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地籍調査推進だより 第９号 令和４年(2022年)８月５日発行

北海道農政部農業経営局農地調整課

国土調査法の改正及び第７次国土調査事業十箇年計画の策定について

地籍調査は、国土調査法が制定された昭和26年（1951年）（北海道では昭和27年（1952年））

から行われています。調査の計画的な実施を促進するために、昭和37年（1962年）に国土調査

促進特別措置法が制定されるとともに、昭和38年（1963年）に「国土調査事業十箇年計画」を

策定し、長期的な視点で調査が行われるようになりました。

国では、地籍調査の円滑化・迅速化を進めるために令和２年（2020年）に国土調査法等を改正

し、現地調査等の調査手続の見直しや地域特性に応じた効率的調査手法の導入、地籍アドバイザー

派遣などの地方公共団体等への支援等が定められました。（図１、詳細は、http://www.chiseki.g

o.jp/law/about/index.htmlをご覧下さい。）

その後同年に、国では第７次国土調査事業十箇年計画を定め、道では当該計画に基づき、北海道

の地籍調査に関する都道府県計画（北海道の十箇年計画）を策定し､地籍調査を促進しています。

図１ 地籍調査事業の円滑化・迅速化（国土調査法等の改正）（以下、各図は国土交通省資料による）

国土調査事業の実施状況について

○ 本年度は、第７次国土調査事業十箇年計

画の３年目となります。これまでの国土調

査事業の実施状況は、表１のとおりです。

北海道の実績面積は、 ㎢約２万8,500 です。

○ 道内市町村の地籍調査着手状況は、表２

のとおりです。95％の市町村が地籍調査

に着手しており、また７割の市町村が完了

しています。

表２　地籍調査事業の着手状況
　　　(北海道はＲ４年度(2022年度)、全国はＲ３年度(2021年度))

北海道
市町村数 比率(％) 市町村数 比率(％)

着手市町村 170 95 1,621 93
完　了 125 70 588 34
実施中 22 12 809 46
休止中 23 13 224 13

未着手市町村 9 5 120 7

179 100 1,741 100

着手類型
全　国

合　計

表１　これまでの地籍調査の実施状況 （単位：km
２
、％）

北海道 全　国

計画面積 実績面積 達成率 計画面積 実績面積 達成率

－ 27,965 － － 138,773 －

－ 28,435 － － 148,486 －

28,496 150,153

計画区分 計画期間

第５次計画以前

計

第６次計画 Ｈ22～R元
(2010～2019)

合　　　　　計

21,000 9,713 46

1,518 61 4 15,000 1,667 11第７次計画
Ｒ２～R11
(2020～2029)

(実績はR3まで)

1,980 470 24



- 2/4 -

○ 北海道における地帯別の実施状況は、

表３のとおりです。DID（人口集中地区）

及び林地での実施が、全国と同様に遅れ

ています。

いつも各種調査にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。今後とも、

地籍調査の推進について、よろしくお願い申し上げます。

地籍調査関係予算の内訳（令和４年度当初及び令和３年度補正）

○ 令和４年度当初予算は令和４年（2022年）３月に、令和３年度補正予算は令和３年（2021

年）12月に、それぞれ成立しました。地籍調査に関する予算については、表４のとおりです。

○ 市町村等への予算配分に当た

っては、「社会資本整備、防災対

策、まちづくり、森林施業・保

全、所有者不明土地対策の円滑

化に資する地籍調査を重点的に

支援」することとされています。

○ また、公共予算（社会資本整

備円滑化地籍整備事業、社会資

本整備円滑化地籍事業費補助）

の活用が優先され、当該予算の

対象とならないものに限り非公

共予算（地籍調査費負担金）の

対象となります。

◎ 国費補助による地籍調査を行うためには、道の十箇年計画に市町村の事業計画が記載され

ていることが必要となります。

地籍調査の着手・再開をご検討の市町村におかれましては、ご注意下さい。

詳しくは、農地調整課地籍調査係までお尋ね下さい。

地籍調査事業に要する経費の負担割合について

市町村が実施する地籍調査事業の経費負担割合は、

図２のとおり、特別交付税に関する省令（昭和51年（1

976年）2月24日付け自治省令第35号）により、市町

村負担額の8／10が財政需要額に算入されて特別交付

税として実施市町村に交付されることにより、実質的

には補助対象事業費の５％となります。

図２ 地籍調査の費用負担割合

＜＜地籍調査開始までの流れ(イメージ)＞＞

策定３年前・・・・地籍調査実施の検討、住民や議会の意向確認、議会説明　など
 〃 ２年前・・・・状況把握、方針の検討、市町村の体制整備　など
 〃 １年前・・・・住民説明、地区割りなど計画立案、予算要求　など
道の十箇年計画に掲載　→　地籍調査開始

