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Ⅰ 地籍調査事業の目的及び定義 

 

１．地籍調査の目的 

国土の開発、保全、高度利用に資するとともに、地籍の明確化を図るため、国土の実態を

科学的かつ総合的に調査することを目的として、昭和２６年に国土調査法が制定された。 

国土調査法に定義される「国土調査」とは、①国の機関が行う基本調査、土地分類調査又

は水調査、②都道府県が行う基本調査、③地方公共団体又は土地改良区等が行う土地分類調

査又は水調査、地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査がある。 

「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界・地

積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいうとされており、土地

の戸籍調査とも言われている。 

 

２．地籍調査の必要性 

北海道では、明治初期における開拓に始まり、その開墾方法は無秩序かつ不整形であった

が、その後の払い下げによる所有権の確立により、土地の位置、範囲を明確にするための地

図が作成され、終戦後まで続けられた。（土地処分図） 

しかし、これは開拓者の自由な開墾であり利便性が悪く、公共施設や開発道路等の設置に

も影響が生じたことから、それを打開すべく、国が区画を設定して土地処分を行う植民区画

法が作られ、直角法により区画を測設し、予定道路（幅４間又は６間）を設け、縦300間×

横300間の区画を更に間口100間×奥行150間の小区画の６区画割とした。（植民区画図） 

これが、道内における号線マス目というものであり、区画割は面積が一定で、土地処分あ

るいは開拓についても効率的に実施することができている。 

土地処分図については、諸々の問題から、再度土地整理が行われ、北海道庁の拓殖事業の

一環として明治２９年から土地連絡調査を開始した。（土地連絡図） 

本町では、土地連絡調査が行われておらず、住民生活の向上、住環境や農地整備、道路・

河川等の公共施設整備の推進に向けた土地の適正管理が求められ、昭和３９年から４３年の

間で地籍調査を実施し、国有林等を除く調査対象面積２０８.１６㎢のうち、１３６.９７㎢

の調査が完了している。 

未実施地区（７１.１９㎢）については、国営居辺総合開発事業（昭和３４～４４年）の

実施途上であった北門・萩ヶ岡地区のほか、大規模草地改良事業（昭和４１～４７年）の造

成が進められていた上音更勢多・豊岡地区等であり、調査対象面積の約３４％である。 

  地籍調査が行われていない地域では、昭和５４年３月に作成された開拓地確定測量図（萩

ヶ岡・北門地域）が法務局において公図として備え付けられているが、その他の地域につい

ては公図が存在しない地域となっている。 

公図が無い状況での土地の取り引きや、公共事業等が実施される際には、測量調査に過大

な経費と時間を要することが想定されることから、地籍を明確化することにより適正な土地

取引や公共事業の推進はもとより、税の公平負担を図るためにも未実施地域における早期着

手が求められていた。 
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３．地籍調査の効果 

  地籍調査の成果である地籍図、地籍簿の作成により、土地の正確な境界、面積、地目等が

明らかになることから、土地に関するあらゆる施策の基礎資料として利用が可能となり、メ

リットとしては以下のものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地籍図・・・一筆毎の境界を近代的測量技術によって正確に測量して作成された地図 

地籍簿・・・一筆毎の土地の所在、地番、地目、面積及び所有者についての調査、測量結

果を記載したもので、土地登記簿の表題と同じ内容のもの 

  

<土地所有者> 

①土地の境界をめぐるトラブルの未然防止 

②土地売買に係る不安の解消 

③測量調査の簡素化・費用軽減 

<行   政> 

①各種公共事業の円滑化、測量の費用軽減、迅速化 

②行政財産管理の適正化 

③課税の適正化・公平化 

④災害復旧の迅速化 

⑤不動産登記簿等の整備 

⑥地籍図・地籍簿の数値をベースとした土地情報管理システムの構築 

⑦まちづくりの基礎データとしての利活用 



 

- 4 - 

 

Ⅱ 地籍調査計画 

 

１．調査区域の設定 

「上士幌町第５期総合計画」及び「第６次国土調査十箇年計画」に位置付けられた地籍調査

区域及び調査面積を設定する。 

 

