
年 記念・特集号 冊子No.

創刊号 国土調査促進特別措置法特集

1973 特集号 協会創立20周年

1976 特集号 No.11・12(国土調査25周年）

1980 特集号 No.26・27・28（欧州国土調査視察記）

1982 特集号 No.34･35（北米国土調査視察記）

1996 特集号 No.89（国土調査45周年）

1999 特集号 No.100(機関誌100号記念）

2001 特集号 No.109（国土調査50周年）

2001 特集号 No.110（ＧＩＳ特集）

2002 特集号 No.111（ＧＩＳ特集）

2011 特集号 No.149（国土調査60周年）

年 号 項　　目 内　　　　　容
創刊号 　 国土調査促進特別措置法特集

国土調査促進特別措置法
国土調査促進特別措置法に対する附帯決議
国土調査促進特別措置法案要綱
第40回国会衆議院商工委員会議事録抄
第40回国会参議院建設委員会議事録抄
国土調査促進特別措置法案審議概要

1973 No.1 創刊号「国土調査」によせて／本名武
「国土調査」の発刊を祝す／下村辺淳
現下の状況と地籍調査長高連
国土調査基準点測量の現況と間題点／井上英二
国土調査について／大月洋三郎
「国土調査」創刊号／本家三郎
会報の発刊によせて／山川貢
関東ブロックの現状／長坂元章
創刊号発刊にあたって／高山勇
機関誌「国土調査」の刊行よせて／山内克己
国土調査事業に対し政府の理解と強力な協力を望む／城金次郎
会報「国土調査」刊行によせて／安元作十
「国土調査」発刊にあたり／高橋半三

機関誌「国土調査」総索引（創刊号～2018年秋季号No.１７８）



機関誌「地籍調査」発刊に思う／上田昇
九州ブロック国土調査事業研究会／中村昭夫

1973 No.2 昭和49年度国土調査予算の確定に到るまでの経緯／全協事務局
昭和49年度予算とその実施方針／国土調査課
東北ブロックの地籍調査実施の概要／東北ブロック国土調査推進協議会
北海道における地籍調査実施市町村のアンケート調査の結果について／北海道ブロック協議会
事務局

1973 20周年特集号 　 協会20年史の刊行にあたって／会長　周東英雄
協会設立越意書および定款
協会役員一覧
協会組織表
協会役職員一覧
協会歴代役員一覧
協会20年史年表
写真（10周年・20周年記念式典）
受賞者名簿
立法当時の想い出
各ブ回ック協議会の経過と現況
地籍調査の想い出
オルソ・フォト法の実施について
20年を顧みて／事務局長　枝国勇夫
図表
　協会20年間の歳入・歳出額
　地籍調査事業実績表
　地籍調査単価の変遷
　都道府県別会員数
昭和48年度地籍調査事業実施地区（市町村）一覧表

1974 No.3 東京都の地籍調査の概要／東京地籍調査課
多古町における地籍調査／千葉県香取郡多古町国土調査室
一筆地調査の想い出／茨城県結城郡八千代町役場開発課
地籍調査に思うこと／茨城県行方郡玉造町企画誹
地籍調査事業に思う／山梨県高根町企画室
地籍調査事業を顧みて／長野県下伊那郡高森町
「解らなかったら仕事に聞け」／新潟県佐和田町役場
国土調査と私の人生／新潟県　新野義次
国土調査事業を終わって／新潟県分水町
地籍調査事業を担当して／富山県永見市役所
地籍調査上の問題点とその方策について／金沢市農林部土地改良課
福井県における地籍調査事業と今後の動向について
　福井県国土調査推進協議会
静岡県の地籍調査事業の概要と問題点／静岡県国土調査協議会
全国国土調査協会に望む／青森県弘前市役所
会計実施検査日程／大蔵検査課
国土庁発足へ

1974 No.4 国土庁の発足に当って／国土庁土地局国土調査課



標本調査法による全国土地利用現況等の調査について（案）
全国標本調査（土地利用現況等調査）（案）
国土利用計画法について／経済企画庁総合開発局開発課補　佐加藤雅
九州ブロックの基準点測量について
　建設省国土地理院九州地方測量部長　辻昭次郎
宮崎県の地籍調査について／宮崎県農業振興課主査　日高正美
四国ブロック会の概要／幹事　矢野勝人
愛媛県地籍調査事業の概要について／愛媛県国土調査推進協議会
標本調査の回顧録／岡山県担当幹事
地籍調査事業に従事して／香川県三豊郡詫間町役場　宮崎敏勝
直営方式のすすめ／香川県大川郡寒川町役場　松本信雄
鳴門市に於ける地籍調査の問題点／鳴門市地籟課土木係
高知県の地籍調査事業の概要と問題点／高知県農林部　武田信一
地籍調査事業の成果について／島根県飯石郡吉田村　山本重明
地籍調査を顧って／マキノ町　鳥居良樹
地籍調査の思い出／福知山市　大槻勝治
現地調査をより確実に／奈良県北葛城郡新庄町　井村貞夫
第12回定例総会議事録／（全協）
第12回定例総会　北川参事官挨拶
第12回定例総会　山田副会長挨拶

