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号外（２）

公　　　　　告

　○裁決手続開始の決定………………………………………………………………………………（収用委員会）…１

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、次のとおり収用の裁決手続の開始を決定した。

　　平成28年２月９日

山 形 県 収 用 委 員 会 　　　　　　　　

会　　長　　浜　　　田　　　　　　　敏

１　起業者の名称

　　東日本高速道路株式会社

２　事業の種類

　高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事（山形県東置賜郡高畠町大字深沼字烏柳地内から同町

大字深沼字中谷地地内まで及び南陽市川 字丸山地内から上山市金瓶地内まで）並びにこれに伴う市道、町道及

び農業用用排水路付替工事

３　裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

　　所在　上山市小穴字小穴沢山地内

４　土地所有者の氏名及び住所

　　別表１及び別表２のとおり

５　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及び権利の種類

　　所在　上山市小穴字小穴沢山地内

平成28年２月９日（火）

（毎週火・金曜日発行）

 目　　　　　次 

号　　外（２）

地　番

地　　目 全体の面積（㎡）
収用しようとする

土地の面積（㎡）
公簿 現況 公簿 実測

1796番１ 山林 山林 16,862 16,862 2,184.33

1796番３ ため池 ため池 6,482 　6,482.64 595.35

1796番４ 山林 私道 21 21.92 21.92
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６　裁決手続の開始を決定した日

　　平成28年１月23日

　別表１

　上山市小穴字小穴沢山1796番１及び同番４

地　番 氏　名 住　所

権利の種類及びその設定年月日

権利の種類 設定年月日

1796番１ なし なし なし なし

1796番３
上山市土地改良区

理事長　佐藤愼二

上山市金生東二丁目

15番26号

ため池管理者としての

使用権
不明

1796番４ なし なし なし なし

土　地　所　有　者

所有者氏名 住　　　　所 持分

　里見　與八 上山市小穴29番地 ３/116

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）今野金作の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

粟野　りよ 上山市須田板711番地の13

斎藤　ちゑ子 山形市蔵王半郷559番地の６

今野　たゑ 上山市小穴７番地

佐藤　日向子 新庄市千門町１番49号サンハイツＣ22

佐藤　太智 米沢市堀川町５番62号

菅根　浩子 愛知県岡崎市八帖北町10番地９アーバン八帖北101

栗栖　みき子 山口県山陽小野田市須恵三丁目４番15－101号（CITY HEIGHTS

須恵）

槇野　みゆき 神奈川県横浜市金沢区片吹16番５号

今野　澄子 東京都板橋区高島平九丁目24番16－403号第６東個西台マン

ション

今野　繁雄 静岡県静岡市清水区小島町46番地の14

今野　昭助 不明　ただし、戸籍附票上の住所

東京都府中市宮町一丁目27番地の４

小林　マサエ 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目３番地コロンブスシティ933号

石井　朋子 上山市永野2191番の15

小林　秀樹 上山市関根６番地

小林　政樹 上山市石堂８番31号

小林　直樹 上山市大石一丁目１番70号

新村　真美 秋田県大仙市太田町国見字佐幣神134番地１く－ぬ

今野　和子

代理人　伊藤　三之

上山市牧野字清水21番地１特別養護老人ホームみずほの里

山形市宮町五丁目12番21号

今野　佐智子 上山市鶴脛町一丁目１番５号



平成28年２月９日（火曜日） 山　　形　　県　　公　　報

3

号外（２）

山口　八千代 埼玉県新座市野寺五丁目３番29号

大橋　美智代 埼玉県狭山市入間川四丁目19番９号

池野　志津子 山形市蔵王上野1588番地の１

佐藤　登志子 上山市阿弥陀地字下畑497

髙橋　弘子 山形市大字陣場新田45番地の１

沖田　彰 東京都北区上十条一丁目９番８号

沖田　次朗 埼玉県越谷市相模町一丁目331番地９

今野　権 衛門 不明　ただし、戸籍附票上の住所

茨城県ひたちなか市西大島三丁目９番27号

今野　三郎 東京都世田谷区大原一丁目34番20号

今野　八郎 不明　ただし、戸籍附票上の住所

ブラジル

三沢　みつ 茨城県牛久市上柏田四丁目55番地10

中村　信太郎 青森県青森市北金沢一丁目９番23号コーポとざき105号

吉田　忠 上山市高野55番地

吉田　孝 上山市下生居字川原230番地

三浦　恭子 山形市蔵王半郷1054番地の１

佐田　禎子 山形市上町一丁目11番10号

神尾　綾子 栃木県宇都宮市下岡本町3791番地１

三浦　滝雄 山形市東青田三丁目９番14号ハイツ東青田102号

会田　茂子 山形市飯田四丁目７番33号

伊藤　洋子 上山市高野字塩坪43番地２

三浦　秀雄 上山市原口327番地

𠮷田　龍比古 不明　ただし、戸籍附票上の住所

千葉県千葉市中央区蘇我五丁目42番２号F.I.S.蘇我寮216号

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大竹惣七の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

指簱　ミドリ 神奈川県茅ケ崎市赤羽根382番地９

奈良崎　トシエ 上山市中生居32番地の１地

大竹　清司 神奈川県横浜市都筑区大丸16番１－203号

鈴木　國夫 天童市大字山元1749番地の２

大竹　順子 埼玉県加須市花崎四丁目８番地２

大竹　真由美 201,52-6,Haengun1-gil,Gwanak-gu,Seoul,Korea

鈴木　美智子 北海道三笠市宮本町480番地の41

木村　愼一 上山市菖蒲17番地

弭間　志津子 酒田市光ケ丘一丁目２番23号市営住吉住宅１－２号

齋藤　和子 秋田県にかほ市象潟町大須郷字大道下40番地30

鈴木　昌德 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘三丁目２番地の８

谷口　節子 北海道札幌市豊平区豊平五条二丁目１番５－102号

土屋　和美 東京都大田区大森中二丁目21番15号

田代　弘子 上山市美咲町二丁目１番44号

湯山　和子 神奈川県綾瀬市寺尾台三丁目１番16－310号

大竹　清一 山形市篭田二丁目２番12号パレーシャル斉藤Ａ103号

大竹　榮 上山市小穴８番地

大竹　香織 上山市小穴８

大竹　太陽 上山市小穴８
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大竹　康平 山形市南三番町５番16号

佐藤　雅子 山形市薬師町二丁目３番９号

布川　秀 東京都世田谷区喜多見一丁目31番10号アミーユ成城南210

吉田　あき 上山市阿弥陀地９番地

須田　敏雄 神奈川県相模原市中央区田名5696番地14

奥山　匡子 神奈川県川崎市多摩区生田六丁目22番９号

鈴木　トモ子 上山市軽井沢一丁目５番43号

石山　瀧子 上山市河崎二丁目３番１号

沢口　啓 上山市菖蒲24番地

沢口　啓二 埼玉県八潮市緑町四丁目９番地23

沢口　弘 神奈川県横浜市鶴見区岸谷四丁目14番14号

木村　助太郎 不明

木村　洋子 神奈川県愛甲郡愛川町春日台五丁目９の９

木村　誠 上山市菖蒲916

木村　敦 神奈川県愛甲郡愛川町春日台三丁目４番地の１

木村　正男 神奈川県厚木市愛名935番地１コーポ愛名Ａ－205

木村　ヨネ 上山市牧野字清水21番地１

地域密着型特別養護老人ホームみずほの里

木村　才助 千葉県八千代市村上1975番地の148

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤むめの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

遠藤　純子 山形市荒楯町一丁目12番７号

澤田　裕子 北海道北斗市追分二丁目64番13号

遠藤　弘司 東根市四ツ家一丁目２番19号

遠藤　英一 東京都足立区千住東一丁目15番８号

工藤　秀子 上山市美咲町一丁目６番13号

遠藤　登志子 宮城県黒川郡大和町宮床字久保田２番地の４

遠藤　秀雄 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目18番21号

星　昇 上山市中山2767の１

岩瀬　順子 千葉県船橋市上山町三丁目586番地８

加藤　統太 上山市小穴781番地

加藤　嘉明 神奈川県藤沢市白旗三丁目１番５号

佐藤　正巳 上山市関根９

佐藤　正志 上山市金生一丁目９番３号

大木　律子 山形市宮町二丁目12番19号

加藤　時江 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

加藤　信一郎 神奈川県横浜市南区平楽146番地１日神パレステージ山手西第

２ 403号

加藤　美仁子 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

杉沼　玉枝 山形市大字門伝1080番地

中島　伸衛 上山市宮脇1017番地

中島　文王 東京都葛飾区西亀有二丁目24番４号

関　千代 宮城県仙台市太白区金剛沢二丁目10番22号

中島　テイ 上山市宮脇443番地

小林　まり子 東村山郡山辺町近江２番地44

中島　康嘉 上山市宮脇字白山裏443番地
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羽島　令和 上山市藤吾34番地

