
浦幌町地籍調査推進委員会 
（字時和及び字帯富の一部地区） 

 

 

 

             日 時 平成 28 年５月 18 日 

                 午後１時 30 分～ 

             場 所 役場２階 中会議室  

 

 

 

 １．町長挨拶 

 

 

 

 

 

 ２．委員長挨拶 

 

 

 

 

 

 ３．議  題 

 

   １．過年度地籍調査実績報告について 

   ２．平成 28 年度地籍調査事業（字時和及び字帯富の

一部地区）の実施について 

 



 
浦幌町地籍調査推進委員会委員名簿 

 
 

（字時和及び字帯富の一部地区） 

職 名 氏 名 住 所 
 

委員長 山村 幹雄 字帯富 146 番地４ 

副委員長 馬場 孝文 字帯富 234 番地８ 

委員 山岸 憲之 字帯富 201 番地 

委員 元木 一彦 字帯富 154 番地６ 
 
 
＊任 期 

平成 26 年５月 22 日 から 平成 29 年３月 31 日まで 

（字時和及び字帯富の一部地区事業終了時） 
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１．過年度地籍調査実績報告について 

 

（１）  浦幌町地籍調査事業全体計画  

 

① 調査計画面積   496.88K㎡  
 
② 調査計画区域   32計画区域 
 
③ 調査予定筆数   32,153筆（H28.３.31現在） 

 

 

（２） 平成26年度までの調査完了地区 

 

① 調査完了面積   233.00K㎡ 
 
② 調査計画区域   15計画区域(46.88%) 
 
③ 調査完了筆数   12,041筆（37.45％） 
 
④ 地籍調査除外地（事業実施の理解が得られず除外地とした） 

筆  数     22筆 

調査地区     字下浦幌東二線南(十勝太地区) 

〃       字下浦幌東五線南(十勝太地区) 

〃       字厚内（直別地区） 

〃       字厚内（厚内地区） 

面  積     163,686㎡（登記面積） 
 
⑤ 筆界未定地（現地立会で所有者間の意見が異なり承諾が得られず） 

筆  数     13筆 

調査地区     字昆布刈石（昆布刈石地区） 

〃       字厚内（厚内地区） 

  〃       字ﾁﾌﾟﾈｵｺﾂﾍﾟ（ｵｺﾂﾍﾟ及びﾁﾌﾟﾈｵｺﾂﾍﾟの各一部地区） 

  〃       字帯富（帯富の一部地区） 

面  積     6,869,694.01㎡（登記面積） 
 
⑥ 進 捗 率    46.89％ 
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※平成26年度までの調査完了地区一覧 