1974 No.5 国土利用計画法と国土調査の関連について／土地局長　河野正三
通達とその解説／国土庁土地局長
「長狭物の取り扱いについて」と「地籍簿案の作成要領について」の通達解説
　国土調査課　長谷川逸雄
コロンボ計画研修生の地籍測量現地見学を終わって
　茨城県農地計画課　高浜英徳
地籍調査事業を完成して想う／岡山県井原市　三村弘
地籍図修正作業に思う／山梨県農務部　蔦木昭良
原町市の国土調査（地籍調査）事業の完成に当って／福島県原町市　佐久間功
成果を挙げた国土調査強化拡充総決起大会終わる
　（全国国土調査推進強化総決起大会）
あいさつ／会長　本名武
祝辞（要旨）／国会議員代表　野原正勝
土也局長祝辞（河野土地局長祝辞（要旨））
市長会代表祝辞／滑川市長　黒田松次
大会雑感
全国市長会評議員会に国土調査事業の議案提出される
ミニガイド
改善対策委員会について
「この人」　農学博士　大月洋三郎
<地也方通信欄>（北海道ブロックだより）
熱烈な地方陳情団の動き活発
地籍調査事業費年度別実績調書
地籍調査事業費年度別実績調書
お知らせ（東海ブロック総会での問題点）



祝創立20周年
追加割当
昭和49年度国土調査費補助金変更割当内示調書

1975 No.6 国土調査事業事務取扱要領の改正について／（国土庁土地局長）
国土調査事業予算について／（国土庁土地局国土調査課）
昭和50年度政府予算対策とその経過について
参議院法務委員会における民事行政に関する質疑抜萃
「この人」
近畿ブロック視察行
「ミニガイド」
国土調査事業のPR実施
昭和50年度事業費配分及び地籍調査実施市町村並に完了市町村一覧表
都道府県国土調査担当課長会議開かる
総会案内

1975 No.7 巻頭言 国土と人間／河野正三
　 　 解説 地籍調査の現況／国土庁土地局国土調査課

土地分類調査について／和田温之
　 　 報告 北海道における地籍調査について／桑山栄二

全村の地籍調査を完遂して／三島武士
奈良県営北和排水路工事設計における地籍調査の成果の利用について
　島岡啓太
第13回定例総会報告

　 　 紹介 この人　足高晋／島岡啓太
　 　 資料 参議院法務委員会における民事行政に関する質疑抜粋（Ⅱ）

「地籍調査実施期間中における土地表示登記処理要領」の制定について
　長野県

　 　 PRのページ 社団法人日本国土調査測量協会の事業概要
　 　 地方だより 関東・近畿、兵庫県

1975 No.8 巻頭言 国土調査推進のために／山田貢
　 　 解説 水調査について／板垣茂治
　 　 随想 地籍測量ことはじめ／武田通治
　 　 報告 北海道伊達市における市街地の地籍調査雑感／小泉忠男

地籍調査の成果の利用と維持管理／武藤繁三郎
地籍調査事業をふり返って／西咲恵右

　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について／杉本正数
　 　 紹介 この人 高橋半三／中村昭夫
　 　 資料 国有畔畦（二線引畦畔）の時効取得申請および時効取得による土地の表示の登記申請における

地籍調査の成果の活用について
「地籍調査実施期間中における土地表示登記処理要領」の実施について
　長野県
参議院法務委員会における民事行政に関する質疑抜萃（Ⅲ）

　 　 地方だより 北海道・東北・関東・近畿・四国・九州



1976 No.9 巻頭言 新年のごあいさつ
全国国土調査協会会長　本名武
日本国土調査測量協会会長　伊東正義
国土庁土地局国土調査課長　高田徳博

　 　 随想 過去の想出と将来への願望／千葉忠二
　 　 報告 昭和51年度予算について／山田貢

地籍調査屋のアメリカ視察旅行／鈴木恵己
国土調査（地籍調査）を終って／中山和三
地籍調査事業推進について思う／簗瀬昭

　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その2）／杉本正数
　 　 紹介 この人　本家三郎／堀久雄

この道　高浜英徳／仁平正
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地積調査事業説明会の開催
　 　 地方だより 信越・中国

1976 No.10 巻頭言 土地の恵み／松本作衛
　 　 解説 国土調査法施行令の一部改正について／山崎司
　 　 報告 地籍調査事業を顧みて／近藤弘

静岡県榛原郡国土調査連絡協議会について
　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その3）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 久米南町　高松市
　 　 紹介 この人　長坂元章／蔦木昭良