松田　陽子 上山市新丁７番７号

加藤　正子 千葉県船橋市浜町一丁目38番10号福富荘204号

加藤　正之 山梨県中央市臼井阿原923番地16

笹原　とみ 上山市中山3190番地の１

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤兵治の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

吉田　勝也 上山市金谷433番地

吉田　郁太郎 茨城県取手市戸頭九丁目１番12号

齋藤　キヨ子 上山市高野字高野原40番地の１

吉田　昭夫 大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目５番10号203号

平野　ユキ子 神奈川県平塚市撫子原８番42号

加藤　和德 上山市小穴19番地

佐 　悦子 山形市小荷駄町５番１号佐藤博方

鳥居　愼 東京都渋谷区神宮前三丁目10番11号

髙橋　丈泰 上山市小穴47

髙橋　俊一 東京都豊島区西池袋三丁目17番10号

青木　秀 山形市吉原南７番14号

河口　功 上山市石曽根７番地

河口　行宏 宮城県仙台市宮城野区燕沢東二丁目６番28号

山田　キミエ 上山市矢来四丁目11番６号

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤きくの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

遠藤　純子 山形市荒楯町一丁目12番７号

澤田　裕子 北海道北斗市追分二丁目64番13号

遠藤　弘司 東根市四ツ家一丁目２番19号

遠藤　英一 東京都足立区千住東一丁目15番８号

工藤　秀子 上山市美咲町一丁目６番13号

遠藤　登志子 宮城県黒川郡大和町宮床字久保田２番地の４

遠藤　秀雄 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目18番21号

星　昇 上山市中山2767の１

岩瀬　順子 千葉県船橋市上山町三丁目586番地８

加藤　統太 上山市小穴781番地

加藤　嘉明 神奈川県藤沢市白旗三丁目１番５号

佐藤　正巳 上山市関根９

佐藤　正志 上山市金生一丁目９番３号

大木　律子 山形市宮町二丁目12番19号

加藤　時江 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

加藤　信一郎 神奈川県横浜市南区平楽146番地１日神パレステージ山手西第

２ 403号

加藤　美仁子 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地
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不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤徳四郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

高橋　卓子 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷二丁目５番地都市機構鶴ヶ谷団地

14号棟201

田原　真由美 千葉県柏市増尾二丁目５番６号

木村　孝之 宮城県名取市ゆりが丘四丁目15番地の10

木村　孝保 愛知県小牧市大字本庄2588番地81

月田　良子 上山市仙石字高畑887番地の10

杉渕　好子 埼玉県草加市草加一丁目２番20号

貝塚　しげ 愛知県豊田市寿町八丁目51番地グローリアスハイツ豊田306号

庄司　勇 上山市旭町一丁目５番56号

庄司　進 埼玉県北本市中丸六丁目72番地

加藤　テルエ 上山市小穴25番地

林　泰子 神奈川県横浜市泉区和泉中央南二丁目26番53号

加藤　潔 上山市小穴25番地

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）舟越末吉の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

清野　かつ 上山市牧野字清水21番地１特別養護老人ホームみずほの里

望月　幸一 山形市江俣二丁目13番30号

望月　みさ子 米沢市御廟一丁目２番33号

舟越　美代 上山市小穴35番地の１

舟越　 雄 上山市小穴35番地の１

伊藤　敏子 東京都日野市大字川辺堀之内184番地

工藤　美知子 東京都大田区上池台五丁目35番14号TS上池台コータス208

𠮷成　トミ 東京都練馬区関町南二丁目７番19号

舟越　ミサノ 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目19番地17第２早川荘105

舟越　芳昭 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目18番地26

川村　由美 埼玉県朝霞市本町一丁目22番10号ソレイユハイム203

舟越　清 神奈川県川崎市中原区宮内四丁目21番20号トーホーグリーンマ

ンションＡ－22

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）髙橋清三郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

吉野　靜子 上山市弁天一丁目８番73号

遠藤　幸一 上山市石崎二丁目１番24号

遠藤　賢二 上山市松山二丁目４番19号メゾン松山203

加 　清 天童市大字寺津248番地

堀江　登美子 東京都北区上十条一丁目25番５号

堀江　秀 東京都東久留米市南町四丁目８番39号

佐 　悦子 山形市小荷駄町５番１号佐藤博方

鳥居　愼 東京都渋谷区神宮前三丁目10番11号
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髙橋　丈泰 上山市小穴47

髙橋　俊一 東京都豊島区西池袋三丁目17番10号

恩田　政子 千葉県流山市大字東深井308番地の１

川口　綾子 上山市川口42番地

池谷　 げ 東京都多摩市永山五丁目30番地32－４

高橋　妙子 北海道石狩市花川南六条一丁目11番地49グリーンコート花川Ａ

－303

米井　志津子 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保284番地３ウィステリア801－

109号

酒井　政博 北海道旭川市豊岡六条十一丁目５番５号

髙橋　トシ子 東京都港区芝浦四丁目４番38－307号

稲葉　美由紀 静岡県伊東市八幡野1244番地の83

土橋　貞子 北海道札幌市東区北三十六条東十七丁目１番38－801号

髙橋　守夫 東京都あきる野市二宮1460番地１－505号

小島　操 北海道札幌市西区平和一条四丁目１番13号

髙橋　清助 不明

髙橋　ミヨ子 北海道札幌市北区北三十三条西十二丁目４番25号

髙橋　敏雄 北海道札幌市北区北三十三条西十二丁目４番25号

髙橋　健二 北海道札幌市手稲区前田九条九丁目４番16号

橋本　京子 北海道江別市野幌寿町13番地の12

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大場與作の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

大場　孝一 千葉県鎌ケ谷市富岡一丁目４番25号

岡崎　富士子 山形市富の中一丁目５番３号

石濵　美智子 千葉県市川市若宮二丁目20番８号

大場　正夫 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町451番地１ライオンズマン

ション保土ケ谷南305号

武藤　 子 千葉県船橋市小室町240番地

髙𣘺　順子 千葉県船橋市小室町2976番地

木村　淑惠 埼玉県春日部市牛島391番地春日部ケアセンターそよ風

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大場鉄藏の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

大場　秀一 栃木県宇都宮市下栗町703番地２

大場　哲夫 栃木県宇都宮市西刑部町2611番地37

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見善兵衛の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

小関　靜男 上山市金谷９番地

鈴木　晋 山形市元木二丁目13番23号

野中　由美 神奈川県川崎市幸区大宮町９番地１ヴィルクレール川崎タワー

2004
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駒谷　三夫 山形市荒楯町一丁目17番20号

鈴木　京子 山形市松見町１番２号

堤　佳子 山形市末広町９番８号

古澤　安弘 東京都新宿区中落合三丁目10番７号

津久井　かおり 埼玉県富士見市上沢一丁目19番35－312号

古澤　高志 千葉県いすみ市岬町椎木473番地３

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見なよの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