調査面積                          （単位：㎢） 

区   分 
調査対象面積 

（全体） 

実施済面積 

（S39～S43） 

第６次国土調査 

十箇年計画 

全 体 面 積 （国土地理院公表面積） ６９４．０９ ６９４．０９ ６９４．０９ 

調査対象 

面   積 

都市部 
ＤＩＤ区域 ０．００ ０．００ ０．００ 

宅地 ４．３２ ４．０９ ０．２３ 

農地 １３１．７９ １００．６３ ３１．１６ 

林地 ７２．０５ ３２．２５ ３９．８０ 

調 査 対 象 面 積 合 計 ２０８．１６ １３６．９７ ７１．１９ 

調査対象 

外 面 積 

国有林野公有水面等※ ４７７．７２ ― ４７７．７２ 

人造湖（ぬかびら湖） ８．２１ ― ８．２１ 

調 査 対 象 外 面 積 合 計 ４８５．９３ ― ４８５．９３ 

 ※然別湖含む。（H18.4協議：湖沼面積3.61㎢のうち1.78㎢） 

２．事業計画の概要 

（１）事業費算定の考え方 

   地籍調査は、市町村が実施主体となるが、平成１２年度から調査の促進を図るため、一

筆地調査についても外部委託が可能となっていることから、平成２４年度版全国国土調査

協会発行の積算基準書における「地籍調査事業（外注型）」を参考に算定した。ただし、

事業費には、補助対象外経費は含めていない。 

地籍調査事業を円滑に推進するためには、地籍調査支援システムを活用したデータの維

持管理に努める必要がある。 

また、計画地区との整合性を保ちながら、地図の利活用を推進することが求められてい

ることから、完了地区における地籍図や地籍簿等の成果の数値情報化を進める「過年度数

値情報化事業」に係る事業費の算定を合わせて行っている。 

 

（２）調査期間 

   調査期間については、国や北海道による予算配分の状況を考慮し、基本的に１地区を３

年間（標準工程）から４年間で実施することとし、平成２６年度の事業着手から平成４１

年度までの１６年間で概ね完了する計画とした。 

 

（３）三角点の設置 

   調査を実施するにあたり、調査区域の基準点が不足しているため、調査の進捗に合わせ
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て必要な都度、四等三角点の設置を国土地理院に要望する。 

平成２５年度中には、第１、第２年次における計画地区に必要な６カ所の四等三角点が

既に新設されている。 

 

（４）精度及び縮尺区分 

   地籍調査作業規程運用基準第11条において定められた下記の区分に基づき実施する。 

 

◎精度区分（地籍調査作業規程運用基準第11条） 

精度区分 適 用 区 域 

甲１ 大都市の市街地区域 

甲２ 中都市の市街地区域 

甲３ 上記以外の市街地及び村落並びに整形された農用地区域 

乙１ 農用地及びその周辺の区域 

乙２ 山林及び原野並びにその周辺の区域 

乙３ 山林及び原野のうち特段の開発が見込まれない区域 

 

◎縮尺区分（同運用基準同条） 

縮尺区分 
調査を実施する単位区域 

ごとの各筆の面積の中央値 

1／250 250㎡未満の場合 

1／500 250㎡以上 1,000㎡未満の場合 

1／1,000 1,000 ㎡以上 4,000 ㎡未満の場合 

1／2,500 4,000 ㎡以上 25,000㎡未満の場合 

1／5,000 25,000㎡以上の場合 

    

◎本町の計画地区における精度及び縮尺区分 

土地区分 調査面積（㎢） 精度区分 縮尺区分 筆  数 

宅地 0.23 甲３ 1/1,000 200 

農地（畑） 25.74 乙１ 1/2,500 3,227 

農地（牧場・草地） 5.42 乙２ 1/5,000 102 

林地 39.80 乙２ 1/5,000 625 

合  計 71.19   4,154 
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（５）年度別事業計画 

年次 年度 地 区 名 調査筆数 面積（㎢） 地権者数 精度 縮尺 傾斜条件 土地区分 

① H26 居辺協愛 763 4.96  30 乙１ 1/2,500 平坦 農地 

②  H27  居辺若葉 1 
287 2.53  

21 
乙１ 1/2,500 平坦 農地 

28 1.86  乙２ 1/5,000 中傾 林地 

③ H28  居辺若葉 2 

217 2.85  

22 

乙１ 1/2,500 平坦 農地 

12 1.03  乙２ 1/5,000 中傾 林地 

④ H29 居辺報国 1 703 5.91  33 乙１ 1/2,500 平坦 農地 

⑤ H30 居辺盤城 614 4.74  30 乙１ 1/2,500 平坦 農地 

⑥ H31 居辺報国 2 643 4.75  26 乙１ 1/2,500 平坦 農地 

⑦ H32 上音更日の出 220 5.12  85 乙２ 1/2,500 緩傾 林地 

⑧ H33 勢多・上音更 299 5.13  37 乙２ 1/2,500 緩傾 林地 

⑨ H34 上音更ナイタイ 1 102 5.42  4 乙２ 1/5,000 緩傾 農地 

⑩ H35 上音更ナイタイ 2 6 10.62  1 乙２ 1/5,000 中傾 林地 

⑪ H36 上音更 1 2 8.68  1 乙２ 1/5,000 中傾 林地 

⑫ H37 オソウシナイ 25 3.36  4 乙２ 1/5,000 中傾 林地 

⑬  H38  上音更 2  

13 2.14  

2 

乙２ 1/5,000 中傾 林地 

20 1.86  乙２ 1/5,000 中傾 林地 

⑭ H39 ぬかびら源泉郷 200 0.23  75 甲３ 1/1,000 平坦 宅地 

合計     4,154 71.19  371         

※２年次以降は、実施地区が重複するが、着手地区の内訳のみを記載している。 

※国及び北海道の予算状況により、事業計画の変更が想定されている。 
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（６）年度別事業費 