この道　矢野勝人／小池徹
この道　佐々木豊／菊池貢

　 　 資料 高松市に於ける争訟事件の結果について
　 　 PRのページ 数値地籍方式による地籍測量調査委託事業について

　（社）日本国土調査測量協会
昭和50年度事業実施について／（社）日本国土調査測量協会

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地積調査事業説明会
　 　 地方だより 関東・四国・九州

1976 No.11.No.12
25周年特集号

巻頭言 国土調査25周年記念に思う／本名武

　 　 特集　25周年 祝辞
国土調査25周年記念にあたって／金丸信
全国国土調査協議会創立25周年を祝して／伊東正義
全国国土調査協議会創立25周年を祝して／植木庚子郎他
国土調査25周年を迎えて／山田貢他

　 　 解説 地籍調査の概要／国土庁国土調査課
土地分類調査の25年／和田温之
水調査25年の歩み／板垣茂治
地籍調査登記事務処理について／国土庁国土調査課
地籍調査と登記行政／藤井一利



　 　 報告 我が町の地籍調査／山本悦治
地籍調査を再度担当して思う／西垣正允
各ブロック協議会25周年の歩み／堀久雄／徳差政良／蔦木昭良／市川平夫／海野勇／島岡啓太
／木村喜保／権藤宜計

　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について／杉本正数
　 　 紹介 第14回定例総会（記念式典）記事国土調査25周年受賞者名簿
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・関東・近畿・中国・四国・九州
　 　 PRのページ 日本国土調査測量協会記事

1976 No.13 随筆・随想 国土調査の同志として／長高連
筆界未定／中川徳郎

　 　 解説 土地利用現況等基礎調査の概要／国土庁土地局国土調査課
　 　 報告 津南町の国土調査／江村英介

地籍調査事業の進捗と課税について／勝部貴寿
新しい地籍測量の紹介

　 　 資料 士地に関する作図上の慣行としての○⌒○印（めがね印）の意義（判例）
　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その5）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 北海道音更町　福井県三方町
　 　 紹介 「この人」　山内克己／鈴木昭一

「この道」　木村喜保／植松
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地積調査作業規程準則検討委員会の開催
　 　 地方だより 岩手県・兵庫県・岡山県
　 　 PRのページ 日本国土調査測量協会記事（委員会の紹介）

1977 No.14 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／本名武
新年のごあいさつ／伊東正義
新年を迎えて／松本作衛

　 　 解説 地籍調査事業の取り組みについて／松尾尚貴
　 　 報告 氷見市における地籍調査／出嶋善夫

地籍調査を担当して12年／島順次
　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その6）／杉本正数
　 　 資料 地籍調査実施期間中における土地の異動等に伴う登記申請書の取り扱いについて
　 　 わが町・わが村 花巻市
　 　 紹介 「この人」　菅芳信／矢野勝人

「この人」　菊池貢／佐々木豊
「この道」　檜山健／宮田修一

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・四国・九州
　 　 県だより 長崎県・福岡県
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地積調査事業説明会

1977 No.15 随想 欧州出張記／高田徳博
　 　 資料 満潮時海面下に没する干潟に対する私人の所有権が認められた事例（判例）

国土調査法に基づく地籍調査における国鉄用地の取扱について
国土調査実施区域における地籍図の取扱について

　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その7）／杉本正数
昭和52年度「国土調査事業予算」／国土庁土地局国土調査課



　 　 わが町・わが村 長野県波田町
山口県岩国市
愛媛県伊方町

　 　 紹介 「この人」　高山勇／古幡祐逸
「この人」　徳差政良／山田馨

1977 No.16 随想 欧州出張記（2）／高田徳博
　 　 資料 国土調査登記事務取扱要領の制定について

共用財産について取得時効が成立する場合（判例）
　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その8）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 長崎県波佐見町
　 　 紹介 「この人」　志賀秀正／泉田博隆

「この道」　蔦木昭良／有泉大
昭和52年度の事業計画について－第15回定例総会の記録から－
昭和53年度予算概算要求概要

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 国土庁長官ほか国土庁幹部との打合せ会
第15回定例総会
予算対応
主要行事

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
　 　 県だより 岩手県・愛媛県
　 　 PRのページ 昭和51年度事業報告／財団法人日本国土調査測量協会

1977 NO.17 随想 欧州出張記（3）／高田徳博
　 　 報告 地籍調査を担当して－静岡県国土調査25周年記念式典体験発表－

　静岡県小山町　渡辺武夫
地租改正の古文書に接して／埼玉県　武藤繁三郎

　 　 資料 農地を目的とする売買契約締結後に買主が農地を宅地化した場合であっても売買契約が知事の
許可なしに効力を生ずるとされた事例（判例）
地籍調査の認証及び認証の承認申請について／（国土調査課長指示）

　 　 講座 空中写真を利用した地籍測量（併用法）について（その9）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 北海道中標津町／林泰邦

奈良県當麻町／宮城啓員
　 　 紹介 「この人」　吉田博彦／川村富夫
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 国土調査改善対策委員会　ほか