里見　與八 上山市小穴29番地

齋藤　真実 宮城県多賀城市八幡二丁目９番９号

齋藤　昭行 宮城県仙台市泉区高森六丁目21番地の３

相馬　信子 宮城県宮城郡利府町花園二丁目12番地11

鈴木　圀彦 上山市三上41

稲毛　健 上山市矢来三丁目１番22号

鈴木　光子 上山市三上41番地

安永　一子 山形市八日町二丁目１番32号

鏡　 く 上山市金谷22番地

中山　文子 茨城県稲敷郡河内町生板4518番地１

鈴木　幸子 上山市弁天二丁目６番３号

松田　栄一 上山市金生東一丁目５番35号

松田　洋子 神奈川県川崎市高津区久地四丁目17番31－105号

松田　仁 上山市矢来四丁目11番45号

佐竹　みや子 南陽市川 1992番地

佐竹　美千代 南陽市川 1992番地

佐竹　祐宏 南陽市川 1992番地

佐竹　寿恵 南陽市椚塚878番地の７フラワーコーポ神宮203号室

阿部　久治 東根市大字羽入736番地

佐竹　隆子 千葉県千葉市緑区あすみが丘八丁目31番地９

佐竹　淳也 千葉県千葉市緑区あすみが丘八丁目31番地９

髙橋　由紀 東京都練馬区関町南一丁目７番18号パームハウス101

平　美津子 南陽市羽付311番地

鈴木　兼久 上山市小笹９番地

半田　正敏 山形市大字黒沢37番地の１

西上　明美 千葉県富里市日吉台六丁目25番地17

廣田　孝子 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南一丁目５番３号

鈴木　東一 山形市久保田二丁目９番32号

伊藤　利男 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口3397番地６

斉藤　薫 不明　ただし、戸籍附票上の住所

山形市大字長谷堂105番地

斉藤　 生 埼玉県さいたま市浦和区常盤八丁目４番４号常盤八丁目住宅

233号

斉藤　政子 埼玉県戸田市笹目北町10番地の17（コスモシティ戸田グラン

キューブ201号室）

斉藤　郷子 埼玉県戸田市笹目北町10番地の17（コスモシティ戸田グラン

キューブ201号室）

大島　明子 埼玉県戸田市美女木二丁目22番地の３
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里見　ツヤ 上山市矢来一丁目７番25号

小林　チヱ 宮城県多賀城市笠神三丁目13番16号

里見　敏雄 上山市矢来一丁目７番25号

里見　信雄 山形市蔵王半郷422番地の９

外山　フミ 静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈943番地の１

里見　輝雄 東京都八王子市上川町3794番地１

神田　カツ 東京都八王子市鹿島８番地２－308

里見　幸雄 不明　ただし、戸籍附票上の住所

東京都八王子市鹿島８番地２－308

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見善藏の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

小関　靜男 上山市金谷９番地

鈴木　晋 山形市元木二丁目13番23号

野中　由美 神奈川県川崎市幸区大宮町９番地１ヴィルクレール川崎タワー

2004

駒谷　三夫 山形市荒楯町一丁目17番20号

鈴木　京子 山形市松見町１番２号

堤　佳子 山形市末広町９番８号

古澤　安弘 東京都新宿区中落合三丁目10番７号

津久井　かおり 埼玉県富士見市上沢一丁目19番35－312号

古澤　高志 千葉県いすみ市岬町椎木473番地３

松田　トミ子 上山市川口53番地ノ内１号地

島津　敏子 上山市石崎一丁目６番11号

木村　義德 上山市川口１番地

宮本　タカ 石川県金沢市松寺町丑142番地

石山　繁吉 群馬県安中市東上磯部1424番地６

幕内　しん 茨城県神栖市神栖二丁目９番19号

木村　建昭 東京都葛飾区細田一丁目17番４号

木村　昭弘 東京都江東区東砂二丁目15番８－306号

小泉　正德 東京都渋谷区神宮前一丁目４番20号パークコート神宮前202

佐藤　キクヨ 上山市葉山４番21号

佐竹　茂行 上山市川口54番地

佐竹　孝和 埼玉県鴻巣市小松一丁目４番15号

佐竹　浩文 上山市宮脇658番地（2202号）

里見　善一 上山市小穴27

齋藤　百合子 上山市権現堂１番地

佐藤　クニ 埼玉県三郷市幸房318番地５

木村　榮 上山市矢来四丁目４番11号

佐藤　富貴子 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼2321番地174

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見みつの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

小関　靜男 上山市金谷９番地

鈴木　晋 山形市元木二丁目13番23号
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野中　由美 神奈川県川崎市幸区大宮町９番地１ヴィルクレール川崎タワー

2004

駒谷　三夫 山形市荒楯町一丁目17番20号

鈴木　京子 山形市松見町１番２号

堤　佳子 山形市末広町９番８号

古澤　安弘 東京都新宿区中落合三丁目10番７号

津久井　かおり 埼玉県富士見市上沢一丁目19番35－312号

古澤　高志 千葉県いすみ市岬町椎木473番地３

松田　トミ子 上山市川口53番地ノ内１号地

島津　敏子 上山市石崎一丁目６番11号

木村　義德 上山市川口１番地

宮本　タカ 石川県金沢市松寺町丑142番地

石山　繁吉 群馬県安中市東上磯部1424番地６

幕内　しん 茨城県神栖市神栖二丁目９番19号

木村　建昭 東京都葛飾区細田一丁目17番４号

木村　昭弘 東京都江東区東砂二丁目15番８－306号

小泉　正德 東京都渋谷区神宮前一丁目４番20号パークコート神宮前202

佐藤　キクヨ 上山市葉山４番21号

佐竹　茂行 上山市川口54番地

佐竹　孝和 埼玉県鴻巣市小松一丁目４番15号

佐竹　浩文 上山市宮脇658番地（2202号）

里見　善一 上山市小穴27

齋藤　百合子 上山市権現堂１番地

佐藤　クニ 埼玉県三郷市幸房318番地５

木村　榮 上山市矢来四丁目４番11号

佐藤　富貴子 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼2321番地174

不明 34/1508

ただし

登記名義人（亡）土屋留吉の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

土屋　源吉 上山市阿弥陀地35番地

土屋　俊雄 上山市阿弥陀地35番地

土屋　松雄 山形市桜田南４番27号リベール桜田Ｃ205号

粟野　清已 上山市久保川14番地

登記名義人　加藤　與平治 不明　ただし、土地の登記（記録）上の住所

上山市小穴68番地

１/116

登記名義人　加藤　しめ 不明　ただし、土地の登記（記録）上の住所

上山市阿弥陀地25番地

１/116

不明 18/1508

ただし

登記名義人（亡）髙橋重治の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

髙橋　宏明 群馬県高崎市金井淵町100番地１市住５棟513号

髙橋　昭 群馬県藤岡市上戸塚405番地11

坂本　千惠子 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町913番地３

谷　はる 東京都町田市図師町1629番地15
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佐野　智惠子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２パークスクエア横浜1510号

室

大倉　美恵子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２（パークスクエア横浜1510

号室）

伊東　多惠子 神奈川県平塚市南豊田11番地の６

佐野　勉 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町20番地１

阿部　春吉 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

阿部　純夫 東京都台東区日本堤二丁目31番２－408号三ノ輪フラワーマン

ション

阿部　祐子 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

斉藤　厚志 神奈川県大和市福田2598番地３グリーンコーポ桜ケ丘401号

不明 21/1508

ただし

登記名義人（亡）鈴木長三郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

五十嵐　弘昭 北海道帯広市西十六条南五丁目18番19号ハイツBSR105

武岡　恵子 東京都板橋区前野町六丁目34番２号

海野　貞一 西村山郡大江町大字左沢1162番地の１

武田　洋子 福岡県福岡市東区和白丘三丁目15番３号

西坂　純枝 千葉県柏市新逆井二丁目10番23号

大松澤　ツネ 宮城県黒川郡大郷町粕川字山日向１番地

佐藤　啓太郎 上山市松山一丁目１番62号

谷藤　キヨ 千葉県佐倉市中志津二丁目６番５号

鈴木　裕晶 宮城県仙台市泉区上谷刈三丁目16番52－305号

秋葉　常幸 宮城県刈田郡七ケ宿町字干蒲59番地

村上　喜代子 山形市小白川町一丁目19番９－301号メゾンド八幡

長橋　榮子 上山市狸森546番地

澤村　栄子 山形市久保田二丁目８番10号

澤村　美幸 大阪府大阪市住吉区南住吉二丁目９番25号パークレイン住吉

201号

鈴木　艶子 愛知県尾張旭市旭ケ丘町旭ケ丘5697番地２

鈴木　茂雄 愛知県春日井市石尾台六丁目11番地の17

鹿野　洋子　 山形市五十鈴二丁目３番19号

平塚　俱子 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷北一丁目３番20号

渡邉　宮子 上山市久保手3133番地

渡邉　トミ 上山市久保手字原1864番の12

鈴木　とし子 不明　ただし、戸籍附票上の住所

愛知県知立市昭和八丁目１番地

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）土屋よしの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