                                単位：千円（税抜き） 

年次 年度 地 区 名 
地籍調査事業費 

合 計 
委託費 事務費等 

１ H26 居辺協愛 14,316 1,769 16,085 

２ H27  居辺若葉 1他 29,645 5,584 35,229 

３ H28  居辺若葉 2他 24,255 3,980 28,235 

４ H29 居辺報国 1他 26,540 2,351 28,891 

５ H30 居辺盤城他 31,093 3,691 34,784 

６ H31 居辺報国 2他 29,192 3,088 32,280 

７ H32 上音更日の出他 32,193 3,183 35,376 

８ H33 勢多・上音更他 32,790 5,238 38,028 

９ H34 上音更ナイタイ 1他 24,158 3,385 27,543 

10 H35 上音更ナイタイ 2他 23,832 715 24,547 

11 H36 上音更 1他 25,341 760 26,101 

12 H37 オソウシナイ他 18,331 550 18,881 

13 H38  上音更 2 他 13,722 412 14,134 

14 H39 ぬかびら源泉郷他 9,692 291 9,983 

15 H40 ぬかびら源泉郷他 6,725 201 6,926 

16 H41 ぬかびら源泉郷 402 12 414 

合計     342,227 35,210 377,437 

※1 全国国土調査協会発行の平成 24年度版積算基準書を参考とした概算事業費である。 

※2 ２年次以降は、実施地区が重複するため合計事業費を記載している。 

※3 委託費  ・・・地籍調査測量委託経費＋E工程（一筆地調査）委託経費  

※4 事務費等・・・旅費及び需用費等、補助対象経費となる最低限の事務費である。 

※5 事業費の負担割合 

         ・・・各年度合計事業費のうち国 50％、道 25％、市町村 25％（特別交付税措置 20％） 
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（７） 計画地区位置図 
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（８） 地籍調査作業工程 

Ａ工程（事業計画） 

作業名 小分類（作業内容） 担当区分 

地籍調査事業計

画・事務手続 

全体計画の作成（事業期間、計画区実施順等） 

関係機関との調整（管轄法務局等） 

地籍調査除外地の確認（国土調査法第１９条５項指定地等） 

事業計画の策定（公示） 

実施に関する計画の作成 

作業規程の作成（国土調査の指定の公示、国土調査の実施の公示） 

直 営 

 

Ｂ工程（事業準備） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

地籍調査事業準備 

事業計画協議 補助申請（道ヒアリング） 

直 営 

実施体制の確保、庁内打合せ会議  

関係官庁等との事前協議 

法務局、開発建設部、北

海道、財務事務所、森林

管理署、森林組合等 

推進委員会の設置準備 
上士幌町地籍調査推進委

員会規則制定 

趣旨の普及 
地籍調査実施の周知（広

報紙面、ＨＰを利用） 

その他 
地籍調査実施市町村の視

察等 

基準点測量 四等三角点の設置 

地籍調査の前年度に事業

実施主体からの設置要望

に基づき設置 

国土地理院 

 

Ｃ工程（地籍図根三角測量・・・１年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

地籍調査開始事前

準備 

入札準備  

直 営 
現地説明会の開催 

地籍調査開始に伴う現地

説明会（担当職員、推進

委員、受託業者、法務局

職員） 

地籍図根三角測量 
作業準備、現地踏査・選点、標識の設置、観測・

測定、計算、点検測量、網図・成果簿作成 

多角点測量の基本となる

図根三角測量の実施 
委 託 
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Ｄ工程（地籍図根多角測量・・・２年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

地籍図根多角測量 
作業準備、現地踏査・選点、標識の設置、観測・

測定、計算、点検測量、網図・成果簿作成 

細部測量の基本となる多

角点の設置 
委 託 

 

Ｒ工程（復元測量・・・１～２年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

仮筆界案の作成 

Ｒ１工程 

作業計画、現況調査測量、調整計算、仮筆界測

設図作成 

長狭物（道路等）及び現

地調査結果に基づき、一

筆地調査の基礎となる筆

界案を作成 

委 託 
仮筆界案の設置 

Ｒ２工程 

作業計画、仮筆界案の測設、仮筆界測設記録図

の作成 

 

Ｅ工程（一筆地調査・・・１～２年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

調査図素図の作成

Ｅ１工程 

作業準備、進行予定表の作成、地元説明会、関

係機関等との調整、地籍調査表の作成、調査図

素図等の作成、地籍調査表の作成 

法務局での公図及び地積

測量図等を用い、基とな

る図面を作成する。 

直 営 

一部委託 

現地調査 

Ｅ２工程 
現地調査の通知、現地調査 

土地所有者立会のもと現

地において地番、地目、

境界の調査を実施 

委 託 

一部直営 

 

