市字平久保平久保牧　２３９番６の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　２│石垣市字平久保平久保牧　２３９番７の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　３│石垣市字平久保平久保牧　２３９番８の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　４│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１２の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　５│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１３の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　５│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１３の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 
 
 
 
２０２０／１２／１５　１５：５３　現在の情報です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　表　　題　　部　　（土地の表示）　　　　│調製│平成１８年４月２４日　│不動産番号│３６０４００００６９２３３┃ 
　　　┠────┬────────────┬───┴┬─┴───────────┴─────┴─────────────┨ 
　　　┃地図番号│Ｎ１２　　　　　　　　　│筆界特定│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┼────────────┴────┴───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃所　　在│石垣市字平久保平久保牧　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────┴────┬──────┬─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　①　地　番　　│　②地　目　│　　③　　地　　　　積　　　㎡　　│　　　原因及びその日付〔登記の日付〕　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２３９番１３　　　│畑　　　　　│　　　　　　　　　　２４６１：　　│農地法第６１条の規定による売渡　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔昭和４８年８月６日〕　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　２４８８：　　│③錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│国土調査による成果　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成７年３月９日〕　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　：　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────────┼──────┼─────────────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　　│原野　　　　│　　　　　　　　　　　：　　│②年月日不詳地目変更　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　：　　│〔平成２３年７月１１日〕　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　甲　区　）　　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│昭和６３年３月８日　　│原因　昭和６２年１２月２１日売買　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第１６４４号　　　　　│所有者　石垣市字大浜１２１５番地の４　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　宮　崎　将　同　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│順位５番の登記を移記　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│平成１７年法務省令第１８号附則第３条第２項┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│の規定により移記　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│平成１８年４月２４日　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃２　　　　│所有権移転　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日売買　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０６号　　　　　│所有者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　権　　利　　部　（　乙　区　）　　（所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項）　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┨ 
　　　┃順位番号　│　　　登　記　の　目　的　　　　│受付年月日・受付番号　│　　権　利　者　そ　の　他　の　事　項　　┃ 
　　　┠─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┨ 
　　　┃１　　　　│抵当権設定　　　　　　　　　　　│令和１年９月１１日　　│原因　令和１年９月１１日金銭消費貸借同日設┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│第３２０７号　　　　　│　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債権額　金５，０００万円　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│債務者　沖縄県石垣市字石垣２１９番地８　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　饒　平　名　利　雄　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│抵当権者　兵庫県西宮市雲井町４番３号　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　株　式　会　社　杉　谷　商　事　　　　　┃ 
　　　┃　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│共同担保　目録第１４６９号　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　共　　同　　担　　保　　目　　録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠────────┬────────────────────────────────┬──┬───────────┨ 
　　　┃　記号及び番号　│第１４６９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│調製│令和１年９月１１日　　┃ 
　　　┠─────┬──┴───────────────────┬─────┬──────┴──┴───────────┨ 
　　　┃　番　号　│　　　　　担保の目的である権利の表示　　　　│順位番号　│　　　　　　　予　　　　　備　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　１│石垣市字平久保平久保牧　２３９番６の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　２│石垣市字平久保平久保牧　２３９番７の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　３│石垣市字平久保平久保牧　２３９番８の土地　　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　４│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１２の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┠─────┼──────────────────────┼─────┼─────────────────────┨ 
　　　┃　　　　５│石垣市字平久保平久保牧　２３９番１３の土地　│１　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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霊式波災Z害警lt区拘置区緩図 市創刊串 百坦務

置面器害 38-1噌

津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書(その38-11) 「平成30年3月指定』

く留意事項>

【津量生災害警成区域】
Of湾波災害警成区綾JI立、溶液防災地媛づく
りに関する法律(平成23年法律123号(以下
『洛Jという))第53条第1項に~づく区媛です。

Of湧波災害讐成区犠JIま、津波浸水想定{法
第S条第1項)を踏まえ、当世波による人的災害
を防止するために警捜遜然体制を特に重量備す
べき区績です.
[~機水位】
Of;基準水位JIま、法第53条第2項に基づく水
位で、津波の発生時における港総絶訟の遊
終止有効なi9iさ等の基織となるものです.
Of基準水位JI主、~波浸水懇定に定める浸水
深に係る水位に建造物への衝突による津波の
水位の上昇を考慮して必要とaめられる鑓を
加えて定める水位であり、地自主面からの識さ
{メートル単位}で表示しています.
{下回重量照)
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マヲ
様式第3号(第6関係)

証明書
住所 沖縄県石垣市石垣219-8

氏名 鏡平名利雄 様

平成31年3月25日付け、証明願いがありました土地について、添付された登記事項を台帳と照査した結果、農業振興地域の整備

に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づいて策定された農業振興地域整備計画のうち、以下のとおり、農用地利用計画に係る

農用地区域「内・外」で・あることを証明します。

記

土地の表示(石垣市) 整理番号第326号

大字 小字 地番 地目 地積(rrI) 区域内面積(rrI) 区域外面積(ば) 証明区分

平久保 平久保牧 239 i 6 原野 10，188.00 10.188.00 農用地区域外

平久保 平久保牧 239 7 原野 4，511.00 4，511.00 農用地区域外

平久保 平久保牧 239 8 原野 5.241.00 5.241.00 農用地区域外

平久保 平久保牧 239 12 原野 15，340.00 15，340.00 農用地区域外

平久保 平久保牧 239: 13 原野 2，488.00 2，488.00 農用地区域外

以下余白

※証明区分中の農用地区域外には農振地域外も含みます。 平成31年3月25日

石垣市長 中山
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