土屋　源吉 上山市阿弥陀地35番地

土屋　俊雄 上山市阿弥陀地35番地

土屋　松雄 山形市桜田南４番27号リベール桜田Ｃ205号

粟野　清已 上山市久保川14番地

土屋　みや子 長井市中道一丁目１番11号
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佐藤　陽子 上山市中山2681番地

佐藤　広治 上山市中山2681番地

齋藤　みつよ 埼玉県幸手市大字松石220番地２みゆきの里

大山　いと 上山市中山3532番地の１

大山　寛 上山市中山3532番地の１

沼沢　栄次 山形市大字中桜田20番地

菅井　栄美子 西村山郡朝日町大字和合961番地

庄司　晶子 上山市長清水二丁目３番５号

杉山　幸治 上山市小穴178番地の２

伊藤　せゑ 上山市小倉1168番の２

奥村　八重子 南陽市漆山1455番地の１

伊藤　英一 上山市小倉1168番の２

不明 13/464

ただし

登記名義人（亡）加藤乙吉の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

遠藤　純子 山形市荒楯町一丁目12番７号

澤田　裕子 北海道北斗市追分二丁目64番13号

遠藤　弘司 東根市四ツ家一丁目２番19号

遠藤　英一 東京都足立区千住東一丁目15番８号

工藤　秀子 上山市美咲町一丁目６番13号

遠藤　登志子 宮城県黒川郡大和町宮床字久保田２番地の４

遠藤　秀雄 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目18番21号

星　昇 上山市中山2767の１

岩瀬　順子 千葉県船橋市上山町三丁目586番地８

加藤　統太 上山市小穴781番地

加藤　嘉明 神奈川県藤沢市白旗三丁目１番５号

佐藤　正巳 上山市関根９

佐藤　正志 上山市金生一丁目９番３号

大木　律子 山形市宮町二丁目12番19号

加藤　時江 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

加藤　信一郎 神奈川県横浜市南区平楽146番地１日神パレステージ山手西第

２ 403号

加藤　美仁子 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

登記名義人　大場　太三郎 不明　ただし、土地の登記（記録）上の住所

上山市小穴65番地

１/116

不明 ３/1508

ただし

登記名義人（亡）高橋重治の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

髙橋　宏明 群馬県高崎市金井淵町100番地１市住５棟513号

髙橋　昭 群馬県藤岡市上戸塚405番地11

坂本　千惠子 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町913番地３

谷　はる 東京都町田市図師町1629番地15

佐野　智惠子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２パークスクエア横浜1510号

室
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大倉　美恵子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２（パークスクエア横浜1510

号室）

伊東　多惠子 神奈川県平塚市南豊田11番地の６

佐野　勉 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町20番地１

阿部　春吉 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

阿部　純夫 東京都台東区日本堤二丁目31番２－408号三ノ輪フラワーマン

ション

阿部　祐子 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

斉藤　厚志 神奈川県大和市福田2598番地３グリーンコーポ桜ケ丘401号

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大塲長六の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

大場　幸子 上山市小穴66番地

尾形　陽子 上山市金生東一丁目５番23号

佐藤　京子 西村山郡西川町大字間沢232番地

大場　光博 上山市小穴66

松田　トミヱ 上山市川口45番地

木村　博子 上山市上生居1424

大場　德雄 上山市小穴87番地

松原　光枝 埼玉県上尾市西宮下四丁目450番地６

笠原　稔 栃木県小山市大字犬塚998番地305

大場　健司 神奈川県横浜市戸塚区前田町424番地50

大場　純一 千葉県千葉市稲毛区稲丘町４番１号ミントハウス107号

大場　文生 千葉県市川市下貝塚二丁目14番９号

大場　直人 千葉県松戸市新松戸六丁目327番地花沢第２コーポ103号

大場　健太郎 上山市小穴76番地 １/116

加藤　奎吾 上山市高松字南沢1327 21/1508

木村　秀泰 上山市南町７番11号 １/116

大場　文子 上山市小穴62番地 ６/348

大場　裕 上山市小穴81番地 １/116

松田　吉彌 上山市阿弥陀地57番地 １/116

鈴木　一夫 上山市阿弥陀地１番地の１ １/116

大場　源太郎 上山市小穴56番地 ５/464

加藤　政太 上山市小穴３番地 １/116

鈴木　修一 上山市阿弥陀地47番地 １/116

嘉藤　守 上山市阿弥陀地25番地 34/1508

吉田　藤雄 上山市小穴70番地 １/116

大場　兵太郎 上山市小穴86番地 ２/116

大場　英俊 上山市小穴字宿尻550番地の６ １/116

木村　隆 上山市矢来二丁目２番11号 １/116

里見　吉右エ門 上山市長清水二丁目６番７－20号 30/1160

大場　和夫 上山市小穴37番地 ２/116

加藤　吉徳 上山市小穴36番地 １/116

里見　善一 上山市小穴27番地 １/116

吉田　晃兵衛 上山市小穴31番地 ２/116

里見　修 上山市小穴33番地 ２/116

関野　繁雄 上山市阿弥陀地41番地 21/1508
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大場　德雄 上山市小穴87番地 ３/116

髙橋　宜男 上山市小穴10番地 １/116

大場　七郎 上山市小穴83番地 １/116

木村　鴻一 上山市小穴１番地 １/116

髙橋　哲 上山市小穴９番地 １/116

横田　かつよ 上山市阿弥陀地４番地 １/116

舟越　秋夫 上山市小穴２番地 １/116

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤彦弘の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

加藤　悦子 埼玉県越谷市大字袋山1451番地１春日ハイツ306号

加藤　康弘 上山市小穴58番地

関野　耕一 上山市阿弥陀地40番地 １/116

横田　哲甫 上山市阿弥陀地５番地 ２/116

工藤　四郎 上山市藤吾33番地 １/116

鈴木　長治 上山市阿弥陀地51番地 21/1508

鈴木　太吉 上山市阿弥陀地39番地 21/1508

今野　哲 上山市小穴71番地 １/116

大場　榮子 上山市小穴69番地 １/116

吉田　昭一 上山市阿弥陀地９番地 21/1508

大場　喜次男 上山市小穴114番地の１ １/116

鈴木　啓司 上山市小穴80番地 1595/40368

枝松　祐悦 上山市阿弥陀地38番地 21/1508

吉田　茂 上山市小穴44番地 １/116

秋葉　長次郎 上山市小穴34番地 １/116

土屋　紹雄 上山市阿弥陀地37番地 21/1508

加藤　和俊 上山市小穴55番地 １/116

髙橋　トモ 上山市阿弥陀地30番地 １/116

髙橋　桂子 上山市阿弥陀地30番地 １/116

鈴木　正雄 上山市阿弥陀地６番地 21/1508

髙橋　秀樹 上山市阿弥陀地55番地内１号 １/116

武石　榮子 秋田県潟上市昭和大久保字堤の上35番地４ １/116

大場　巽 北海道常呂郡訓子府町字弥生271番地 １/116

鈴木　浩司 東京都杉並区高井戸東四丁目８番15－102号 ８/1508

今野　隆 上山市小穴51番地１ １/116

舟越　與五郎 上山市小穴61番地 １/116

松田　喜伊雄 上山市小穴49番地 ５/464

今野　繁 大阪府羽曳野市南恵我ノ荘２－９－24－205 １/116

大場　莊也 上山市小穴５番地 ２/116

今野　昭雄 上山市小穴79番の内第２号 １/116

秋 　研二 上山市阿弥陀地14番地 ７/522

不明 １/348

ただし

登記名義人（亡）萩生田 の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

佐藤　洋子 東京都葛飾区鎌倉１－22番14号
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髙橋　哲 上山市小穴９番地

廣瀬　昌子 東京都立川市幸町五丁目８番地の１

萩生田　千津子 神奈川県大和市つきみ野一丁目１番地11ドラゴンマンションつ

きみ野壱番館402号

高橋　由紀子 山形市深町二丁目８番29号

不明 １/348

ただし

登記名義人（亡）坂部タケの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

坂部　敏子 山形市小白川町三丁目９番４号

坂部　幸一 山形市小白川町三丁目９番４号

大場　一夫 上山市小穴12番地 １/116

不明 １/348

ただし

登記名義人（亡）伊藤なつの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

平塚　千枝子 山梨県甲州市塩山下柚木1135番地

住田　信由 埼玉県鴻巣市上谷2140番地５ 208号室栄マンション

嶋村　光男 埼玉県東松山市大字岩殿1738番地

伊 　梅子 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　務 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　勝 天童市大字乱川1265番地17