Ｆ工程（細部測量・・・１～３年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

地籍細部測量 

Ｆ１工程 

標識の設置、観測及び測定、計算、網図及び成

果簿作成 

図根多角測量で設置した

測量点を基に、筆界を確

認する測量（地籍細部図

根測量） 

委 託 

一筆地測量 

Ｆ２工程 

一筆地測量、計算、データ整理、地籍図原図の

作成、仮閲覧 

一筆地調査で確認した境

界点について改めて行う

測量（地籍細部測量） 

委 託 
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Ｇ工程（地積測定・・・３年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

地積測定 毎筆の土地の面積測定、計算整理 

一筆地測量の成果に基づ

き、毎筆の土地について

面積を測定する作業 

委 託 

 

Ｈ工程（地籍図、地籍簿の作成・・・３～４年次） 

作業名 小分類（作業内容） 内  訳 担当区分 

地籍図及び地籍簿

の作成 

地籍調査票の整理  直 営 

地籍図原図の整理  直 営 

地籍簿案の作成 

一筆地調査及び地籍測

量、地籍測定の結果に基

づき、地籍簿案及び地籍

図案を作成する作業 

直 営 

数値情報化  委 託 

実施者検査  直 営 

本閲覧 

地籍簿案及び地籍図原図

を２０日間一般の閲覧に

供する。 

直 営 

認証者検査 
地籍図及び地籍簿の知

事、国土交通大臣の審査 
直 営 

 

（９）地図及び簿冊の閲覧 

  実施主体は、地籍調査を行い、地図及び簿冊を作成した場合には、遅滞なくその旨を公告

し、事務所において公告の日から２０日間閲覧に供する。（国土調査法第17条） 

 

（10）成果の認証 

知事は、認証請求を受けた場合、その成果の審査の結果に基づき測量もしくは調査上の誤

り、政令で定める限度以上の誤差がある場合を除き、あらかじめ国土交通大臣の承認を受け

てその成果を認証し、遅滞なく、その旨を公告する。（国土調査法第19条） 

 

（11）成果写しの送付 

知事は、地籍調査の成果を認証した場合、登記所に当該成果の写しを送付する。 

登記所は、送付に係る地図及び簿冊に基づき台帳の記載を改める。（国土調査法第20条） 

地籍図は、従来の公図に代わり、不動産登記法第14条に基づく地図として備え付けられ、

地籍簿に基づき登記簿の登記事項が変更される。 
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Ⅲ 地籍調査成果の維持管理 

 

１．地籍調査支援システムの導入（数値情報化の推進） 

（１）目的 

地籍調査作業規程準則第89条第2項の規定に基づき、地籍図及び地籍簿は、そのままで保

管することとなるが、「地籍調査後の土地の異動等については、電磁的記録を用いて継続的

に補正する」こととされている。 

地籍調査支援システムを導入し、地籍情報の正確性を保持しながら異動更新業務を適正に

行うことにより、地図情報を利用する各種事業への情報提供に努め、様々な計画策定への活

用を促すなど高度利用を推進する。 

 

（２）導入システムの検討 

①機能区分１：地籍調査事務支援システム 

地籍調査の準備開始時から現地立会、閲覧業務、認証申請、法務局への成果の送付等（Ａ・

Ｂ・Ｅ・Ｈ工程）の事務効率化に対応し、情報の検索及び各種集計作業が容易にできるなど、

調査前後の土地に関する全ての情報管理が可能なシステムである。 

法務局登記情報システム（※1）または、国交省が推奨する地籍フォーマット2000と連携

することにより、登記情報や公図の取り込みが可能となり、登記事項と公図、地籍簿と地籍

図の情報の整合性の確認等、事務支援、調査図、成果地図をリンクさせることによって、地

籍調査の各種工程に沿った点検や照合作業を行うことを目的とするシステムである。 

また、事務の大幅な省力化に寄与することは基より、「地籍情報管理システム」との連携

利用が不可欠であり、導入時には、連動性を考慮することが必要である。 

 

※1・・・法務局で利用する登記情報管理システム。 

法務局では、登記簿要約書ＣＳＶデータ及び公図ＸＭＬデータを地籍調査を実施する市町村の申請に基づ

き提供している。地籍調査成果を法務局へ送付する際は、法務局で利用可能なデータ提供が求められている。 

 

②機能区分２：地籍情報管理システム 

地籍調査におけるＣ・Ｄ・Ｆ・Ｇ・Ｈ工程などの図形に関係する工程の支援に必要となる

システムである。 

情報の正確性を保ちつつ、異動更新を容易に行うことができることから、地籍情報を利用

する各種事業への情報提供が可能となり、費用削減効果が期待できる。 

また、正確な情報を保持した最新の管理システムの導入によって、地籍調査成果の閲覧や

提供等、利用者への問い合わせに対する迅速な対応が可能となり、住民サービスの向上に寄

与することが期待できる。 

 

 ③庁内関係課における地理情報の利活用状況 

  庁内各課においては、地番集成図データをベースとした様々な地理情報（ＧＩＳ）システ
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ムが既に導入されていることから、地理情報の利活用状況について調査した。 

