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私たちの土地を再確認 
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はじめに 
  土地は、人が生活や生産活動を行うために最も重要なものです。 

 養父市では、皆さまの大切な土地（財産）を守るため、国土調査法に基づき、

土地の実態を正確に把握し、地籍の明確化を図ることを目的として『地籍調査事

業』に取り組んでいます。 

 地籍調査事業について皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

 

１．地籍調査（国土調査）は なぜやるの？ 
 

人に戸籍があるように、土地にも土地の戸籍（地番・地目・地積[面積]・所有

者）があります。これを「地籍」といい、法務局（登記所）に備え付けの公図及

び登記簿に記載されて初めて土地に関するいろいろな権利が法的に保護されるこ

とになります。 

 ところが、地籍調査を実施していない地域は、必ずしも土地の実態を正確に反

映した登記内容になっていません。これは、現在の公図が明治初期に作られた地

図をもとにしているものが多いこと、また、測量技術が現在のように精密でなか

ったことなどから、土地の境界や面積など不正確なものが少なくありません。 

 また、土地の位置や境界には、先祖代々言い継がれてきたものも多く、その間

にあいまいになったり、間違った情報となっているものもあるようです。 

 そこで、地籍調査によって土地の状況について現地調査を行い、その結果に基

づき、公図や登記簿を現在の状況に修正していきます（公図修正主義）。 

地籍調査は、国土調査法という法律に基づき、一つ一つの土地について所在・

地番・地目及び境界を、土地所有者の立会いの下で調査・確認し、最新の測量技

術を使った精度の高い「地籍図」と、現状にあった正確な「地籍簿」を作成して、

公図や土地登記簿の内容を修正していく「土地に関する戸籍の調査」ともいえる

事業です。 

 

◇あなたの身近にこんなことはありませんか？   ☆ 自分の土地に家を建てようとしたら、隣の人の土地に 

    はみ出していると言われた 

  ☆ 隣地との境に塀を建てたいが、境界がわからない。 

  ☆ 土地を買ったが、面積が違っていた 

  ☆ 公図と現地が合っていない  

  ☆ おじいさんが所有していた土地があるので現地へ行った 

    が、場所が分からなかった 

  ☆ 洪水や地すべりによって、自分の土地の位置が分から 

    なくなってしまった 
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４．地籍調査の進め方(流れ) 

１） 地籍調査の基本方針 

国土調査法に基づく「地籍調査」の基本方針は、土地に関する権利関係や境

界を新たに創設するものではなく、既存の土地登記簿等に基づいてそれぞれの

土地を現地において調査確認し、間違いがあればその地籍を修正するものです。 

 

２） 地籍調査は次のような手順で進めてまいります 

  調査においては皆さま一人ひとりのご協力が必要です。 

   (以下の      の項目が、ご協力いただく項目です ) 

 

①  地区説明会 

調査に先立って、調査区域内の土地所有者および、隣接土地所有者 

の方を対象に、地籍調査の概要を説明します。 

 

②  一筆地調査（現地調査） 

現地において、土地所有者の立会いのもと、 

一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、 

及び境界を調査確認します。これを「一筆地 

調査」といいます。 

また、現地では土地所有者が隣接する土地 

所有者と立会いを行い、一筆ごとにお互いの 

土地の境界を確認し杭等を設置します。 

 この調査は、登記所にある登記簿と公図を 

もとに調査図を作り、土地所有者の立会いの 

うえで現地と照合しながら、土地の境界を確 

認していくものです。 

 一筆地調査は、「地籍図」「地籍簿」作成の 

基礎であり、地籍調査の核となる大切な調査 

です。皆さまには、一筆地調査開始前に必ず 

境界を確認していただき、調査が円滑に進み 

ますようご協力をお願いいたします。 

一筆地調査の立会い日については、市役所 

から皆さまにご通知しますので、指定された 

日時、集合場所に必ずお越しください。 

 

②の補足説明 

土地所有者の立会いのもと、 

 境界等の確認をします. 