1978 No.18 巻頭言 ごあいさつ
新年のごあいさつ／本名武
年頭のごあいさつ／伊東正義
新年を迎えて／山岡一男
新年のごあいさつ／山田貢
年頭のごあいさつ／高橋半三
新春雑感／山内克巳
新年のごあいさつ／村田雄平
協会年頭ごあいさつ



　 　 報告 地籍調査を顧りみて－九州ブロック国土調査事業研究会体験発表－／下田敏彦
地籍調査を担当して－静岡県国土調査25周年記念式典体験発表－／田中重司

　 　 資料 境界確定訴訟における境界線の具体的認定事例（判例）
　 　 講座 平均二乗誤差と距離誤差について（別表第四）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 高知県高岡郡椿原町／中越美富

熊本県人吉市／山北蕃
　 　 紹介 「この人」　湯浅正次／本間芳雄

「この道」　湯村剛／只野幸男
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 予算対策

国土調査改善対策委員会　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・東海・近畿・中国・四国・九州
　 　 県だより 北海道・兵庫県

1978 No.19 巻頭言 渡辺五郎
　 　 随想 ヨーロッパ3ヵ国国土調査見聞記／山田貢

欧州国土調査事業視察紀行／大野正雄
　 　 報告 第84回通常国会の審議から（1）／国土庁国土調査課

不動産登記法第17条地図作製モデル作業の実施について／越多幸
古文書に見る畦畔の取扱について／西垣正允

　 　 資料 法令
許可、認可等の整理に関する法律（抄）／国土庁国土調査課
国土調査法施行令等の一部を改正する政令
農林省組織令及び地方農政局組織令の一部を改正する政令（抄）
森林地合法施行令（抄）
地籍簿の様式を定める総理府令
通達
地籍調査の成果の認証及び認証の承認申請における添付書類の記載要領について
地目調査要領及び仮地番の設定及び地番対照表の作成要領について
国土調査法施行令第2条第2項の規定に基づく地籍簿の様式を定める総理府令の改正について
地籍調査において地番変更の処理をした場合における土地所有者の住所変更等の取扱いについ
て
地籍調査の成果の誤り等の処理について

　 　 講座 地上法について・地籍図根三角測量（C工程）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 徳島県土成町／鈴田孝志
　 　 紹介 「この人」　松田正彦／権藤宣計

「この道」　大井東洋／山田馨
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 国土調査改善対策委員会

第16回定例総会の開催
　ほか

1978 No.20 巻頭言 国土調査／本名武
　 　 随想 欧州国土調査事業視察紀行／大野正雄
　 　 報告 第84回通常国会の審議から（2）／国土庁国土調査課
　 　 資料 国土調査事業事務取扱要領（その1）／国土庁国土調査課
　 　 講座 地上法について地籍図根三角測量（C工程）／杉本正数



　 　 わが町・わが村 東京都大島町／谷田民雄
新潟県赤泊村／椿淳一郎
島根県仁多町／目黒聡

　 　 紹介 「この人」　本吉二六／橋本俊一
「この道」　吉田哲幸／西牟田岩信

　 　 国土調査課の新業務体制について ／国土庁国土調査課
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和54年度予算対策

委託事業
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・九州
　 　 県だより 島根県・福岡県

1979 No.21 巻頭言 ごあいさつ
年頭の所感／本名武
年頭のごあいさつ／伊東正義
新年のごあいさつ／村山昶
年頭に際して／山田貢
新春私考／高橋半三
新春雑感／山内克巳
新春を迎えて／村田雄平

　 　 随想 地籍調査雑感／森畑正士
　 　 報告 欧州国土調査視察旅行を顧みて／木村喜保

国土調査事業海外視察状況報告／吉実一登
第84回通常国会の審議から（3）／国土庁国土調査課
地籍事業を顧みて／小林清彦
地籍調査事業を顧みて／横田秀喜
地籍調査の概要と一筆調査について／真茅忠志

　 　 資料 国土調査事業事務取扱要領（そのⅡ）／国土庁国土調査課
　 　 講座 地籍図根三角測量（C工程）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 新潟県分水町／森山源吾
　 　 紹介 この人　村田雄平／桑山栄二
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 委託事業：地積調査の啓蒙指導業務

昭和54年度予算対策　ほか
　 　 おしらせ ／国土地理院

1979 NO.22 巻頭言 予算の確定に想う／山田貢
　 　 随想 国土調査の将来に思う／武藤繁三郎
　 　 報告 国土調査事業を担当して／宮島良一

効果的な地籍調査の実施方法について／佐野徹
　 　 資料 地籍調査の推進について（通達）／国土庁国土調査課
　 　 講座 地籍図根多角測量（D工程）その1／杉本正数
　 　 わが町・わが村 静岡県磐田市／鈴木昭一