地籍情報管理システムの導入により、地籍図を含む地籍成果データの提供が可能となるこ

とから、地籍調査完了後の地図データの整備を計画的に進めることにより、各課で利用する

地図の基図として統一化を図り、地理情報の高度利用に努める必要がある。  

また、将来的には、地理情報の一元管理や更新作業の直営実施等が可能となれば、より効

率的な維持管理が可能となり、委託経費の軽減が期待できる。 

  

地理情報の利活用状況（平成２５年１０月末時点） 

担当課 

（担当名） 

利用図面 

システム名 

管理方法 

利用状況 
管理経費 問題点・課題等 

総務課 

（管財担当） 

町要図 紙ベース 

業務用資料、希望者へ

販売 

Ｈ２１印刷／１，５００枚 

２９９千円 

特に問題はない。 

町民課 

（賦課担当） 

地番図集成図 紙ベース 

課税参考資料 

（地番の配置確認、閲

覧希望者への提供等） 

作成委託料 

[農村部]７５万円／３年毎 

[市街地]３８万円／毎年 

特に問題はない。 

農林課 

（農産担当） 

農業振興地域

整備システム

／地番集成図 

業務ＧＩＳ 

農振計画図の管理(現

況図・計画図の作成等) 

データ更新委託料 

８０万円／隔年 

隔年管理のため現況

と時差ができる。 

基本情報は一元管理

が望ましい。 

農林課 

（耕地整備担当） 

水土里情報シ

ステム 

業務ＧＩＳ 

土地の位置確認 

システム利用料 

３０万円／毎年 

オルソ画像利用料３５万円／

毎年（画像更新は５年間隔） 

特に問題はない。 

農林課 

（林産担当） 

森林地理情報

システム 

業務ＧＩＳ 

森林実測図の作成、森

林境界の確認等 

データ保守料 

１９万円／年 

森林計画図の更新／毎年 

特に問題はない。 

建設課 

（上水道担当） 

水道ＧＩＳ台

帳 

業務ＧＩＳ 

水道埋設管位置確認 

直営で更新、補正 

水土里情報システムを活用 

座標管理までには至

っていない。 

建設課 

（下水道担当） 

下水道台帳 紙ベース 

下水道管渠埋設位置、

排水設備接続状況等の

管理 

更新委託料３０～１００万円 

新設工事毎、新設がない場合

は隔年更新（地図の更新なし） 

建物や土地と下水道

施設は密接な関係に

あるが、地図の更新

は再調査が必要。 

建設課 

（管理担当） 

道路台帳図 紙ベース 補正業務委託料 

１５４万円／年 

ＧＩＳへの移行時に

は座標管理すること

が好ましい。 
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農業委員会事務局 

（農地担当） 

農地基本台帳

システム 

業務ＧＩＳ 

農地の位置・所有状

況・現況面積の確認、

農地基本台帳の管理等 

保守管理料 

３９万円／年 

農地法改正により地

図と連動した台帳シ

ステムの導入が法定

化の見込み。 

 

（３）システム導入に向けた条件整備 

①国土調査法に基づく作業規程に対応するシステムの導入 

地籍調査の事務支援システムは全国的に普及しているが、調査前後の調査図システムと地

籍図システムの構成からなるシステム相互の連動性及び作業規程に基づく機能性、操作性等

を重視するため、複数社のシステムについてデモンストレーションの実施を依頼した。 

◎依頼会社（システム開発企業３社） 

・Ａ社（道内支社）「一筆地調査支援システム」「地籍情報管理システム」 

・Ｂ社（道内支店）「一筆地調査支援システム」「地籍情報管理システム」 

・Ｃ社（東京本社）「地籍調査支援システム」※情報管理機能含む 

 

②システムの安全性 

システムの導入にあたっては、ユーザー毎でデータベースに対するアクセス権、更新権限

の設定のほか、担当者以外の侵入を防ぐことが可能となるセキュリティ機能を有するものと

する。 

 

③システムの導入状況 

〈デモンストレーション実施の上記３社によるシステム導入状況〉 

企業名 所在地 
導入状況 

導入市町村（道内） 
道内 道外 計 

Ａ社 道内支社 7カ所 3カ所 
10カ所 

(10市町村) 

別海町、音更町、遠別町、幌延町、

壮瞥町、北見市、更別村 

Ｂ社 道内支店 17カ所 30カ所 
47カ所 

(47市町村) 

羽幌町、乙部町、厚岸町、斜里町、

初山別村、小清水町、北斗市、清

里町、池田町、稚内市、置戸町、

当別町、苫前町、標茶町、浜中町、

雄武町、北見市（旧留辺蘂町） 

Ｃ社 東京本社 15カ所 492カ所 
507カ所 

(370市町村) 

釧路市（阿寒）、旭川市、北見市、

北見市（旧端野町）、富良野市、

芽室町、幕別町、遠軽町（旧生田

原町）、中富良野町、足寄町、浦

幌町、佐呂間町、下川町、弟子屈

町、東川町 

※他社システムへの変更に伴う重複市町村あり。 
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（４）地籍調査完了地区における過年度数値情報化の推進 

