
・「地籍調査」は、私たちの大切な財産
である土地の基礎的な情報（境界や面積
など）を明らかにしてくれます。

・「地籍調査」を着実に進めるために、
現状や効果などをご紹介します。

九州地方整備局

地 籍
調 査

問い合わせ窓口：九州地方整備局 用地部用地企画課

住 所：福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎

電 話：092-471-6331（代表）

漫画を読む→

地籍調査Web
まんが地籍調査 参照

http://www.chiseki.go.jp/about/manga/index.html
http://www.chiseki.go.jp/about/manga/index.html


九州地方整備局

地籍調査後

土地の境界に関する情報は法務局(登記所)で管理されています。しかし、現在法務局に備え付け
られている土地の境界を表す地図は、いまだにその多くが地租改正(明治時代の徴税制度)に伴い
作成されたもので、当時の技術では正確な測量が難しかったこと、また、徴税の参考資料として作
成されたという背景もあり、境界や面積が現況とは一致しないことがあります。このため、行政活動
や土地取引に大きな問題が生じています。

国土交通省では、こうした状況を改善することを目的として、地籍調査を推進しています。

字限図 （いわゆる公図）地籍調査前
あ ざ き り ず

地籍図（不動産登記法第14条地図）

土地の境界や広さが
わかりにくいなぁ～

土地の境界や広さが
わかりやすくなった！

※地籍調査は自治事務として、市町村等の地方公共団体が中心となって実施しています。

図面の尺度は地域によって異なりますが
500分の1などの縮尺を持っています

縮尺がわかりません

地籍調査とは



確認された境界に
ついて、正確な測
量を行い、その結
果から地積（土地
の面積）を計算しま
す。

地籍図と地籍簿の
案を閲覧していた
だき、誤りがないか
確認していただきま
す。

①住民への説明会 ②一筆地調査（境界確認）

③地籍測量④成果の閲覧・確認

九州地方整備局

地籍調査に先立って、市町村等が住民の方へ
の説明会を実施します。

一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会いなど
により、所有者、地番、境界等の確認をします。

法
務
局
へ
の
送
付

※地籍調査は自治事務として、市町村等の地方公共団体が中心となって実施しています。

地籍調査の方法



～地籍調査をしないとこんな困ったことに・・・～
①土地の境界が不明確なため、土地取引等を行う際にリスクを抱えます

②都市再生への支障となります ③災害復旧の遅れの要因となります

九州地方整備局

土地を購入し、改めて測ってみ
たら登記簿の面積と違っていた。

塀をつくり替えようとしたら、隣の土
地の所有者から「境界が違う」と言
われた。

相続を受けた土地の正確な位置が
分からなかった。

まったく
手がつけられない
困った・・・

地籍調査をしてい
ないとまちづくり
計画ができないよ

地籍調査が未実施の場合



九州地方整備局地籍調査の現状
地籍調査は昭和２６年から実施されていますが、進捗率は、
令和３年度末時点で、全国で５２％にとどまっています。

九州は、各県とも６０％以上と全国平均を上回っています。

詳しくはこちら→

国土交通省地籍調査

Webサイト

県名 平均進捗率

福岡県 75 %

佐賀県 99 %

長崎県 68 %

熊本県 85 %

大分県 64 %

宮崎県 72 %

鹿児島県 80 %

（令和３年度末）

進捗率・全国52%

・・・80%以上

・・・60%以上80%未満

・・・40%以上60%未満

・・・20%以上40%未満

・・・20%未満

http://www.chiseki.go.jp/situation/index.html
http://www.chiseki.go.jp/situation/index.html


地籍調査実施による効果について

地籍調査が実施されている箇所では、災害により甚大な被害
を受けた箇所の緊急的な工事を実施するにあたり、土地の境界
確定が速やかにできたため、早期に工事に着手することができ、
被災後の早期復旧・復興につながりました。

また、地籍調査の成果を活用することで、公共事業を進める
ために必要な用地測量の期間を短縮することができますので、
例えば新しい道路が早く開通するなどのメリットもあります。

次のページからは、地籍調査実施による効果を得た事例を
ご紹介します。
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・「地籍基本調査」とは、国土調査法第二条第
一項第一号に基づき地籍調査の基礎とするため
に国の機関が行う基本調査の一つで、地籍調査
の基礎とするために行う測量のことです。

・令和2年度より地籍調査の円滑化・迅速化を
図るため地域特性に応じた効率的で先進的な調
査手法（リモートセンシングデータ活用型・Ｍ
ＭＳ（モービルマッピングシステム活用型）を
導入しています。