不明 １/3132

ただし

登記名義人（亡）嶋村清子の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

住田　信由 埼玉県鴻巣市上谷2140番地５ 208号室栄マンション

嶋村　光男 埼玉県東松山市大字岩殿1738番地

平塚　千枝子 山梨県甲州市塩山下柚木1135番地 １/3132

不明 １/3132

ただし

登記名義人（亡）伊藤啓三郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

伊 　梅子 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　務 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　勝 天童市大字乱川1265番地17

大場　靜雄 上山市小穴68 １/116

鈴木　一郎 埼玉県蕨市塚越五丁目11番16号 １/116
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　別表２

　上山市小穴字小穴沢山1796番３

土　地　所　有　者

所有者氏名 住　　　　所 持分

里見　與八 上山市小穴29番地 ３/116

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）今野金作の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

粟野　りよ 上山市須田板711番地の13

斎藤　ちゑ子 山形市蔵王半郷559番地の６

今野　たゑ 上山市小穴７番地

佐藤　日向子 新庄市千門町１番49号サンハイツＣ22

佐藤　太智 米沢市堀川町５番62号

菅根　浩子 愛知県岡崎市八帖北町10番地９アーバン八帖北101

栗栖　みき子 山口県山陽小野田市須恵三丁目４番15－101号（CITY HEIGHTS

須恵）

槇野　みゆき 神奈川県横浜市金沢区片吹16番５号

今野　澄子 東京都板橋区高島平九丁目24番16－403号第６東個西台マン

ション

今野　繁雄 静岡県静岡市清水区小島町46番地の14

今野　昭助
不明　ただし、戸籍附票上の住所

東京都府中市宮町一丁目27番地の４

小林　マサエ 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目３番地コロンブスシティ933号

石井　朋子 上山市永野2191番の15

小林　秀樹 上山市関根６番地

小林　政樹 上山市石堂８番31号

小林　直樹 上山市大石一丁目１番70号

新村　真美 秋田県大仙市太田町国見字佐幣神134番地１く－ぬ

今野　和子

代理人　伊藤　三之

上山市牧野字清水21番地１特別養護老人ホームみずほの里

山形市宮町五丁目12番21号

今野　佐智子 上山市鶴脛町一丁目１番５号

山口　八千代 埼玉県新座市野寺五丁目３番29号

大橋　美智代 埼玉県狭山市入間川四丁目19番９号

池野　志津子 山形市蔵王上野1588番地の１

佐藤　登志子 上山市阿弥陀地字下畑497

髙橋　弘子 山形市大字陣場新田45番地の１

沖田　彰 東京都北区上十条一丁目９番８号

沖田　次朗 埼玉県越谷市相模町一丁目331番地９

今野　権 衛門 不明　ただし、戸籍附票上の住所

茨城県ひたちなか市西大島三丁目９番27号

今野　三郎 東京都世田谷区大原一丁目34番20号

今野　八郎 不明　ただし、戸籍附票上の住所

ブラジル

三沢　みつ 茨城県牛久市上柏田四丁目55番地10

中村　信太郎 青森県青森市北金沢一丁目９番23号コーポとざき105号
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吉田　忠 上山市高野55番地

吉田　孝 上山市下生居字川原230番地

三浦　恭子 山形市蔵王半郷1054番地の１

佐田　禎子 山形市上町一丁目11番10号

神尾　綾子 栃木県宇都宮市下岡本町3791番地１

三浦　滝雄 山形市東青田三丁目９番14号ハイツ東青田102号

会田　茂子 山形市飯田四丁目７番33号

伊藤　洋子 上山市高野字塩坪43番地２

三浦　秀雄 上山市原口327番地

𠮷田　龍比古 不明　ただし、戸籍附票上の住所

千葉県千葉市中央区蘇我五丁目42番２号F.I.S.蘇我寮216号

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大竹惣七の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

指簱　ミドリ 神奈川県茅ケ崎市赤羽根382番地９

奈良崎　トシエ 上山市中生居32番地の１地

大竹　清司 神奈川県横浜市都筑区大丸16番１－203号

鈴木　國夫 天童市大字山元1749番地の２

大竹　順子 埼玉県加須市花崎四丁目８番地２

大竹　真由美 201,52-6,Haengun1-gil,Gwanak-gu,Seoul,Korea

鈴木　美智子 北海道三笠市宮本町480番地の41

木村　愼一 上山市菖蒲17番地

弭間　志津子 酒田市光ケ丘一丁目２番23号市営住吉住宅１－２号

齋藤　和子 秋田県にかほ市象潟町大須郷字大道下40番地30

鈴木　昌德 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘三丁目２番地の８

谷口　節子 北海道札幌市豊平区豊平五条二丁目１番５－102号

土屋　和美 東京都大田区大森中二丁目21番15号

田代　弘子 上山市美咲町二丁目１番44号

湯山　和子 神奈川県綾瀬市寺尾台三丁目１番16－310号

大竹　清一 山形市篭田二丁目２番12号パレーシャル斉藤Ａ103号

大竹　榮 上山市小穴８番地

大竹　香織 上山市小穴８

大竹　太陽 上山市小穴８

大竹　康平 山形市南三番町５番16号

佐藤　雅子 山形市薬師町二丁目３番９号

布川　秀 東京都世田谷区喜多見一丁目31番10号アミーユ成城南210

吉田　あき 上山市阿弥陀地９番地

須田　敏雄 神奈川県相模原市中央区田名5696番地14

奥山　匡子 神奈川県川崎市多摩区生田六丁目22番９号

鈴木　トモ子 上山市軽井沢一丁目５番43号

石山　瀧子 上山市河崎二丁目３番１号

沢口　啓 上山市菖蒲24番地

沢口　啓二 埼玉県八潮市緑町四丁目９番地23

沢口　弘 神奈川県横浜市鶴見区岸谷四丁目14番14号

木村　助太郎 不明

木村　洋子 神奈川県愛甲郡愛川町春日台五丁目９の９

木村　誠 上山市菖蒲916
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木村　敦 神奈川県愛甲郡愛川町春日台三丁目４番地の１

木村　正男 神奈川県厚木市愛名935番地１コーポ愛名Ａ－205

木村　ヨネ 上山市牧野字清水21番地１

地域密着型特別養護老人ホームみずほの里

木村　才助 千葉県八千代市村上1975番地の148

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤むめの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

遠藤　純子 山形市荒楯町一丁目12番７号

澤田　裕子 北海道北斗市追分二丁目64番13号

遠藤　弘司 東根市四ツ家一丁目２番19号

遠藤　英一 東京都足立区千住東一丁目15番８号

工藤　秀子 上山市美咲町一丁目６番13号

遠藤　登志子 宮城県黒川郡大和町宮床字久保田２番地の４

遠藤　秀雄 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目18番21号

星　昇 上山市中山2767の１

岩瀬　順子 千葉県船橋市上山町三丁目586番地８

加藤　統太 上山市小穴781番地

加藤　嘉明 神奈川県藤沢市白旗三丁目１番５号

佐藤　正巳 上山市関根９

佐藤　正志 上山市金生一丁目９番３号

大木　律子 山形市宮町二丁目12番19号

加藤　時江 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

加藤　信一郎 神奈川県横浜市南区平楽146番地１

日神パレステージ山手西第２ 403号

加藤　美仁子 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

杉沼　玉枝 山形市大字門伝1080番地

中島　伸衛 上山市宮脇1017番地

中島　文王 東京都葛飾区西亀有二丁目24番４号

関　千代 宮城県仙台市太白区金剛沢二丁目10番22号

中島　テイ 上山市宮脇443番地

小林　まり子 東村山郡山辺町近江２番地44

中島　康嘉 上山市宮脇字白山裏443番地

羽島　令和 上山市藤吾34番地

松田　陽子 上山市新丁７番７号

加藤　正子 千葉県船橋市浜町一丁目38番10号福富荘204号

加藤　正之 山梨県中央市臼井阿原923番地16

笹原　とみ 上山市中山3190番地の１

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤兵治の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

吉田　勝也 上山市金谷433番地

吉田　郁太郎 茨城県取手市戸頭九丁目１番12号

齋藤　キヨ子 上山市高野字高野原40番地の１

吉田　昭夫 大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目５番10号203号
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平野　ユキ子 神奈川県平塚市撫子原８番42号