 本町では、地籍調査が既に完了している地区（昭和３９年度～昭和４３年度実施地区）に

おける地籍調査成果のデジタル化（数値情報化）に未着手である。 

地籍調査支援システムの導入に合わせ、完了地区における地図・地籍簿の数値情報化を進

めることにより、閲覧希望者等への迅速な対応を図るなど窓口サービスの向上に努める。 

 なお、新規に再開する地区の数値情報化については、地籍調査事業の作業工程（Ｈ工程：

地籍図及び地籍簿の作成）に含まれるものである。 

 

過年度数値情報化・・・地籍調査完了地区における地籍調査当時の地籍図に異動修正情報を書き加えて地

図のデジタル化を進めることであり、現在の登記情報（地番・地目・地積・所有者

名）を入力・表示可能とするもの。 

 

①調査完了地区における成果の管理方法 

地籍図：マイラー図。毎年の分合筆箇所を業者委託により加筆修正。 

地籍簿：台帳管理（地籍調査当時の状況で保管） 

成果簿：台帳管理（地籍調査当時の状況で保管） 

 

 ②過年度数値情報化事業計画 

                                               単位：㎢／千円 

計画区の名称 
筆 数 

調査面積 事業費 
認証時 直近 

昭和39年度地区 467 1,362 7.31 754 

昭和40年度地区（1/2500） 2,453 3,473 27.00 2,350 

昭和40年度地区（1/5000） 262 371 2.88 204 

昭和41年度地区 1,928 4,753 36.33 3,209 

昭和42年度地区（1/1000） 1,538 3,908 11.84 2,755 

昭和42年度地区（1/2500） 867 2,199 6.67 1,286 

昭和43年度地区 1,745 3,844 44.94 2,513 

小 計 9,260 19,910 136.97 13,071 

諸経費率（0.544）    7,110 

直接経費（税抜）    20,181 

消費税（5％）    1,009 

合 計    21,190 

※H26過年度数値情報化事業要望額 21,190千円 

    事業費の負担割合は、本体事業費と同様に市町村負担 25％（特別交付税措置 20％）である。 
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Ⅳ 啓蒙活動 

 

１．住民啓蒙活動 

地籍調査事業の趣旨を広めるため、国交省及び全国国土調査協会等のポスターの活用、町の

広報紙、ホームページ、出前講座等を活用した普及啓発活動を進め、地籍調査に関する各種パ

ンフレット、町で作成する「地籍調査のしおり」等を配布し周知する。 

また、地籍調査計画地区に対する現地説明会を適宜開催するなど、円滑な地籍調査事業の推

進に努める。 

 

Ⅴ 地籍調査の推進について 

 

１．地籍調査推進委員会 

地籍調査事業の円滑な推進を図るため、地籍調査推進委員会設置条例を定め、推進委員会を

設置する。 

 

（１）組織 

 地籍調査実施地区からの推薦に基づき、当該実施地区の地理に精通した者をもって組織し、町長

が委嘱する。 

 

（２）所管事項 

①地籍調査の趣旨の普及、啓発に関すること 

②土地所有者との連絡調整に関すること 

③一筆地調査等の作業実施への協力に関すること 

④境界紛争等の解決を図るための協力に関すること 

⑤上記に掲げるもののほか、地籍調査事業の推進に関すること 

 

（３）委員の任期 

 推進委員の任期は、当該実施地区の地籍調査事業が完了するまでとし、再任を妨げないものとす

る。 

※「再任」・・・隣接する他の実施地区と事業期間が一部重複する場合等に再任を想定するもの。 

 

Ⅵ 測量基準点等基準杭の管理保全 

 国土調査法の規定に基づき地籍調査により設置される測量基準

点は、今後の測量調査を進めるための重要な杭であり、永続的に

管理保全する必要があることから、基準杭の棄損、滅失その他の行

為を行わないよう地域住民へ啓発を行うこととする。 
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Ⅶ 質問集 

Ｑ１．地籍調査で所有地の分筆・地目変更の希望がある場合 

Ａ．土地所有者の個人的な要望による分筆はできない。土地の状況を調査し、使用形態の違いが見

られた場合には、分筆し、地目を変更するため、土地権利証と土地の表示が一致しなくなることがあ

る。 

           登記図                              現 況 

200-1 

登記地目：山林 

 

 

 

 

200-1 

畑 

200-2 

山林 

 

 

また、登記地目が畑である土地が現況畑以外の状況である場合には、町や農業委員会との協議を

進めることとする。（農地転用、現況証明願関係手続きを想定する。） 

                                 

Ｑ２．地籍調査で合筆希望がある場合 

Ａ．隣接する土地であり、同一所有者で同一地目である場合は、所有者の同意又は要望により合筆

することができる。ただし、所有権以外の権利設定（抵当権等）の状況によっては合筆できない場合が

ある。 

        登記図                              現 況 

200-1 

所有者 A氏 

登記地目：山林 

権利設定なし 

200-2 

所有者 A氏 

登記地目：畑 

権利設定なし 

 