九州地方整備局

地 籍
基本調査

問い合わせ窓口：九州地方整備局 用地部用地企画課

住 所：福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎

電 話：092-471-6331（代表）

ＭＭＳ活用型 リモートセンシング活用型



効率的手法導入推進基本調査【令和２年度～】

○地籍調査の円滑化・迅速化に資する地域特性に応じた効率的で先進的な調査手法について、国が基礎的な情報を整備提
供することにより市町村による地籍調査の実施を後押しするとともに、当該手法の活用事例・技術的課題への対応方法
等を蓄積・普及することにより、市町村等における効率的な地籍調査手法の導入推進を図る。

事業概要

ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）等活用型 リモートセンシングデータ活用型

ＭＭＳによる計測データや民間測量成果、公物管理者が保有する情報
等を活用した迅速な官民境界情報等の整備、効率的な地籍調査手法の
普及のため、国が官民境界に関する基礎的情報を整備。

・ＭＭＳを搭載した車両を走行させることで、道路沿いの広
範囲のデータを短期間で計測することが可能となり、現地
測量の時間やコストを削減。

・また、図面、簿冊に加え、調査過程で得られるバーチャル
画像（３Ｄ）や三次元点群データ等を用いることにより、
現地立会等の効率化が期待。

・従来よりも広範囲の測量を現地に行くことなく実施するこ
とが可能となり、作業の大幅な迅速化が可能。加えて現地
測量作業に伴う危険減少。

・また、リモートセンシングデータ等を活用して作成した筆
界案に加え、調査過程で得られる微地形表現図、林相識別
図等を用いることにより、現地立会の代わりに、集会所等
で確認を行うことで、立会に要する時間や労力の大幅な効
率化が可能。加えて現地立会に伴う危険減少。

効 果
○ 効率的で先進的な調査手法の導入により、地籍調査の円滑化・迅速化を推進
○ 活用事例等の蓄積・普及により、市町村等における効率的で先進的な手法の導入を促進

地域特性に応じて実施

航空機からの航空レーザ測量等を活用して広範囲の情報を迅速に測定
し、取得したデータから、空中写真だけでなく、微地形表現図、林相
識別図等基礎的情報を整備。

ＭＭＳによる計測

航空機等による広範囲の測量
公物管理者情報の活用

民間測量成果の活用

計測結果等を基に各種
データを整備・提供

ＭＭＳの成果や民間測量成果、
公物管理者情報から官民境界
（赤線）の案を作成

（参考）ＭＭＳ（車載写真レーザ測量システム：モービルマッピングシステム）とは、
車両にＧＮＳＳ（全球測位衛星システム）等の自車位置姿勢データ取得装置及び３Ｄ
レーザスキャナ、カメラ等の数値図化用データ取得機器を搭載した計測・解析システム

空中写真（オルソ） 林相識別図微地形表現図

集会所等で筆界確認
急峻な山岳地等での
立会いを回避

立
会
い
等
の
効
率
化

三次元点群データ

バーチャル画像（３Ｄ）

九州地方整備局



・地籍調査以外の測量成果が国土調査法に基づ
く指定（19条5項）を受けることにより、地籍
調査の成果と同一の効果があるものとして扱わ
れます。

・地籍調査の実施が不要となり、地籍整備の促
進にも繋がっていきます。

九州地方整備局

19条5項

指定

問い合わせ窓口：九州地方整備局 用地部用地企画課

住 所：福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎

電 話：092-471-6331（代表）



国土調査法１９条５項指定を活用した地籍整備の取組

国土調査法

地 籍 調 査

地籍調査以外の
測量・調査

成果の認証
（１９条２項）

成果の指定
（１９条５項）

○国土調査法では、土地に関する様々な測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査
と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定（19条5項指定）することにより、地籍調
査の成果と同等に取扱うことが可能。

地籍調査以外の測量成果が国土調査
法に基づく指定（19条5項）を受けること
により、地籍調査と同等の扱い

地籍調査の実施は不要

民間事業者、公共事業部局等

指定書の送付

審査

国

<19条5項指定の一般的な流れ>

国土調査法
19条５項指定

官報公告

19条5項指定申請

登記所に送付

受付

土地購入者
移転登記

（用地測量、工事完了、分筆登記等）

10

九州地方整備局

 国土調査を行う者（地方公共団体等）は、
国土調査の効率的な実施のために必要な場
合は、測量及び調査を行った者に代わって
申請（代行申請）できることとした。

令和２年法改正における制度見直し

 都市部で測量を行った民間事業者等に対し
て補助金を交付し、19条5項指定申請を支援

地籍整備推進事業費補助金による支援


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	地籍調査実施による効果について
	スライド番号 7
	効率的手法導入推進基本調査【令和２年度～】
	スライド番号 9
	国土調査法１９条５項指定を活用した地籍整備の取組