表４　地籍調査関係予算の内訳（令和４年度当初及び令和３年度補正）

表３　地帯別実施状況（Ｒ３年度(2021年度)末） （単位：km
２
、％）

対象面積 実績面積 進捗率 対象面積 実績面積 進捗率

ＤＩＤ 788 208 26 12,673 3,347 26
宅　地 1,599 939 59 19,453 9,994 51
農用地 18,233 15,116 83 77,690 54,818 71
林　地 25,395 12,233 48 178,150 81,993 46
合　計 46,016 28,496 62 287,966 150,153 52

　※　四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある。

北海道 全　国区　分

地籍調査対象地域全体
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所有者の探索における住基ネットの利用について（住民基本台帳法の改正）

地籍調査での土地所有者等の探索において、令和２年（2

020年）から固定資産台帳、農地台帳、林地台帳等の利用

が可能となりましたが、図３のとおり、新たに住民基本台

帳システム（住基ネット）の利用が可能となります（令和

４年（2022年）８月20日施行）。 図３ 住民基本台帳ネットワークシステムの利用について

都市部の地籍調査の迅速化

都市部において、万一の災害時の迅速な復旧の

必要性などから、道路等と民地境界だけでも先に

調査しておきたい場合、街区を形成する道路と民

地との境界（官民境界）を先行的に調査し、国土

調査法上の認証を行った上で公表します（街区境

界調査）（図４）。

図４ 都市部における官民境界の先行的な調査（街区境界調査）の促進

山村部の地籍調査の迅速化

山村部において、リモートセンシング

データを活用した新手法（航測法）を導

入することにより、多大な手間と時間を

かけて実施している現地立会の負担軽減

や測量作業の効率化を図ります（図５）。

図５ 山村部におけるリモートセンシングを活用した新手法の導入

国土調査法第19条第５項指定制度について

地方公共団体

が実施する用地

測量や、民間事

業者等が実施す

る測量の成果に

ついて、地籍調

査と同等以上の

精度を有する場

合に、地籍調査

の成果と同様に

扱う制度があり

ます（図６）。

これは「19

条５項指定」と

呼ばれる制度で、

この指定を受けた 図６ 国土調査法第19条第５項指定制度
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地図は登記所に送付され、改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。また、申請手数料は不

要です。

本指定制度の推進に向けて、関係団体等への周知など、ご理解とご協力をお願いいたします。

【申請・お問合せ窓口：北海道開発局（TEL 011（709）2311）】

・開発監理部用地課地籍整備係（土地区画整理事業以外）

・事業振興部都市住宅課街路市街地係（土地区画整理事業）

地籍アドバイザーの派遣について

国では、地籍調査に関して市町村等が抱

える課題の解決を促し、円滑化及び迅速化

することを目的として、地籍調査を現在実

施中、又はこれから実施しようとする市町

村等からの依頼に応じて、地籍調査に関す

る豊富な知識及び経験を有して予め登録さ

れた「地籍アドバイザー」を派遣する制度

を設けています。国の予算の範囲内では、

市町村等の負担はありません（図７）。

図７ 地籍アドバイザー派遣制度

地籍調査状況マップの更新について

国では、地籍調査に関する情報を公表するために、地籍調査Webサイト（http://www.chiseki.

go.jp/）の中で「地籍調査状況マップ」を運用しています。

各市町村におかれましては、「地籍調査に着手した」、「19条５項により指定された」などにより

内容に変更がありましたら、随時、更新をお願いいたします。

令和４年度（2022年度）地籍調査事業説明会の開催について

道では、地籍調査実施の有無を問わず、全市町村を対象として、事業担当者の資質向上を図るこ

とを目的に、北海道国土調査推進協議会と共催し、一般社団法人日本国土調査測量協会北海道地区

事業委員会の協力を得て、「地籍調査事業説明会」を毎年度、開催しています。

令和４年度（2022年度）は７月27～29日（水～金）に札幌市内で開催し、国、道から令和２

年（2020年）以降に改正された各種法律、制度、予算や最近の状況などの情報提供、日本国土調

査測量協会から観測の基礎や制限値の計算方法の説明、計算演習、測量機器を使用した実習のほか、

旭川市と羽幌町から実施計画、筆界特定制度や一筆地調査の事例を紹介いただきました。

編集・発行：北海道農政部農業経営局農地調整課地籍調査係

ＴＥＬ 011－231－4111（内線27－224・225）又は 011－204－5394（直通）

☆ 担当者やアドレスなどの変更がありましたら、上記までご連絡ください。