長崎県佐々町／宮村昭彦
　 　 紹介 この人　新阜貞二／平岡博

この道　藤村四郎／菊池貢



　 　 全協インフォメーション（協会だより） 委託事業の実施
第17回定例総会の開催
昭和54年度予算対策　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
　 　 県だより 兵庫県
　 　 PRのページ 国土の土地分類／国土庁国土調査課

1979 No.23 随想 ふるさと／有馬四郎
国土調査を辞して思う／木村喜保
国土調査の実施にあたって思う／佐藤英二

　 　 報告 地籍調査事業の推進に当って／石原咲重
　 　 資料 「境内地」の地目の認定について／門田稔永

国土の土地分類（その2）傾斜区分別面積／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 地籍図根多角測量（D工程）その2／杉本正数
　 　 わが町・わが村 群馬県月夜野村／原沢健吉

広島県芸北町／松本建
　 　 紹介 この人　中越準一／中越美富
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第17回定例総会の開催　ほか

1980 NO.24 巻頭言 あいさつ
年頭の所感／本名武
新春を迎えて／小笠原正男
年頭に際して／山田貢
申年に想う／山内克巳
新春愚考／高橋半三
昭和55年の新春を迎えて／村田雄平

　 　 随想 地籍調査に思う／大藪仙之丞
　 　 報告 地籍調査初年度を顧みて／梅田清

地籍調査事業の歩み／興津繁
地籍調査事業及び地籍調査管理事業を顧みて／横田秀喜
地籍調査事業の反省と今後の目標について／舘野栄
地籍調査事業を担当して／植松治雄

　 　 資料 通達／国土庁国土調査課
　 　 講座 地上法について：地籍図根多角測量（D工程）／杉本正数
　 　 わが町・わが村 福島県田村郡船引町

高知県幡多郡西土佐町
　 　 紹介 この人　上村慶一／岡正文
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和55年度予算対策

委託業務の実施
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・東海・近畿・四国・九州

1980 No.25 解説 一筆地調査の現状等について／門田稔永
　 　 資料 通達／国土庁国土調査課

国土の土地分類（その4）表層地質別面積／国土庁国土調査課
　 　 講座 地上法について：地籍図根多角測量（D工程）その3／杉本正数
　 　 報告 国土調査促進特別措置法の国会審議から（1）
　 　 わが町・わが村 青森県六戸町



　 　 紹介 この人　原田喜代次／西垣正允
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第18回定例総会の開催

委託事業　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 中国・九州

1980 No.26.No.27.
No.28　特集

号

巻頭言 あいさつ
会長／斎藤邦吉
前会長／本名武

　 　 特集　欧州国土調査視察記 第2回欧州国土調査先進国視察に参加して／吉田博彦
スウェーデン・オランダ・スイスの地籍調査について／木村喜保
欧州旅行に参加して／矢野勝人
スウェーデンの思い出／白畠貞美
欧州旅行での所感／角田昌弘
欧州国土調査視察記／奥村秀雄
ヨーロッパ旅行の見聞について／中山一義
欧州国土調査事業視察に参加して／鈴木俊英
帰朝報告あれこれ／全国国土調査協会

　 　 資料 地籍調査におけるいわゆる「筆界基準杭」の設置について／門田稔永
第3次国土調査事業10か年計画の概要／国土庁国土調査課

　 　 報告 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議及び国会審議経過
国土調査促進特別措置法の国会審議から（2）／衆議院建設委員会
昭和56年度国土調査概算要求額
国土調査促進特別措置法の国会審議から／参議院建設委員会

　 　 わが町・わが村 山形県平田町／前田茂実
奈良県榛原町／桐久保隆久

　 　 紹介 この人　玄葉與光／渡辺光雄
この人　石井信男／織田賢蔵

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第18回定例総会の開催
昭和56年度予算対策
　ほか

1981 No.29 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／斎藤邦吉
年頭のあいさつ／山岡一男
新春を迎えて／山田貢
年頭にあたり／高橋半三
ごあいさつ／山内克巳
昭和56年新春を迎えて／村田雄平

　 　 随想 こんどこそ「10箇年計画」どおりの事業実施を！！／木村喜保
国土調査の追憶／矢野勝人

　 　 報告 国土調査10年間を顧みて／松本潤一
航測併用法を実施して／福田宏

　 　 資料 一筆地調査における土地所有者等の立ち合いと公図の役割等／門田稔永
通達／国土庁国土調査課

　 　 講座 地籍図根多角測量（D工程）その5／杉本正数
　 　 わが町・わが村 宮崎県野尻町／吉田哲幸



　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和56年度予算対策
　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1981 No.30 巻頭言 国土調査に想う／小笠原正男
　 　 随想 国土調査を担当すること／小泉恵二
　 　 資料 （中央の動き）

臨時行政調査会の第1次答申について／高橋徳一
国土利用計画審議会を開催／高橋徳一
昭和57年度国土調査費概算要求の内容／高橋徳一
通達／国土庁土地局国土調査課

　 　 講座 解説－地籍調査において分割又は合併があったものとして調査した場合における地籍簿案の作
成等について－／門田稔永
地籍調査一問一答（その1）／国土庁土地局国土調査課