 

  
 
 
 

 

 個々の土地の境界を決められるのは 

 『土地所有者』の皆さまのみです。 

 土地はみなさんの大切な財産ですので、 

 市が境界を決めることはできません。 
 

        そこで 
 

 『土地所有者及び隣接土地所有者』の 

  皆さんは、できるだけ事前に境界を 

   確認しておいてください。 
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一日の境界確認作業量は限られます。調査区域内に複数の土地をお持ちの方に

は、土地の形状・位置により複数回の立会いをお願いすることになりますので、

ご理解ご協力をお願いいたします。 

万一、立会いに出席できない場合は、代理人による立会いもできます。 

代理人による立合いも困難な場合は、市役所（地籍調査課）まで必ず連絡して

ください。 

なお、代理人の方に立会いを依頼される場合は、委任状の提出が必要です。 

 

③ 地籍測量と「地籍図」・「地籍簿」の作成 
 

 国土地理院が設置した基本三角点及び基準点を基に 

して、それぞれの境界杭を測量するための基準となる 

地籍図根三角点・地籍図根多角点を順次設置していき 

ます。 

また、測量作業のため皆さまの敷地内に立ち入った 

り、測量作業に支障がある場合は、枝払いや下草・籔 

などを刈らせていただくことがありますので、ご理解 

ご協力をお願いします。 

 一筆ごとに正確な測量を行い、公共座標を使った地 

図（地籍図）を作成します。 

 これにより、皆さまの土地に設置した境界杭の位置 

が、地球上の緯度経度に関 

連づけられますので、その 

土地が地球上のどこにある 

のか明確になります。 

 

④ 成果の閲覧       

 

地籍測量が終わりますと、作成した「地籍図」と「地籍簿」の閲覧を行い、 

誤り等を訂正する機会を設けます。 

 閲覧では地番や地目のほか、土地の形状や 

分筆・合筆等が一筆地調査の内容どおり成果 

に反映されているかを確認していただきます。 

閲覧期間は、20 日間です。 
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閲覧により確認された内容に誤りや疑問がある場合には、すぐに市役所（地

籍調査課）に申し出て下さい。 

 

なお、地籍簿（調査後）の面積は、調査前の登記簿面積と比べ、増減します。

その原因が、測量時の間違いや、地籍図作成時の結線誤り等によるもの以外、

訂正は認められません。 

以前測量した時と全く同じ境界であっても、過去の測量技術との誤差は必ず

生じます。 

皆さまが隣接の土地所有者さまと立会いの上で決められた境界を測量した

結果となりますのでご了承願います。 

閲覧が終わりますと、一筆地調査の結果は「地籍簿」に整理され、測量した

図面は「地籍図」として完成します。 

 

⑤成果の認証・登記所登記 

皆さまの閲覧を終えた調査成果（地籍簿と地籍図）は、県・国の点検を受け、

認証されると成果の写しが登記所（法務局）に送付されます。 

登記所は、「地籍簿」の写しを基に登記内容を修正し、「地籍図」の写しは、

登記所備え付け地図として登記事務に活用されます。 

 

５．地籍調査で行える手続き 

  地籍調査では、登記されている土地と現状が異なる場合に正しく修正すること 

ができます。 
 

１）  分筆 （分割） 

分筆とは、土地の利用状況により一筆の土地を二筆以上に分けることで、 

所有者の同意が必要です。 

   分筆できる条件は次のとおりです。 

    ● 一筆の土地の一部が別の地目として利用されている場合 

    ● 土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合 

 

２） 合筆 （合併） 

合筆とは、一体的に利用されている隣接する二筆以上の土地を一つの地番 

にすることで、所有者の同意が必要です。 

合筆後は原則若い地番になります。（住所地番等の場合この限りではありません） 
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合筆できる条件は次のとおりです。 

● 同一字区域内で接続し、所有者、地目が同じであること 

    ● 抵当権などの所有権以外の権利の設定がないこと 

     （同一内容の抵当権の場合、合筆できることもあります）  

 

３） 地目変更 

   地目はそれぞれの土地の現況、利用目的に重点をおいて、土地全体として

の主たる用途により決定しますが、登記簿上の地目と異なる場合は登記簿を

修正します。 

   ただし、登記地目が農地（田・畑）で、現況が農地以外の地目となってい

る場合は、農地法との関係がありますので農業委員会に照会し、その回答に

より処理をします。（現状回復命令または農地法による手続きが必要な場合

があります。） 

 

