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１． 地籍調査とは？ 

 

人には、その生い立ちを記録した 

『戸籍』があるように、土地にも権利 

関係を記録した『地籍』があります。 

 

地籍の記録は、『登記簿』と 

『図面（公図）』で構成され、法 

務局（登記所）に備え付けられ 

ておりますが、 

 

 

 

 

その内容は明治６年の地租改正

に伴って作成された『土地台帳』

と『絵図（字限図等）』を補正しな

がら使用されてきました。 

 

 

 

 

当時の測量技術は、今と比べると非常に低く、長い年月が経過した

現在でも、図面は修正されていません。 

 

               ←目盛が書いてある縄での測量 

 

 

 

 

 

 

 

十字法→ 

不規則な田畑でも長方形に見立て 

十字に荒縄を張って測定する方法 
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２． 調査の目的は？ 

 

昨今の社会情勢の中で、土地に関する

貴重な情報である土地登記簿や公図の

内容が、明治時代の精度の低い測量成

果では様々な問題があり、土地の権利保

護を図るためにも、正確な土地の面積や

公図の整備が急務です。 

土地に関する実態を的確に把握し、地

域整備や保全を進めるとともに、貴重な

財産である土地の正しい位置、境界、地

番、地目、面積をはっきりさせるため、地

籍調査を進めます。 

 

３． 地籍調査のメリット 

 

①  土地権利関係の明確化により境界紛争のトラブル防止がで

きます。 

 

    地籍調査実施後は、土地の 

地番、地目、面積、境界等が 

確定し、登記簿に記載される 

ため、トラブル防止に役立ち 

ます。 

 

 

②  土地取引において円滑化が図られます。 

 

                土地情報が登記簿に記載さ 

れるため、土地の分筆や合筆 

が容易になり、土地取引が円 

滑に進むことになります。 
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③  固定資産税の適正化が図られます。 

 

 

高い精度の土地情報を得る 

ことにより、登記簿面積と実測 

面積の誤差が是正され、適性 

かつ公平な課税が行われます。 

 

 

 

 

④  公共事業の計画・設計・用地買収の円滑化が図られます。 

 

 

 

公共事業を実施するにあたり、用

地測量や境界立会いなどの事務事

業が簡素化されることで、事業期間

の短縮がなされ、事業費の削減を図

ることができます。 

 

 

 

 

⑤  災害復旧作業の円滑化が図られます。 

 

 

   地籍調査終了後、地籍図を 

世界測地系の座標データとし 

て保管するため、震災などの 

自然災害が発生し、土地の位 

置や形状が不明になった場合 

においても、迅速かつ正確に 

境界などを復元することができ 

ます。 
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４． 地籍調査の進め方 

 

（１） 境界の確認をします。（長狭物調査） 

 

 

 

道路、水路、鉄道線路等から 

調査を始めます。 

 

                  ※長狭物とは… 

                           地籍調査独自の用語で、 

                           道路、河川、鉄道線路等 

                           の細くて長い敷地を持つ 

                           ものを長狭物（ちょうきょう 

ぶつ）と言います。 
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（２） 境界の確認をします。（一筆地調査） 

 

          

 一筆ごとの土地について 

公図などの資料を参考に、 

関係者立会いのもと、所有 

者、地番、面積、地目、境 

界等を確認します。 

 

 

※ 一筆地とは…享保検地 

（1726年）の際に作られた 

検地帳（年貢を納めさせる 

ための基本となった帳簿） 

に土地の所在、（字名、地 

番）、土地の等級（上中下）、 

面積、所有者が一筆（一行） 

で記載されていたので、１個 

の土地を『一筆』と、呼ぶよう 

になりました。 

 

 

（３） 確認していただいた境界の測量をします。（地籍測量） 

 

 

              

図根点（座標値を求めるための基準

点）を設置し、一筆ごとの筆界点（座標値

で表示）を測量し、一筆ごとの土地面積

（座標値）を計算します。 

              測量した座標値は、緯度・経度によって

表されます。緯度・経度は地球上のどこに

その土地があるのかを測るためのものさし

の目盛です。 
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（４） 地籍図・地籍簿の作成、閲覧 

 

 

 一筆地調査をもとに地籍図・地 

籍簿を作成し、土地所有者などが 

閲覧します。もし、間違いがあった 

場合は、訂正の申出が必要となり 

ます。 

 

 

 

 

（５） 成果の認証及び写しの送付 

 

 地籍調査の成果を県知事に提出し、認証を受けた後、公告します。 

その後、成果の写しを法務局（登記所）へ送付し、登記簿の修正及び

地籍図の備え付けをします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      ↓                ↓ 
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５． 筆界未定 

 

①  筆界未定とは？ 

    筆界未定地（ひっかいみてい 

ち）とは、「地籍調査」が行われ 

た際に、境界（筆界）を確認で 

きなかったため、筆界が未定の 

まま処理されてしまった土地を 

言います。 

例えば、１番の土地、２番の土 

地、３番の土地が筆界未定の 

場合には、地籍図には<１＋２ 

＋３>と記載されるだけで、境界 

線は表示されません。 

 