事業年度 
区 名 場  所 面 積 筆 数 地籍図枚数 

着手 完了 

５年 ７年 トイトツキ 
ﾍﾞﾂﾁﾔﾛ・ｳﾂﾅｲ 
ﾄｲﾄﾂｷ・ﾇﾀﾍﾞﾂﾄ 19.04K㎡ 740筆 1/2500-41面 

６年 ８年 愛 牛 
大平・愛牛 

養老 15.06K㎡ 917筆 1/2500-35面 

７年 ９年 朝 日 
朝日・生剛 

統太 16.07K㎡ 1,356筆 1/2500-37面 

８年 10年 十勝太 
下浦幌・十勝太 

ほか 15.45K㎡ 1,486筆 
1/1000- 7面 
1/2500-38面 
1/5000- 4面 

９年 11年 吉 野 
共栄・吉野 

平和 11.46K㎡ 1,329筆 
1/1000-11面 
1/2500-29面 

10年 12年 稲 穂 稲穂 20.21K㎡ 1,221筆 1/2500-41面 

11年 13年 万年の一部 
万年 

(東２線以西) 12.92K㎡ 708筆 1/2500-31面 

12年 14年 静 内 
万年・静内・昆 

布刈石の各一部 
19.13K㎡ 343筆 

1/2500-27面 
1/5000- 8面 

13年 15年 昆布刈石 
昆布刈石・ﾁﾌﾟﾈｵｺ

ﾂﾍﾟの各一部 
26.80K㎡ 314筆 

1/2500- 9面 
1/5000-17面 

14年 16年 直 別 直別 19.93 K㎡ 1,283筆 
1/2500-29面 
1/5000-21面 

15年 18年 厚 内 厚内 23.52 K㎡ 1,128筆 

1/1000-11面 
1/2500-33面 
1/5000-22面 

18年 20年 上厚内 上厚内 7.11 K㎡ 338筆 1/2500-26面 

20年 22年 ｵｺﾂﾍﾟの一部 ｵｺﾂﾍﾟの一部 9.31 K㎡ 179筆 1/5000-14面 

22年 24年 
ｵｺﾂﾍﾟ及びﾁﾌﾟﾈ

ｵｺﾂﾍﾟの各一部 

ｵｺﾂﾍﾟ及びﾁﾌﾟﾈｵｺﾂ

ﾍﾟの各一部 
7.85 K㎡ 238筆 

1/ 500- 9面 

1/2500- 9面 

1/5000-10面 

24年 26年 帯富の一部 
常豊の一部 

帯富の一部 
9.14 K㎡ 461筆 1/2500-28面 

合 計 15区域 － 233.00K㎡ 12,041筆 547面 
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（３） 平成27年度までの「字時和及び字帯富の一部地区」の実績 

 

①「平成26年度の作業状況」…１年目 

・地籍調査推進委員会  平成26年５月22日、平成27年３月25日開催 

・現地説明会の開催   平成26年６月25日開催（18名出席） 

・地籍図根三角測量   図根三角点： 15点設置 

・地籍図根多角測量   図根多角点：662点設置 

・調査図素図作成    一覧図：２枚（縮尺：1/10,000） 

              調査図：11枚（縮尺：1/ 2,500） 

 

②「平成27年度の作業状況」…２年目 

・地籍調査推進委員会  平成27年７月３日、平成28年３月23日開催 

・復元計算       筆界点数：1,778点 

・復元測量       復元点数： 891点 

・一筆地調査(現地立会) 所有者数：74名（相続人含む） 

現地立会数：66名（延べ人数） 

調査前筆数：499筆 

            調査後筆数：450筆 

・筆界基準杭埋設    埋設点数：430点 

埋設不能：３点 

・細部図根測量     設置数：265点 

・一筆地測量      調査後筆数：450筆（総筆界点：2,033点） 
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２．平成28年度地籍調査事業の実施について 

  ① 調査地区の概要 

 計画区名 字時和及び字帯富の一部 

 調査面積 9.51K㎡ 

区分 
調 査 

面 積 

測 量 

精 度 

地籍図 

縮 尺 

筆      数 土地の主な 

利用状況 
傾斜度 視通 

調査前 調査後 

農地部分 

（字帯富） 
1.85K㎡ 乙１ 1/2500 181 199 農地 平坦 農Ⅱ 

 山林部分 

（字時和） 
7.66K㎡ 乙２ 1/2500 318 251 山林 中傾 山Ⅱ 

 

 

  ②「平成28年度の作業工程」……３年目 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

字時和及び 

字帯富の一部地区 

 

C D E1 

 

復1,2 E2 FⅠ 

FⅡ-1 

 

FⅡ-2 G H 

 

 

・浦幌町地籍調査推進委員会 

   年度計画 ・・・ 平成28年５月18日 

   実績報告 ・・・ 平成29年２月下旬予定 

 

  ・仮閲覧の実施 

 平成27年度までの調査結果を地籍図案、地籍簿案として取りまとめ、「地番及び地目、

分筆・合筆並びに所有者の氏名・住所」について、各土地所有者に確認願う。 

仮閲覧期間 ・・・ 平成28年５月中旬～下旬 

 

・地積測定（Ｇ工程）・・・委託 

 地籍図原図の作成によって確定した各筆の筆界点を基に、全筆の面積計算を

おこなう。 

 

・数値情報化（Ｈ工程）・・・委託 

 地籍図及び地籍簿に含まれている筆界点位置や所有者情報等を電算化し、磁

気記録媒体に記録する。 

 地図情報が紙の上で表現されていたものが、コンピューターで地籍図、地籍

簿を構築する事により調査後の異動修正が容易になされ、地図情報（ＧＩＳ）

として多くの部門（建設、上下水道、農業関係、税務等）で幅広く活用できる。 
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 また、現地復元性を有する為、境界標の亡失等の際、正確・容易に復元でき、