加藤　和德 上山市小穴19番地

佐 　悦子 山形市小荷駄町５番１号佐藤博方

鳥居　愼 東京都渋谷区神宮前三丁目10番11号

髙橋　丈泰 上山市小穴47

髙橋　俊一 東京都豊島区西池袋三丁目17番10号

青木　秀 山形市吉原南７番14号

河口　功 上山市石曽根７番地

河口　行宏 宮城県仙台市宮城野区燕沢東二丁目６番28号

山田　キミエ 上山市矢来四丁目11番６号

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤きくの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

遠藤　純子 山形市荒楯町一丁目12番７号

澤田　裕子 北海道北斗市追分二丁目64番13号

遠藤　弘司 東根市四ツ家一丁目２番19号

遠藤　英一 東京都足立区千住東一丁目15番８号

工藤　秀子 上山市美咲町一丁目６番13号

遠藤　登志子 宮城県黒川郡大和町宮床字久保田２番地の４

遠藤　秀雄 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目18番21号

星　昇 上山市中山2767の１

岩瀬　順子 千葉県船橋市上山町三丁目586番地８

加藤　統太 上山市小穴781番地

加藤　嘉明 神奈川県藤沢市白旗三丁目１番５号

佐藤　正巳 上山市関根９

佐藤　正志 上山市金生一丁目９番３号

大木　律子 山形市宮町二丁目12番19号

加藤　時江 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

加藤　信一郎 神奈川県横浜市南区平楽146番地１日神パレステージ山手西第

２ 403号

加藤　美仁子 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤徳四郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

高橋　卓子 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷二丁目５番地都市機構鶴ヶ谷団地

14号棟201

田原　真由美 千葉県柏市増尾二丁目５番６号

木村　孝之 宮城県名取市ゆりが丘四丁目15番地の10

木村　孝保 愛知県小牧市大字本庄2588番地81

月田　良子 上山市仙石字高畑887番地の10

杉渕　好子 埼玉県草加市草加一丁目２番20号

貝塚　しげ 愛知県豊田市寿町八丁目51番地グローリアスハイツ豊田306号

庄司　勇 上山市旭町一丁目５番56号

庄司　進 埼玉県北本市中丸六丁目72番地

加藤　テルエ 上山市小穴25番地
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林　泰子 神奈川県横浜市泉区和泉中央南二丁目26番53号

加藤　潔 上山市小穴25番地

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）舟越末吉の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

清野　かつ 上山市牧野字清水21番地１特別養護老人ホームみずほの里

望月　幸一 山形市江俣二丁目13番30号

望月　みさ子 米沢市御廟一丁目２番33号

舟越　美代 上山市小穴35番地の１

舟越　 雄 上山市小穴35番地の１

伊藤　敏子 東京都日野市大字川辺堀之内184番地

工藤　美知子 東京都大田区上池台五丁目35番14号TS上池台コータス208

𠮷成　トミ 東京都練馬区関町南二丁目７番19号

舟越　ミサノ 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目19番地17第２早川荘105

舟越　芳昭 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目18番地26

川村　由美 埼玉県朝霞市本町一丁目22番10号ソレイユハイム203

舟越　清 神奈川県川崎市中原区宮内四丁目21番20号トーホーグリーンマ

ンションＡ－22

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）髙橋清三郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

吉野　靜子 上山市弁天一丁目８番73号

遠藤　幸一 上山市石崎二丁目１番24号

遠藤　賢二 上山市松山二丁目４番19号メゾン松山203

加 　清 天童市大字寺津248番地

堀江　登美子 東京都北区上十条一丁目25番５号

堀江　秀 東京都東久留米市南町四丁目８番39号

佐 　悦子 山形市小荷駄町５番１号佐藤博方

鳥居　愼 東京都渋谷区神宮前三丁目10番11号

髙橋　丈泰 上山市小穴47

髙橋　俊一 東京都豊島区西池袋三丁目17番10号

恩田　政子 千葉県流山市大字東深井308番地の１

川口　綾子 上山市川口42番地

池谷　 げ 東京都多摩市永山五丁目30番地32－４

高橋　妙子 北海道石狩市花川南六条一丁目11番地49グリーンコート花川Ａ

－303

米井　志津子 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保284番地３ウィステリア801－

109号

酒井　政博 北海道旭川市豊岡六条十一丁目５番５号

髙橋　トシ子 東京都港区芝浦四丁目４番38－307号

稲葉　美由紀 静岡県伊東市八幡野1244番地の83

土橋　貞子 北海道札幌市東区北三十六条東十七丁目１番38－801号

髙橋　守夫 東京都あきる野市二宮1460番地１－505号

小島　操 北海道札幌市西区平和一条四丁目１番13号

髙橋　清助 不明
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髙橋　ミヨ子 北海道札幌市北区北三十三条西十二丁目４番25号

髙橋　敏雄 北海道札幌市北区北三十三条西十二丁目４番25号

髙橋　健二 北海道札幌市手稲区前田九条九丁目４番16号

橋本　京子 北海道江別市野幌寿町13番地の12

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大場與作の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

大場　孝一 千葉県鎌ケ谷市富岡一丁目４番25号

岡崎　富士子 山形市富の中一丁目５番３号

石濵　美智子 千葉県市川市若宮二丁目20番８号

大場　正夫 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町451番地１ライオンズマン

ション保土ケ谷南305号

武藤　 子 千葉県船橋市小室町240番地

髙𣘺　順子 千葉県船橋市小室町2976番地

木村　淑惠 埼玉県春日部市牛島391番地春日部ケアセンターそよ風

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大場鉄藏の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

大場　秀一 栃木県宇都宮市下栗町703番地２

大場　哲夫 栃木県宇都宮市西刑部町2611番地37

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見善兵衛の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

小関　靜男 上山市金谷９番地

鈴木　晋 山形市元木二丁目13番23号

野中　由美 神奈川県川崎市幸区大宮町９番地１ヴィルクレール川崎タワー

2004

駒谷　三夫 山形市荒楯町一丁目17番20号

鈴木　京子 山形市松見町１番２号

堤　佳子 山形市末広町９番８号

古澤　安弘 東京都新宿区中落合三丁目10番７号

津久井　かおり 埼玉県富士見市上沢一丁目19番35－312号

古澤　高志 千葉県いすみ市岬町椎木473番地３

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見なよの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

里見　與八 上山市小穴29番地

齋藤　真実 宮城県多賀城市八幡二丁目９番９号

齋藤　昭行 宮城県仙台市泉区高森六丁目21番地の３

相馬　信子 宮城県宮城郡利府町花園二丁目12番地11

鈴木　圀彦 上山市三上41
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稲毛　健 上山市矢来三丁目１番22号

鈴木　光子 上山市三上41番地

安永　一子 山形市八日町二丁目１番32号

鏡　 く 上山市金谷22番地

中山　文子 茨城県稲敷郡河内町生板4518番地１

鈴木　幸子 上山市弁天二丁目６番３号

松田　栄一 上山市金生東一丁目５番35号

松田　洋子 神奈川県川崎市高津区久地四丁目17番31－105号

松田　仁 上山市矢来四丁目11番45号

佐竹　みや子 南陽市川 1992番地

佐竹　美千代 南陽市川 1992番地

佐竹　祐宏 南陽市川 1992番地

佐竹　寿恵 南陽市椚塚878番地の７フラワーコーポ神宮203号室

阿部　久治 東根市大字羽入736番地

佐竹　隆子 千葉県千葉市緑区あすみが丘八丁目31番地９

佐竹　淳也 千葉県千葉市緑区あすみが丘八丁目31番地９

髙橋　由紀 東京都練馬区関町南一丁目７番18号パームハウス101　

平　美津子 南陽市羽付311番地

鈴木　兼久 上山市小笹９番地

半田　正敏 山形市大字黒沢37番地の１

西上　明美 千葉県富里市日吉台六丁目25番地17

廣田　孝子 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南一丁目５番３号

鈴木　東一 山形市久保田二丁目９番32号

伊藤　利男 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口3397番地６

斉藤　薫 不明　ただし、戸籍附票上の住所

山形市大字長谷堂105番地

斉藤　 生 埼玉県さいたま市浦和区常盤八丁目４番４号常盤八丁目住宅

233号

斉藤　政子 埼玉県戸田市笹目北町10番地の17（コスモシティ戸田グラン

キューブ201号室）

斉藤　郷子 埼玉県戸田市笹目北町10番地の17（コスモシティ戸田グラン

キューブ201号室）

大島　明子 埼玉県戸田市美女木二丁目22番地の３

里見　ツヤ 上山市矢来一丁目７番25号

小林　チヱ 宮城県多賀城市笠神三丁目13番16号

里見　敏雄 上山市矢来一丁目７番25号

里見　信雄 山形市蔵王半郷422番地の９

外山　フミ 静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈943番地の１

里見　輝雄 東京都八王子市上川町3794番地１

神田　カツ 東京都八王子市鹿島８番地２－308

里見　幸雄 不明　ただし、戸籍附票上の住所

東京都八王子市鹿島８番地２－308

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見善藏の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