               ② 境界を確認できない理由は？ 

                筆界について所有者間に紛争が

あったり、現地で調査を行った際

に、土地所有者に立会ってもらえ

ない場合等があります（他にも様々

な理由があります）。 

             

 

 

 

 

③ なぜ筆界未定の処理をするの？ 

 

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地

籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるため

に筆界未定の処理が定められました。 

 

④ 地籍調査で筆界未定として登記されるとどうなるの？ 

 

地籍図には境界線が引かれず、面積も測定されませんので、以前の登

記簿面積のまま筆界未定として登記されます。 

21 22 23 24 25 

20 7 8 9 10 

19 6 １＋２＋３ 11 

18 5 4  12 

17 16 15 14 13 
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⑤ 筆界未定にはどんなデメリットがあるの？ 

・ 土地を売ったり、抵当権を設定しようとしても相手方の了承が必要。 

・ 農地の場合、農地転用ができない。 

・ 分筆、合筆、地目変更ができない。 

・ 担保にならない（評価が下がってしまう）。 

・ 測量、登記申請などに関わること全てを個人で負担していただくこ

ととなります。（筆界未定の場所は、後日境界が決まっても、行政が

再度測量することはありません。） 

・ 子どもや孫の世代にトラブルを招く可能性を残したまま相続しなけ

ればいけなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 今回の調査で行える手続き 

（手続きをご希望される方は、係員に申し出てください。） 

 

① 合筆（条件にあった場合） 
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②  分筆（条件にあった場合） 

 

③  地目変更（農地は農業委員会の許可が必要です。） 

 

 

 

                ※ 農地の地目変更等は 

                          農業委員会にご相談 

                          ください。 

 

 

 

④  地番変更（漢字・合併・イロハ地番など） 

 

○市×町△１０番地甲 ⇒ ○市×町△１０番地１ 

○市×町△１番地２番地合併 ⇒ ○市×町△１番地 

○市×町△３０番地イ ⇒ ○市×町△３０番地１ 

 

⑤  住所変更 

 

登記簿と住所が違う場合には、 

変更ができますので、立会いの際 

にご相談ください。 

 

７． 今回の調査でできないこと 

 

①  所有権の移転等 

・ 何代か前の先祖の名義を、自分の名義に書き換えてほしい。 

・ 以前に隣の家と土地を交換したが、登記していないので書き換

えてほしい。 
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②  抵当権等の権利の抹消 

・ 返済が終了しているので、抵当権を解除してほしい。 

 

 

８． その他 

①  費用については、原則負 

担はありませんが、立会いの  

際の交通費等は、自己負担 

となります。 

また、自己の資料収集等に 

要した経費も個人負担となり 

ます。 

 

 

② 立会いの際に印鑑（認印でかまいません。

ただし、スタンプ式は不可）をご持参くださ

い。 

           ※スタンプタイプのインク浸透式の簡易印

鑑は、材質がゴムのため劣化し、性質上時

間が経過するとインクが薄くなるためです。 

 

 

 

③ 当日、ご本人が立会えない場合は、 

  権限のある方に委任してください。 

 

 

 

 

 

 

④ 現地調査では進行の都合上、 

                      お待ちいただくことがあります。 
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⑤ 現地調査は、雨天（小雨）でも行いま 

す。ただし、大雨の場合や、小雨時で 

も山林や河川等危険を伴う場合は、 

延期することもありますので、ご了承く 

 ださい。 

 

 

 

 

 

⑥ 地籍調査では、プラスチック 

等の永久杭を打ちます。 

 

 

 

 

 

 

  ⑦ 境界の下刈りについて 

 

     境界が山林や原野などで、 

    見通しが悪いところは、調査 

    及び測量に支障をきたします 

    ので、調査前までに見通しが 

    きくように刈り払い（幅約１ｍ） 

    をしてください。 

 

⑧ 立会い時の服装について 

 

    立会いは、必ずしも平地で整備されている土地とは限りません。 

怪我防止のため、服装等にご注意ください。 

    頭には帽子や頭巾など、上は長袖、下は長ズボン、手には手袋や

軍手、足元は運動靴や長靴をお勧めします。 

    服や靴が汚れる場合がありますので、汚れてもいい服装でお越しく

ださい。 
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⑨ その他不明な点は、 

  下記へお問い合わせください。 

 

南房総市建設環境部管理課 

〒２９９－２４９２ 

南房総市富浦町青木２８番地 

南房総市役所 別館２ 二階 

電話 ０４７０－３３－１１０２   

Ｆax  ０４７０－２０－４５９７ 

e-mail  

kensetsu-kanri@city.minamiboso.chiba.jp 

 

土地の境界に“永久杭”を打ちましょう。 

 

杭を残して、悔いを残さず 

私のために 杭を打ってね♪ 


