
 記号 地　　番 字 地　目

地積

　㎡

登記名義 経　　　　過 現況等

イ 甲512－2 八反 宅地 8,081 財産区

駐車場、公園

公民館敷等

ロ 甲512－38 八反 宅地 3,479 財産区

旧鉄道敷より

北側の庁舎敷

ハ 甲512－62 八反 宅地 638 財産区 県道阿万福良線

二 甲512－154 八反 宅地 1,653 財産区 三原保健所

ホ 甲1333 新道 宅地 39 南淡町 消防器具庫

へ 甲1520 岩川 山林 6,773 財産区

M44．4．20　平瀬与一郎ヨリ

　　　　　　　　福良町へ移転

S59．1．23　財産区承継

ト 甲1521 岩川 保安林 137,365 財産区

S42．6．6　保安林指定

S59．1．19 福良町保存登記

S59．1．23 財産区承継

チ 甲1525－1 岩川 山林 3,818 財産区 （ト）に同じ

リ 乙794 岡の原 畑 396 財産区

M33．8．22　洲本町紺屋町

　　　　　　　　橋本夏男ヨリ

　　　　　　　　福良町へ移転

S59．1．23　財産区承継

ヌ 乙795 岡の原 宅地 238 財産区 （ト）に同じ

ル 乙1111-1 奥畑 原野 866 財産区

S23.5.4　坂東琢郎ヨリ福良町

へ寄附

S59.1.23　　財産区承継

町営住宅

ヲ 乙1111-2 奥畑 原野 304 財産区 (ル)に同じ 町営住宅

ワ 乙1204－1 原田 学校用地 26 南淡町

S7．11．9　　道路敷ノタメ

　　　　　　　　坂本勘蔵ヨリ

　　　　　　　　福良町へ移転

S48．12．4　地目ヲ学校

　　　　　　　  用地トスル

S48．12．24 南淡町承継

お堂

カ 乙1518－2 丹賀 雑種地 9 財産区

S51．11．5   地目ヲ雑種

　               地トスル

S59．11．26谷間喜一ヨり財

　            産区へ交換移転

ヨ 乙1518－3 丹賀 雑種地 47 財産区 (カ)に同じ

タ 乙1587－1 原田 山林 49,412 財産区

S50．3．24  1587－3～8ヲ

　              分筆

　　　　〃　財産区保存登記

レ 乙1587－2 原田 山林 4,928 財産区

S59．1．19福良町保存登記

S59．1．23財産区承継

S36．8．31　15筆合筆

設置当初16筆であったものを一部

分筆売却し、残地を整理合筆して4

筆となる。

このうち（イ）は町道敷を含む

　　　　　福良財産区有財産一覧（承継財産）　　　　　　　（昭和62年4月1日現在）



 記号 地　　番 字 地　目

地積

　㎡

登記名義 経　　　　過 現況等

ソ 乙1593－1 原田 保安林

53,968

財産区

S42．6．6　　保安林指定

S54．6．18　1593－2ヲ分筆

　　　　　　　　1．102㎡ヲ

　　　　　　　　建設省二移転

S59．1．19　福良町保存登記

S59．1．23　財産区承継

ツ 乙1596－1 原田 保安林 102,993 財産区

S42．6．6　保安林指定

S56．1．29　1596－2､3､4､9

　　　　　　　分筆2，458㎡ヲ

　　　　　　　建設省こ移転

S56．9．4　福良町保存登記

S56．9．28財産区承継

ネ 乙1638 十軒家

公衆用

道路

36 南淡町

S51．2．16　南淡町保存登記

S57．12．3　地目公衆用

　　　　　　　　道路トスル

ナ 丙758－1 岩谷 山林 228 財産区

S59．1．19　福良町保存登記

S59．1．23　財産区承継

ラ 丙758－3 岩谷 雑種地 109 財産区

（ナ）に同じ

ム 丙765－1 岩谷 山林 5,286 財産区

S26．6．21飛松民一ヨリ福良町

へ移転

S56．12．8　南淡町へ承継