経費も軽減できる。 

 

・地籍図及び地籍簿の作成（Ｈ工程） 

 地籍図原図より地籍図案を、一筆地調査・地目界調査により地籍簿案として

とりまとめ、所有者への最終確認となる閲覧の後、地籍図・地籍簿として確定

する。 

本閲覧期間  平成28年９月～10月頃実施予定（20日間） 

 

・認証請求 

 一筆地調査、地籍測量により作成された地籍図・地籍簿の案は、土地所有者

の閲覧がなされたうえで、北海道知事の認証及び国土交通大臣の承認を受けて

国土調査法で定める地籍調査の成果となる。 

認証審査（北海道）    平成28年12月頃予定 

承認審査（国土交通省）  平成29年１月頃予定 

承認通知         平成29年３月頃予定 

 

・地籍図及び地籍簿の登記送り込み 

 地籍図と地籍簿の写しを登記所に送付します。 

 これにより、登記所において登記簿が書き改められるとともに、不動産登記

法第14条第１項の地図として備え付けられます。 

送り込み日  平成29年３月頃予定 

          釧路地方法務局帯広支局 

6



　地籍図根三角測量

　地籍図根多角測量 【１年目】

　現地説明会
　資料収集
　土地所有者調査

【2年目】

【3年目】

現地説明会

調査の目的、効果、実
施工程について説明し
理解・協力をいただく

地籍調査事業字時和及び字帯富の一部地区作業工程図

町が実施 測量業者が実施 土地所有者が実施

事業計画・事務事
業手続

基準点測量

地籍調査事業準備
調査素図作成

復元測量１
復元測量２

登記所地図に基づき復元
計算を行い、所有者界を
現地に復元

一筆地調査

現地で毎筆の土地の所
在、地番、地目、所有者
の確認及び分合筆の有無
の立会

一筆地調査

現地立会の日程調整
土地所有者と立会確認

地籍簿（案）作成
細部図根測量

細部図根点測量

仮閲覧
仮閲覧

登記事項と地籍調
査結果の照合・確
認

登記事項と地籍調査結果
の照合・確認

一筆地測量

地籍図(案)原図作成

登記申請

面積測定

本閲覧

平成２８年度

地籍簿

地籍図
地籍簿・地籍図の最終確認

成果の認証請求
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平成２８年度地籍調査事業

「字時和及び字帯富の一部地区」実施計画図

S=1/50000

平成２８年度実施調査面積 ９．５１ｋ㎡

浦幌町市街

○字時和及び字帯富の一部

・ 面積 1.85ｋ㎡

・ 縮尺 1/2500

・ 精度 乙１

○作業工程

・地籍図原図作成

・地積測定

・地籍簿案作成・とりまとめ

○字時和及び字帯富の一部

・ 面積 7.66ｋ㎡

・ 縮尺 1/2500

・ 精度 乙２

○作業工程

・地籍図原図作成

・地積測定

・地籍簿案作成・とりまとめ
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浦幌町地籍調査推進委員会条例 

（設置） 

第１条 国土調査法（昭和26年法律第180号）に基づき、浦幌町地籍調査事業の円滑なる実施を図るた

め、事業実施地区ごとに地籍調査推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

（所管事項） 

第２条 推進委員会は次の事項を処理する。 

(１) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。 

(２) 一筆地調査の実施に当たり、境界の確定作業の協力に関すること。 

(３) 境界紛争等の解決を図るための協力に関すること。 

(４) その他地籍調査事業の推進・協力に関すること。 

（構成） 

第３条 推進委員会の委員は、事業実施地区からそれぞれ推薦された者15名以内をもって町長が委嘱

する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、会務を総理するとともに会議の議長となるものとする。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（任期） 

第５条 推進委員の任期は、事業実施地区の地籍調査事業が完了するまでとする。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 推進委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 委員の報酬並びに費用弁償の支給については、非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例

（昭和31年浦幌町条例第19号）の定めるところによる。 

（雑則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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