 

 

 

200-1 

所有者 A氏 

登記地目：畑 

 合筆箇所 

 

Ｑ３．一筆地調査や閲覧会場に出席できない場合 

Ａ．一筆地調査の現地立会、地籍調査の成果（地籍図・地籍簿）の閲覧は、最終的に所有者に確認し、

同意を得る作業であり、必ず実施する必要がある。 

現地立会は、隣接する全ての所有者が同時に立ち会って行うことができなければ、所有者それぞ

れの都合に合わせて行うこととなる。 

遠方に在住するなど、どうしても出席できない場合については、現地の状況を把握している方（親・

子・夫・妻・知人等）を代理人に選任し、対応することが可能である。ただし、地籍調査事業を公正に実

施するため、事業に関係する職員は代理人になることができず、白紙委任を行うこともできない。（代

理人を選任した場合には、委任状を提出する必要がある。） 

 また、事情により閲覧できない場合は、郵送等による閲覧も可能である。 

 

Ｑ４．地籍調査前後の面積が異なる場合 

分筆箇所 
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Ａ．関係する土地所有者の承諾を受けた境界点を再度測量し、境界点と境界点を結んで囲まれた区

域を計算したものが地積（面積）になることから、一筆地調査の時点では面積が確定しない。 

また、現在の登記面積と実測した面積に誤差が生じる可能性がある。 

本閲覧の際に「隣接する土地との境界は良いが面積は認められない」という理由によって同意され

ない場合は、筆界未定地の扱いとせざるを得ない。 

 

Ｑ５．復元された参考杭が認められない場合 

Ａ．所有境界に復元する参考境界杭（木杭）は、過去の資料に基づき復元するが、境界杭の位置が

認められない場合は、隣接所有者と境界を協議のうえ決定する。その際には、決定するに至った根拠

も同時に提示願うこととなる。 

 どうしても境界が決定できない場合には、筆界未定地として処理せざるを得ない。 

 

Ｑ６．筆界未定地とは 

Ａ．地籍図に境界が示されないことであり、自分の土地と隣接地との境界が示せないことから、その後

の土地取引等に支障が出ることになる。 

◇「筆界未定地」は、次のようなデメリットが生じる。 

①土地の売買や抵当権を設定する場合に、隣接する土地所有者の承諾が必要となる。 

②筆界未定を解消しない限り、原則、分筆が進めることができない。 

③筆界未定を解消するためには、所有者自身が隣接者との協議や測量調査の実施、登記申請を

行うこととなり、関係する費用は個人負担となってしまう。 

以上のことから、地籍調査の段階で境界を決めることが重要である。 

 

筆界未定地 

 

200-1 

A氏 

200-２ 

B氏 

 

200-1,2 

A氏、B氏 

              境界線が決まらない          境界線が表示されずに登記される 

 

Ｑ７．個人負担について 

Ａ．地籍調査事業に関しての個人負担は基本的にない。ただし、一筆地調査や閲覧のための旅費、

登記名義人の変更等、個人の都合による経費は個々に負担をお願いする。 

 

Ｑ８．地籍調査で実施できないことについて 

Ａ．地籍調査では、所有権移転（売買、交換、相続等）、抵当権等の抹消、道路・水路の喪失（用途廃

止をしない場合）等を行うことができない。 
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Ｑ９．地籍調査中の土地の売買等について 

Ａ．調査中であっても土地の売買や分筆、合筆は行うことができる。ただし、調査に関係する重要事項

になるため、必ず担当者への連絡を依頼することとする。 

 

Ｑ10．地籍調査の結果、境界が誤っていた場合の対応について 

Ａ．地籍調査の結果、隣接する土地所有者間で認識していた境界がずれていたことがわかり、正しい

境界上には、塀や建物が設置済みである場合には、土地の利用範囲を簡単に変更できないことから

部分的な土地の貸し借りや分筆測量を実施のうえ所有権を移転する対応を依頼する。 

 

Ｑ11．面積に変更があった場合の税額の変更について 

Ａ．境界の確認ができた場合には、調査面積での登記が進められることから、登記簿が書き改

められた後の面積を対象とした固定資産税額に変更となり、課税負担の公平化が図られる。 

 

Ｑ12．調査面積の確認方法について 

Ａ．現地立会の翌年に成果の閲覧期間（２０日間）を設けて確認をお願いする。 

 

Ｑ13．土地所有者が既に亡くなっている場合について 

Ａ．相続人が立会うこととなる。また、相続人が複数になる場合は、原則全員の立会いを求め

る。 

 

Ｑ14．相続登記が完了していない場合について 

Ａ．地籍調査は、主に土地の表示に関する調査であり、土地の実質的な所有者を調査するもの

ではないことから、所有権の移転を行わない。 

相続予定者が所有権移転登記の手続きを進めなければ、地籍調査後も登記名義人は変わらな

いこととなる。 

 