小関　靜男 上山市金谷９番地

鈴木　晋 山形市元木二丁目13番23号



平成28年２月９日（火曜日） 山　　形　　県　　公　　報

23

号外（２）

野中　由美 神奈川県川崎市幸区大宮町９番地１ヴィルクレール川崎タワー

2004

駒谷　三夫 山形市荒楯町一丁目17番20号

鈴木　京子 山形市松見町１番２号

堤　佳子 山形市末広町９番８号

古澤　安弘 東京都新宿区中落合三丁目10番７号

津久井　かおり 埼玉県富士見市上沢一丁目19番35－312号

古澤　高志 千葉県いすみ市岬町椎木473番地３

松田　トミ子 上山市川口53番地ノ内１号地

島津　敏子 上山市石崎一丁目６番11号

木村　義德 上山市川口１番地

宮本　タカ 石川県金沢市松寺町丑142番地

石山　繁吉 群馬県安中市東上磯部1424番地６

幕内　しん 茨城県神栖市神栖二丁目９番19号

木村　建昭 東京都葛飾区細田一丁目17番４号

木村　昭弘 東京都江東区東砂二丁目15番８－306号

小泉　正德 東京都渋谷区神宮前一丁目４番20号パークコート神宮前202

佐藤　キクヨ 上山市葉山４番21号

佐竹　茂行 上山市川口54番地

佐竹　孝和 埼玉県鴻巣市小松一丁目４番15号

佐竹　浩文 上山市宮脇658番地（2202号）

里見　善一 上山市小穴27

齋藤　百合子 上山市権現堂１番地

佐藤　クニ 埼玉県三郷市幸房318番地５

木村　榮 上山市矢来四丁目４番11号

佐藤　富貴子 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼2321番地174

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）里見みつの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

小関　靜男 上山市金谷９番地

鈴木　晋 山形市元木二丁目13番23号

野中　由美 神奈川県川崎市幸区大宮町９番地１ヴィルクレール川崎タワー

2004

駒谷　三夫 山形市荒楯町一丁目17番20号

鈴木　京子 山形市松見町１番２号

堤　佳子 山形市末広町９番８号

古澤　安弘 東京都新宿区中落合三丁目10番７号

津久井　かおり 埼玉県富士見市上沢一丁目19番35－312号

古澤　高志 千葉県いすみ市岬町椎木473番地３

松田　トミ子 上山市川口53番地ノ内１号地

島津　敏子 上山市石崎一丁目６番11号

木村　義德 上山市川口１番地

宮本　タカ 石川県金沢市松寺町丑142番地

石山　繁吉 群馬県安中市東上磯部1424番地６

幕内　しん 茨城県神栖市神栖二丁目９番19号

木村　建昭 東京都葛飾区細田一丁目17番４号

木村　昭弘 東京都江東区東砂二丁目15番８－306号
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小泉　正德 東京都渋谷区神宮前一丁目４番20号パークコート神宮前202

佐藤　キクヨ 上山市葉山４番21号

佐竹　茂行 上山市川口54番地

佐竹　孝和 埼玉県鴻巣市小松一丁目４番15号

佐竹　浩文 上山市宮脇658番地（2202号）

里見　善一 上山市小穴27

齋藤　百合子 上山市権現堂１番地

佐藤　クニ 埼玉県三郷市幸房318番地５

木村　榮 上山市矢来四丁目４番11号

佐藤　富貴子 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼2321番地174

土屋　源吉 上山市阿弥陀地35番地 34/1508

登記名義人　加藤　與平治 不明　ただし、土地の登記（記録）上の住所

上山市小穴68番地

１/116

登記名義人　加藤　しめ 不明　ただし、土地の登記（記録）上の住所

上山市阿弥陀地25番地

１/116

不明 18/1508

ただし

登記名義人（亡）髙橋重治の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

髙橋　宏明 群馬県高崎市金井淵町100番地１市住５棟513号

髙橋　昭 群馬県藤岡市上戸塚405番地11

坂本　千惠子 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町913番地３

谷　はる 東京都町田市図師町1629番地15

佐野　智惠子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２パークスクエア横浜1510号

室

大倉　美恵子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２（パークスクエア横浜1510

号室）

伊東　多惠子 神奈川県平塚市南豊田11番地の６

佐野　勉 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町20番地１

阿部　春吉 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

阿部　純夫 東京都台東区日本堤二丁目31番２－408号三ノ輪フラワーマン

ション

阿部　祐子 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

斉藤　厚志 神奈川県大和市福田2598番地３グリーンコーポ桜ケ丘401号

不明 21/1508

ただし

登記名義人（亡）鈴木長三郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

五十嵐　弘昭 北海道帯広市西十六条南五丁目18番19号ハイツBSR105

武岡　恵子 東京都板橋区前野町六丁目34番２号

海野　貞一 西村山郡大江町大字左沢1162番地の１

武田　洋子 福岡県福岡市東区和白丘三丁目15番３号

西坂　純枝 千葉県柏市新逆井二丁目10番23号

大松澤　ツネ 宮城県黒川郡大郷町粕川字山日向１番地

佐藤　啓太郎 上山市松山一丁目１番62号

谷藤　キヨ 千葉県佐倉市中志津二丁目６番５号

鈴木　裕晶 宮城県仙台市泉区上谷刈三丁目16番52－305号
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秋葉　常幸 宮城県刈田郡七ケ宿町字干蒲59番地

村上　喜代子 山形市小白川町一丁目19番９－301号メゾンド八幡

長橋　榮子 上山市狸森546番地

澤村　栄子 山形市久保田二丁目８番10号

澤村　美幸 大阪府大阪市住吉区南住吉二丁目９番25号パークレイン住吉

201号

鈴木　艶子 愛知県尾張旭市旭ケ丘町旭ケ丘5697番地２

鈴木　茂雄 愛知県春日井市石尾台六丁目11番地の17

鹿野　洋子 山形市五十鈴二丁目３番19号

平塚　俱子 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷北一丁目３番20号

渡邉　宮子 上山市久保手3133番地

渡邉　トミ 上山市久保手字原1864番の12

鈴木　とし子 不明　ただし、戸籍附票上の住所

愛知県知立市昭和八丁目１番地

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）土屋よしの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