　 　 報告 国土調査30周年記念式典の挙行／全国国土調査協会
昭和56年度事業計画について／全国国土調査協会

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第20回定例総会の開催
昭和56年度政府予算対策

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・四国・九州
　 　 県だより 青森県・長野県
　 　 わが町・わが村 広島県戸河内町／前川淳一
　 　 紹介 この人　茶谷理事／奥村秀雄

この人　福井理事／玉岡義博
人事異動

1981 No.31 巻頭言 国土調査に参画して／長高連
　 　 随想 国土調査事業について／斉藤一朗
　 　 資料 解説－地籍調査において登記上の地目が農地である土地に関する認定について－／門田稔永

通達／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 地籍調査一問一答（その2）／国土庁土地局国土調査課
　 　 わが町・わが村 愛媛県中山町
　 　 紹介 この人　吉実一登理事／平野節美

この人　河上辰男理事／日和佐忠義
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和57年度予算対策

委託事業
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・東海・中国・九州

1982 No.32 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／斎藤邦吉
年頭のごあいさつ／小笠原正男
新春を迎えて／山田貢

　 　 随想 健康な年を期待して／小泉恵二
　 　 報告 （地方活動）

国土調査30周年記念式典を挙行／茨城県国土調査推進協議会
国土調査30周年記念式典を挙行／福岡県国土調査推進協議会



　 　 資料 改正地籍調査票の様式及び作成要領について／門田稔永
地籍調査成果の認証請求及び承認申請に係る添付書類について（通達）の取扱いについて／吉
川数美
国土調査法施行令（特に別表）と地籍調査作業規定準則との関係について
　吉川数美
通達／国土庁土地局国土調査課

　 　 講座 地籍調査の一問一答（その3）／国土庁土地局国土調査課
　 　 わが町・わが村 熊本県鹿北町

奈良県吉野町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和57年度予算対策

委託事業
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・北信越・東海・四国

1982 No.33 巻頭言 国土調査推進のために／西村 二
　 　 提言 国土調査について／佐藤英二
　 　 資料 中央の動き

昭和57年度国土調査関係予算について／国土庁土地局国土調査課　斎藤一朗
通達／国土庁土地局国土調査課

　 　 講座 細部調査の実際／鈴木宏治
細部調査成果の利用方法事例／鈴木宏治

　 　 わが町・わが村 静岡県御殿場市
広島県甲山町
愛媛県保内町
福岡県筑紫野市

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 委託事業　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東海・近畿・四国・九州

1982 No.34.No.35
特集号

巻頭言 地籍調査事業と不動産登記行政／青山正明

　 　 随想 ／高橋半三
　 　 特集　北米国土調査視察記 第3回北米国土調査視察報告記／山田貢

米国の国土調査事情を視察して／小泉恵二
北米の土地測量機関及び不動産登録機関からの回答・説明ついて（1）／佐藤勇
北米に旅して／福井茂弘
アメリカをみて／白畠貞美
北米視察に参加して／大束彌一
北米を視察して／鈴木俊雄
北アメリカ視察に参加して／西垣正允
アメリカを見て／小一原友昭
北米視察に参加して／松田佳一
国土調査北米視察雑感／下河晋二郎
米国における土地測量の概要／渡辺忠次

　 　 提言 「みかえり」の峠／末松東明
　 　 資料 通達／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 昭和56年度国土利用白書の概要／高橋徳一
　 　 わが町・わが村 福島県川俣町



　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第21回定例総会の開催
昭和58年度政府予算　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・四国・九州
　 　 地籍調査航測併用法研修会会議録 ／日本国土調査測量協会

1983 No.36 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／齋藤邦吉
年頭のごあいさつ／小笠原正男
新春を迎えて／仙田貢
年頭にあたって／小泉恵二

　 　 北米国土調査視察記 北米の土地測量機関及び不動産登録機関からの回答・説明について（2）／佐藤勇
　 　 提言 地籍調査事業を担当して／長友弘雄
　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（その一）／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 西ドイツ・バイエルン州における地籍測量の現状と将来／（社）全国国土調査協会
　 　 体験記 福岡県・築城町の地籍調査について／古市寿生

長崎県・有川町の地籍調査について／坪井直勝
　 　 わが町・わが村 静岡県金谷町

山口県むつみ村
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和58年度予算対策

委託事業
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・関東・東海・近畿・九州
　 　 地籍調査航測併用法研修会議事録 ／（社）日本国土調査測量協会

1983 No.37 巻頭言 国土調査の伸展を願って／梶木又三
　 　 随想 確認／山内克己
　 　 北米国土調査視察記 北米の土地測量機関及び不動産登録機関からの回答・説明について（3）

　佐藤勇
　 　 提言 国土調査雑感／菊地貢
　 　 中央の動き 昭和58年度国土調査関係予算について／黒元重雅
　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（その二）／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 国土調査としての地籍調査／星埜由尚