Ⅷ 各種事例について 

（１）面積が合わない分筆の事例 

Ａ氏は、過去に所有する土地を①宅地（住宅）、②宅地（施設用地）、③農地に残地方式で

分筆測量を実施し登記した。 

※残地方式 

 分筆される部分だけの求積を行い、登記簿地積からその求積した地積を差し引いた地積を

残地の地積とする方式であるが、平成１７年の不動産登記法の改正により、土地の分筆を行

う場合、その土地の全てに対して境界確定および求積を行う方法に変わっている。 

 

  登記されていた分筆前の全体面積    ３３，０００㎡ 

平成２年 住宅部分を分筆          １，０００㎡・・・①        

同年施設用地部分を分筆          ２，０００㎡・・・② 
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国 

道 

町 

道 

       

差し引き 農地の登記簿地積       ３０，０００㎡・・・③ 

地籍調査実施に伴う③の実測面積  ２９，０００㎡ 

 

 

①住宅及び②施設用地については、実測後においても分筆した際

の面積のとおりであったが、③農地（残地）については、登記面

積よりも少なかったことになる。 

分筆前には３３，０００㎡として登記されていた土地は、実際

には３２，０００㎡しかなかったことになる。現在の登記面積と

実測面積の差が全て残地③の土地に出ることになる。 

                  

 

 

（２）一区画毎の調整事例 

下図のとおり、道路に囲まれた１から５番の土地がある。それぞ

れの土地の公図での間口の長さは、２０.００mである。しかし、

街区の長さは９９.５０mしかとれない。 

これまでの世間話の中では、「Ａさんの土地は、国道から測ると土地が少なくなる。」「Ｅ

さんの土地は、町道から測ると土地が少なくなる。」ということであった。 

この実測結果に基づき、地籍調査の場合は、街区の中にある１から５番の土地を公平に調

整して復元していく。 

結果として、１筆の間口を均等に１０㎝短くすることとなり、１９.９０mとなる。また、

上記と逆の場合も考えられる。 

 

               100.00m（99.50m）   

                

 

 

 

Ⅸ 用語解説 

１．開拓地確定測量図（昭和５４年３月作成） 

国営により土地を開拓地として売り払いする際に実測し作成した図面 

 ①  ②  宅 地 

      （施設用地） 

        2,000㎡ 

宅地（住宅）1,000㎡ 

 

③農 地 

 実測前 30,000㎡ 

 実測後 29,000㎡ 

20.00（19.90） 

 

１番 

 

Ａ所有者 

20.00（19.90） 

 

２番  

 

Ｂ所有者 

20.00（19.90） 

 

３番  

 

Ｃ所有者 

20.00（19.90） 

 

４番  

 

Ｄ所有者 

20.00（19.90） 

 

５番  

 

Ｅ所有者 

http://gensun.org/wid/660263
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２．公図 

  法務局で保管する不動産登記法第１４条で定めた地図 

３．公差（測量等で許容される誤差の値） 

地籍調査事業では、国土調査法施行令において基準点、三角点、多角点、細部点に関する

誤差の限度、一筆地測量及び地積測定に関する精度区分毎の誤差の限度が定められている。 

例えば精度区分が乙１（畑）である場合の筆界点の位置誤差（公差）については 75㎝が

限度とされている。現在では、測量技術の精度向上に伴い、誤差 0㎝での測量点の復元も可

能となっている。 

４．残地方式 

１筆の土地を分筆する際に、分筆する部分だけを測量し、登記面積から差し引いて残りの

面積を算出する方法 

５．地積 

  １筆の広さであり面積（単位は、平方メートル：㎡を使用する。） 

６．地籍図 

  土地の境界及び地番を記載した地図 

７．地籍簿 

一筆毎の土地について、所在・地番・地目・地積及び所有者の住所・氏名を記載した簿冊 

８．地籍図根三角点 

国土地理院が設置する国家基準点（三角点）を基に、地籍調査事業で設置した基準点の一

種 

９．地籍図根多角点 

  地籍図根三角点から、より細密に配置した基準点の一種 

10．地番 

  土地１筆毎に法務局が定める番号（地番の設定は登記官の権限である。） 

11．地目（土地の用途区分） 

地目の分類は、法務省令に定められた２３種類となっています。（田、畑、宅地、塩田、

鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、

提、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地） 

12．筆界未定地 

一筆地調査において、紛争等により境界が確定できない土地であり、原則として筆界未定

が解消されない限り、法務局では、地目変更、地積更正、分・合筆登記を受理しない。 

13．複元方式 

現況方式に対し、北海道で多く採用される地籍調査の測量方法である。北海道では、本州

などに比べて復元能力が比較的高い地図が存在しているため、これらの地図等を参考にして

現在の測量技術により誤差を補正し、現地に境界を復元する方法である。 

※現況方式：先に土地所有者間で協議し境界を確定する方式：本州や道南など基になる地

図が古く複元が不可能な場合の方法 