土屋　源吉 上山市阿弥陀地35番地

土屋　俊雄 上山市阿弥陀地35番地

土屋　松雄 山形市桜田南４番27号リベール桜田Ｃ205号

粟野　清已 上山市久保川14番地

土屋　みや子 長井市中道一丁目１番11号

佐藤　陽子 上山市中山2681番地

佐藤　広治 上山市中山2681番地

齋藤　みつよ 埼玉県幸手市大字松石220番地２みゆきの里

大山　いと 上山市中山3532番地の１

大山　寛 上山市中山3532番地の１

沼沢　栄次 山形市大字中桜田20番地

菅井　栄美子 西村山郡朝日町大字和合961番地

庄司　晶子 上山市長清水二丁目３番５号

杉山　幸治 上山市小穴178番地の２

伊藤　せゑ 上山市小倉1168番の２

奥村　八重子 南陽市漆山1455番地の１

伊藤　英一 上山市小倉1168番の２

不明 13/464

ただし

登記名義人（亡）加藤乙吉の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

遠藤　純子 山形市荒楯町一丁目12番７号

澤田　裕子 北海道北斗市追分二丁目64番13号

遠藤　弘司 東根市四ツ家一丁目２番19号

遠藤　英一 東京都足立区千住東一丁目15番８号

工藤　秀子 上山市美咲町一丁目６番13号

遠藤　登志子 宮城県黒川郡大和町宮床字久保田２番地の４

遠藤　秀雄 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目18番21号

星　昇 上山市中山2767の１



平成28年２月９日（火曜日） 号外（２）山　　形　　県　　公　　報

26

岩瀬　順子 千葉県船橋市上山町三丁目586番地８

加藤　統太 上山市小穴781番地

加藤　嘉明 神奈川県藤沢市白旗三丁目１番５号

佐藤　正巳 上山市関根９

佐藤　正志 上山市金生一丁目９番３号

大木　律子 山形市宮町二丁目12番19号

加藤　時江 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

加藤　信一郎 神奈川県横浜市南区平楽146番地１日神パレステージ山手西第

２ 403号

加藤　美仁子 神奈川県横浜市西区浅間町三丁目207番地

登記名義人　大場　太三郎 不明　ただし、土地の登記（記録）上の住所

上山市小穴65番地

１/116

不明 ３/1508

ただし

登記名義人（亡）高橋重治の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

髙橋　宏明 群馬県高崎市金井淵町100番地１市住５棟513号

髙橋　昭 群馬県藤岡市上戸塚405番地11

坂本　千惠子 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町913番地３

谷　はる 東京都町田市図師町1629番地15

佐野　智惠子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２パークスクエア横浜1510号

室

大倉　美恵子 神奈川県横浜市中区吉浜町１番地２（パークスクエア横浜1510

号室）

伊東　多惠子 神奈川県平塚市南豊田11番地の６

佐野　勉 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町20番地１

阿部　春吉 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

阿部　純夫 東京都台東区日本堤二丁目31番２－408号三ノ輪フラワーマン

ション

阿部　祐子 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目21番14号

斉藤　厚志 神奈川県大和市福田2598番地３グリーンコーポ桜ケ丘401号

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）大塲長六の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

大場　幸子 上山市小穴66番地

尾形　陽子 上山市金生東一丁目５番23号

佐藤　京子 西村山郡西川町大字間沢232番地

大場　光博 上山市小穴66

松田　トミヱ 上山市川口45番地

木村　博子 上山市上生居1424

大場　德雄 上山市小穴87番地

松原　光枝 埼玉県上尾市西宮下四丁目450番地６

笠原　稔 栃木県小山市大字犬塚998番地305

大場　健司 神奈川県横浜市戸塚区前田町424番地50

大場　純一 千葉県千葉市稲毛区稲丘町４番１号ミントハウス107号

大場　文生 千葉県市川市下貝塚二丁目14番９号
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大場　直人 千葉県松戸市新松戸六丁目327番地花沢第２コーポ103号

大場　健太郎 上山市小穴76番地 １/116

加藤　奎吾 上山市高松字南沢1327 21/1508

木村　秀泰 上山市南町７番11号 １/116

大場　文子 上山市小穴62番地 ６/348

大場　裕 上山市小穴81番地 １/116

松田　吉彌 上山市阿弥陀地57番地 １/116

鈴木　一夫 上山市阿弥陀地１番地の１ １/116

大場　源太郎 上山市小穴56番地 ５/464

加藤　政太 上山市小穴３番地 １/116

鈴木　修一 上山市阿弥陀地47番地 １/116

嘉藤　守 上山市阿弥陀地25番地 34/1508

吉田　藤雄 上山市小穴70番地 １/116

大場　兵太郎 上山市小穴86番地 ２/116

大場　英俊 上山市小穴字宿尻550番地の６ １/116

木村　隆 上山市矢来二丁目２番11号 １/116

里見　吉右エ門 上山市長清水二丁目６番７－20号 30/1160

大場　和夫 上山市小穴37番地 ２/116

加藤　吉徳 上山市小穴36番地 １/116

里見　善一 上山市小穴27番地 １/116

吉田　晃兵衛 上山市小穴31番地 ２/116

里見　修 上山市小穴33番地 ２/116

関野　繁雄 上山市阿弥陀地41番地 21/1508

大場　德雄 上山市小穴87番地 ３/116

髙橋　宜男 上山市小穴10番地 １/116

大場　七郎 上山市小穴83番地 １/116

木村　鴻一 上山市小穴１番地 １/116

髙橋　哲 上山市小穴９番地 １/116

横田　かつよ 上山市阿弥陀地４番地 １/116

舟越　秋夫 上山市小穴２番地 １/116

不明 １/116

ただし

登記名義人（亡）加藤彦弘の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

加藤　悦子 埼玉県越谷市大字袋山1451番地１春日ハイツ306号

加藤　康弘 上山市小穴58番地

関野　耕一 上山市阿弥陀地40番地 １/116

横田　哲甫 上山市阿弥陀地５番地 ２/116

工藤　四郎 上山市藤吾33番地 １/116

鈴木　長治 上山市阿弥陀地51番地 21/1508

鈴木　太吉 上山市阿弥陀地39番地 21/1508

今野　哲 上山市小穴71番地 １/116

大場　榮子 上山市小穴69番地 １/116

吉田　昭一 上山市阿弥陀地９番地 21/1508

大場　喜次男 上山市小穴114番地の１ １/116

鈴木　啓司 上山市小穴80番地 1595/40368

枝松　祐悦 上山市阿弥陀地38番地 21/1508

吉田　茂 上山市小穴44番地 １/116
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秋葉　長次郎 上山市小穴34番地 １/116

土屋　紹雄 上山市阿弥陀地37番地 21/1508

加藤　和俊 上山市小穴55番地 １/116

髙橋　トモ 上山市阿弥陀地30番地 １/116

髙橋　桂子 上山市阿弥陀地30番地 １/116

鈴木　正雄 上山市阿弥陀地６番地 21/1508

髙橋　秀樹 上山市阿弥陀地55番地内１号 １/116

武石　榮子 秋田県潟上市昭和大久保字堤の上35番地４ １/116

大場　巽 北海道常呂郡訓子府町字弥生271番地 １/116

鈴木　浩司 東京都杉並区高井戸東四丁目８番15－102号 ８/1508

今野　隆 上山市小穴51番地１ １/116

舟越　與五郎 上山市小穴61番地 １/116

松田　喜伊雄 上山市小穴49番地 ５/464

今野　繁 大阪府羽曳野市南恵我ノ荘２－９－24－205 １/116

大場　莊也 上山市小穴５番地 ２/116

今野　昭雄 上山市小穴79番の内第２号 １/116

秋 　研二 上山市阿弥陀地14番地 ７/522

不明 １/348

ただし

登記名義人（亡）萩生田 の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

佐藤　洋子 東京都葛飾区鎌倉１－22番14号

髙橋　哲 上山市小穴９番地

廣瀬　昌子 東京都立川市幸町五丁目８番地の１

萩生田　千津子 神奈川県大和市つきみ野一丁目１番地11ドラゴンマンションつ

きみ野壱番館402号

高橋　由紀子 山形市深町二丁目８番29号

不明 １/348

ただし

登記名義人（亡）坂部タケの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

坂部　敏子 山形市小白川町三丁目９番４号

坂部　幸一 山形市小白川町三丁目９番４号

大場　一夫 上山市小穴12番地 １/116

不明 １/348

ただし

登記名義人（亡）伊藤なつの法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

平塚　千枝子 山梨県甲州市塩山下柚木1135番地

住田　信由 埼玉県鴻巣市上谷2140番地５ 208号室栄マンション

嶋村　光男 埼玉県東松山市大字岩殿1738番地

伊 　梅子 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　務 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　勝 天童市大字乱川1265番地17
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不明 １/3132

ただし

登記名義人（亡）嶋村清子の法定

相続人である次の者（ただし、全

員か一部かは確定していない）

住田　信由 埼玉県鴻巣市上谷2140番地５ 208号室栄マンション

嶋村　光男 埼玉県東松山市大字岩殿1738番地

平塚　千枝子 山梨県甲州市塩山下柚木1135番地 １/3132

不明 １/3132

ただし

登記名義人（亡）伊藤啓三郎の法

定相続人である次の者（ただし、

全員か一部かは確定していない）

伊 　梅子 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　務 山形市大字沼木556番地の15

伊藤　勝 天童市大字乱川1265番地17

大場　靜雄 上山市小穴68 １/116

鈴木　一郎 埼玉県蕨市塚越五丁目11番16号 １/116
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