地籍調査の現状と今後／高橋徳一
　 　 わが町・わが村 広島県江田島町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和58年度予算

第22回定例総会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東海ブロック国土調査推進連絡協議会設立50周年記念大会を開催
　 　 地籍調査航測併用法研修会会議録 ／（社）日本国土調査測量協会

1983 No.38 巻頭言 国土調査問題研究会に参画して／高田徳博
　 　 提言 地籍調査雑感／渡辺光雄
　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（その三）／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 昭和57年度国土利用白書の概要／斉藤一朗
　 　 わが町・わが村 奈良県月ケ瀬村
　 　 紹介 この人　半澤政二理事／佐藤良樹

この人　平野演清理事／横山照
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第22回定例総会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・北信越・東海・近畿・中国・四国



　 　 地籍調査航測併用法研修会会議録 ／（社）日本国土調査測量協会
1983 No.39 巻頭言 国土利用の基本理念／永田良雄
　 　 北米国土調査視察記 北米の土地測量機関及び不動産登録機関からの回答・説明について（完）／佐藤勇
　 　 提言 一地籍調査事業を経験して／鈴木忠四郎
　 　 資料 通達／国土庁土地局国土調査課

国土調査事業の経緯と現状（その四）／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 一筆地調査の問題点について（1）／篠原安彦
　 　 わが町・わが村 宮崎県高千穂町
　 　 紹介 この人　有馬四郎理事・副会長／中西景光

この人　塩野昌美理事／多賀與四郎
この人　足立正夫理事／大西武夫
この人　森平實衞理事／大松義一

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和59年度政府予算
委託事業

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・近畿・四国・九州
　 　 地籍調査航測併用法研修会会議録 ／（社）日本国土調査測量協会

1984 No.40 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／齋藤邦吉
年頭のごあいさつ／永田良雄
年頭にあたって／山田貢

　 　 随想 ／村田雄平
　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（その五）／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 数値法の推進について／星埜由尚

一筆地調査の問題点について（2）／篠原安彦
　 　 わが町・わが村 宮城県岩沼市

福島県猪苗代町
　 　 紹介 この人　渡辺弥七理事／佐藤儀七
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和59年度政府予算

委託事業
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1984 No.41 巻頭言 国土調査事業の新たなる発展を期待する／田島稔
　 　 随想 隣国中国を訪ねて／有馬四郎
　 　 提言 地籍調査事業を顧みて／塩入孝英
　 　 中央の動き 昭和59年度国土調査関係予算について／山崎隆信
　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（その六）／国土庁土地局国土調査課

通達／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 航測法のすすめ（1）／吉川数美
　 　 わが町・わが村 兵庫県加古川市
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和59年度政府予算

第23回定例総会の開催
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・関東・四国ブロック

1984 No.42 巻頭言 基地的土地情報である国土調査成果の利用促進を／森本茂俊
　 　 随想 地名について／渡辺弥七
　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（その七）／国土庁土地局国土調査課



　 　 講座 航測法のすすめ（2）／吉川数美
地図混乱地域の地籍調査を終って／山口県下関市

　 　 わが町・わが村 栃木県岩舟町
熊本県阿蘇町

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和60年度政府予算
委託事業　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1984 No.43 巻頭言 地籍調査事業と17条地図／田中康久
　 　 海外視察経過報告 第4回海外国土調査視察旅行に参加して／山田恵造
　 　 講座 地籍調査作業規程準則の一部改正等について（1）／中澤勇七

航測法のすすめ（3）／吉川数美
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和60年度政府予算

委託事業
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・東海・近畿・中国・四国

1985 No.44 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／齋藤邦吉
太閤と大久保そして今／鴻巣健治
新年のごあいさつ／山田貢

　 　 資料 国土調査事業の経緯と現状（完）／国土庁土地局国土調査課
　 　 講座 地籍調査作業規程準則の一部改正等について（2）／中澤勇七

航測法のすすめ（4）／吉川数美
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和60年度政府予算対策

国土調査問題研究会の開催
　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・関東・近畿・中国・九州
1985 No.45 巻頭言 データベースとしての地籍図／高﨑正義
　 　 提言 地籍調査事業を担当して／武波克己
　 　 中央の動き 昭和60年度国土調査関係予算について／山﨑隆信
　 　 講座 航測法のすすめ（5）／吉川数美
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 昭和60年度政府予算