４） 地積更正 

今回の地籍調査により測量した面積（実測面積）と、登記済面積が相違し

ている場合は、登記簿の地積を修正します。 

以前、測量した時と境界が同じ場合でも、過去の測量技術との誤差は必ず

生じます。 

面積の増減は必ず生じることとなり、よって実測面積の訂正は、その原因

が測量時の間違いや、地籍図作成時の結線誤り等によるもの以外は認められ

ません。 

皆さまが隣接する地権者さまと立会いにより確認していただいた境界を

測量した結果となりますので、ご了承願います。 
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６．地籍調査で行えない手続き 

  地籍調査では、次の登記手続きはできません。 

 

１） 所有権移転登記  

【例】「何代か前の祖先名義を自分名義に書き替えてほしい。」 

【例】「以前、隣の家と土地を交換(又は売買)したが、登記をしていないので

書き替えて欲しい。」 

 

２） 抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記 

 【例】「返済が終了しているので抵当権を解除して欲しい。」 

 

３） 里道・水路 

  公図にある里道（赤線）、水路（青線）は、現地に確認できない場合でも用

途廃止等の手続きをしない限り、これらを無くすことはできません。確認でき

ない場合は、経緯等を調査しながら里道・水路の位置を決定します。 

 

☆ 地籍調査は、誤っている部分を修正するものであり、登記内容を変更するも

のではありません。相続登記など、権利に関する事項の異動はできませんの

で、予めご了承ください。 

 

 

７．境界が確認できない場合・不立会いの場合（筆界未定） 

土地所有者が一筆地調査に立会わない場合や現地を確認していただけない場

合や、立会いの結果、最終的に境界が決まらない場合は「筆界未定」という処

理をします。 

 

  「筆界未定」は、隣接している土地など関係する土地すべてが「筆界未定」の

処理となってしまいます。 

 

 「筆界未定」の土地は、地籍調査の結果として「地籍図」上では境界線の引け

ない空白地となり、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。 
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※ 「筆界未定」 が及ぼす影響 

   地籍調査の結果、「筆界未定」となった土地は、所有者の権利はありますが

原則として、 
 

    ■ 分筆・合筆ができない 

  ■ 地積更正ができない 

  ■ 地目変更ができない 

  ■ 売買や抵当権の設定などが難しくなる 
 

 など、事実上、動かせない土地となってしまいます。 

  また、地籍調査終了後に筆界未定地の境界が確認できても、測量や登記手続

きは個人負担となり、多額の費用がかかることがあります。 

  地籍調査では、「筆界未定」の土地が何筆あるのかを調査することも事業の

目的の一つであり、調査結果の成果として取り扱います。 

しかし、その結果、将来的に困ることになるのは、その土地の所有者、隣接

する土地の所有者である皆さまです。以前から境界が不明な土地は、この機会

に地域の推進委員さんにご相談の上、確認しておかれてはいかがでしょうか。 

自分の土地が「筆界未定」にならないよう、隣接所有者さまとよく話し合っ

て境界を確認していただきますようお願いします。 

 

 

８．その他 

◎ 現地確認不能の土地 

登記済の土地で、公図にその表示があるにもかかわらず、現地においてその 

位置が確認できない土地、またその土地全部が道路、河川、堤防などの敷地内

となっている場合は、「現地確認不能」として処理をします。 

「現地確認不能」の場合、今までどおり登記簿には残りますが、地籍図には

その土地の地番が表示されません。 

 

◎ 不存在の土地 

現地に存在していないのに、誤って（誤ったまま）登記されている土地で、

二重登記や土地改良時の閉鎖もれ等が考えられます。 

 



『 杭を残して 悔いを残さず 』               地籍調査事業は、国土調査法により実施されるものです。 

 たいへん重要な調査となりますので、地籍調査事業の通知が 

届きましたら必ず内容を確認し、一筆地調査の立会いや成果 

の閲覧には必ずご出席ください。 

 

～ みなさまのご理解とご協力をお願いします ～ 
 
 

 

 
  

     

  養父市 まち整備部 地籍調査課 
 

    〒667-0311 

    兵庫県養父市大屋町大屋市場 20-1（大屋地域局内） 

電 話  ０７９－６６９－０１２２（直通） 

      ＦＡＸ  ０７９－６６９－１６８２ 
        

   この冊子は 国土交通省 不動産・建設経済局 地籍整備課 の資料を引用し作成しています 

 