S57．.5．12　財産区へ贈与

S56．12．8　765－2・3・4・5、

766ヲ合筆

S57．5．21　772-3ヲ合筆

地目ヲ山林ニ変更

S57．11．17　765－6・7・8・9ヲ

分筆

S58．7．28　　765－11ヲ分筆

S59．11．13　765-12ヲ分筆

ウ 丙771－2 岩谷 山林 2,653 財産区 

S42・12．11　沢田国松ヨリ

　　　　　　　　 南淡町ヘ移転

S57・5・21　 財産区へ贈与

ヰ 丙820－1 鳩 保安林 88,489 財産区 

S42・6．6　　　保安林指定

S59・11・19　福良町保存登記

S59・11．23　財産区承継

 

ノ 丙820－3 鳩 山林 991 財産区 

（ヰ）に同じ  

オ 丙820－4 鳩 山林 2,975 財産区 

（ヰ）に同じ  

ク 丙863－1 鳩真奥 保安林 7,722 南淡町 

S2．11．17　陸軍省ヨリ大

 　　　　　　　蔵省二移管

S2．11・24　福良町ヘ移転

S38．9．27　南淡町承継

 休暇村 

ヤ 丙863－3 鳩真奥 保安林 2,218 南淡町 

S24．7．15　福良町所有

 　　　　　　　 権登記

S38．9．2 7 南淡町承継

 

マ 丙863－4 鳩真奥 山林 7,236 南淡町 

S38．9．27  南淡町保存登記 休暇村 



 記号 地　　番 字 地　目

地積

　㎡

登記名義 経　　　　過 現況等

ケ 丙863－7 鳩真奥 保安林 1,061 南淡町 

S2．12．24  大蔵省ヨリ福良

　　　　　　　　町に移転

S38．9．27　地目保安林トスル

 　　〃　　　　南淡町承継

 

フ 丙866－2 鳩真奥 公園 373 南淡町 

S2．12．24　大蔵省ヨリ福良町

ニ移転

S38．9．27　地目公園地トスル

 　　〃　　　　南淡町承継

休暇村 

コ 丙867－1 鳩真奥 公園 644 南淡町 

（フ）に同じ 休暇村

エ 丙867－2 鳩真奥 公園 1,190 南淡町 

M33．3．22　沢田国蔵ヨリ

　　　　　　　　陸軍省へ移転

S2．11．12　大蔵省へ移管

　　 〃　　　　福良町こ移転

S38．9．27　地目公園地トスル

 　　〃　　　　南淡町承継

休暇村 

テ 丙867-3 鳩真奥 公園 396 南淡町 

（エ）に同じ 休暇村 

ア 丙870－1 鳩真奥 山林 35,801 南淡町 

S38．9．27　南淡町保存登記 休暇村

サ 丙897－1 
苅藻中ノ谷 

山林 25,765 財産区 

S59．1．19福良町保存登記

S59．1．23財産区承継
 

キ 丙897－3 
苅藻中ノ谷 

山林 54,704 財産区 

（サ）に同じ  

ユ 丙911－4 大苅藻 山林 5,990 財産区 

（サ）に同じ  

メ 丙911－5 大苅藻 山林 8,697 財産区 

（サ）に同じ  

ミ 丙911－6 大苅藻 山林 6,624 財産区 

（サ）に同じ  

シ 丙936－2 大苅藻 山林 1,299 財産区 

（サ）に同じ  

ヱ 丙936－3 大苅藻 山林 15,775 南淡町 

S27．1．21　大蔵省ニ所有権

　　　　　　　　登記

　　　〃　　　 福良町ニ移転

S38．8．23　南淡町承継

記念館 

ヒ 丙936－5 大苅藻 山林 22,671 財産区 

S59．1．19　福良町保存登記

S59．1．23　財産区承継

 

モ 丙947－2 鳥取 山林 4,244 財産区 （ヒ）に同じ 

 

セ 丙947－4 鳥取 山林 10,291 財産区 

S51．1．31　947－10ヲ分筆

　　　　　　　　県道路公社ニ

　　　　　　　　移転251㎡

　　　〃　　　財産区保存登記

 

688,501  

  

合計 46筆