国土調査問題研究会の開催
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国

1985 No.46 巻頭言 調査、利用、そして地価制御／河原崎守彦
　 　 講座 土地所有権確認請求訴訟事件において地籍図を利用した一事例／長谷川逸雄

航測法のすすめ（6）／吉川数美
　 　 わが町・わが村 福島県石川町

兵庫県一宮町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第24回定時総会の開催　ほか

1986 No.47 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／齋藤邦吉
新春を迎えて／末吉興一

　 　 提言 地籍調査を担当して30余年／高浜英徳
　 　 講座 空中写真測量の概要（1）／吉川数美
　 　 わが町・わが村 静岡県可美村



　 　 全協インフォメーション（協会だより） 数値地籍推進検討会の開催
国土調査問題専門検討会の開催
昭和61年度政府予算　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1986 No.48 巻頭言 国土調査に思うこと／有馬四郎
　 　 提言 地籍調査21年を経て／西垣正允
　 　 講座 空中写真測量の概要（2）／吉川数美
　 　 わが町・わが村 福井県今庄町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 国土調査問題専門検討会各分科会の開催状況

地積調査推進説明会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1986 No.49 巻頭言 情報人間／坂本貞
　 　 随想 感謝／有馬四郎
　 　 海外視察経過報告 第5回海外国土調事情調査について／山田貢

第5回ヨーロッパ視察旅行に参加して／蔦木良巳
　 　 講座 空中写真測量の概要（3）／吉川数美
　 　 判例紹介 地籍調査の成果無効確認等請求上告事件
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 国土調査35周年記念式典

地積調査推進説明会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1986 No.50 巻頭言 国土調査を顧みて／中越準一
　 　 講座 地籍調査の成果無効等確認請求事件について／島津憲亮

空中写真測量の概要（4）／吉川数美
　 　 判例紹介 国土調査の地籍調査の成果無効等確認請求上告事件について
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 数値地籍推進検討会の開催

国土調査問題調査検討業務分科会の開催状況　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1987 No.51 巻頭言 ごあいさつ
年頭のごあいさつ／齋藤邦吉
新春を迎えて／田村嘉朗

　 　 特集 地籍調査作業規程準則等の改正について／本田裕
地籍調査作業規程準則等の改正内容（官報抄）

　 　 講座 空中写真測量の概要（5）／吉川数美
　 　 わが町・わが村 茨城県里美村
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 顧問会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1987 No.52 巻頭言 回想／山内克己
　 　 特集 国土調査問題専門検討会の61年度提言について
　 　 論壇 都市の地籍調査を急げ／中村英夫
　 　 最近の新聞記事から 電算機で地籍調査を（日本経済新聞）

地籍調査促進センター設立（日刊工業新聞）
　 　 わが町・わが村 静岡県御前崎町

山梨県白洲町



　 　 フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

国土調査課関係行事予定表　ほか

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第26回定例総会の開催
第２回国土調査実務講習会の開催　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1987 No.53 巻頭言 国土調査事業の新たなる展開へ向けて／片桐久雄
　 　 挨拶 ご挨拶／吉田博彦

国土調査事業の推進強化を祈って／山田貢
　 　 講座 国土調査（地籍調査）と行政相談／総務庁行政相談課
　 　 わが町・わが村 北海道虻田町

東京都大島町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第26回定例総会の開催

工程管理及び検査の適正化推進説明会　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1987 No.54 巻頭言 地籍調査事業を着手するにあたって／渡辺皓彦
　 　 追想 地籍混乱地域の解決／山内克巳
　 　 講座 地籍調査における新しい技術的動向と展望（1）／小牧和雄
　 　 わが町・わが村 青森県三戸町

愛媛県伊予三島市
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 数値地籍推進検討委員会の開催

国土調査問題専門検討会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1988 No.55 巻頭言 ごあいさつ
新年のごあいさつ／齋藤邦吉
新年を迎えて／片桐久雄

　 　 提言 国土調査の現状と将来／吉田博彦
　 　 講座 地籍調査における新しい技術的動向と展望（2）／小牧和雄
　 　 判例紹介 「土地滅失登記処分取消請求事件」（最高裁昭和55年〔行ツ〕第146．147号）について／谷口
　 　 わが町・わが村 徳島県徳島市

長崎県峰町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 国土調査問題専門検討会土地・水調査分会会の開催

国土調査問題専門検討会システム化分科会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1988 No.56 巻頭言 地籍調査事業の早期完了に向けて／藤田満寿恵
　 　 特集 国土調査問題専門検討会の62年度提言について
　 　 講座 地籍調査における新しい技術的動向と展望（3）／小牧和雄
　 　 わが町・わが村 石川県羽咋市
　 　 フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
昭和63年度国土調査課関係行事予定表
　ほか

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第27回定例総会の開催
データ処理検討会の開催　ほか

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1988 No.57 巻頭言 事業の推進について／神谷明
　 　 講座 地籍調査における新しい技術的動向と展望（4）／小牧和雄



　 　 海外視察報告 第6回海外国土調査事業視察旅行について／吉田博彦
オランダ・西ドイツ、イタリア、及びフランスにおける地籍調査の実施状況等に関する調査報
告／小牧和雄
ヨーロッパ国土調査事業視察旅行に参加して／大崎安和

　 　 わが町・わが村 埼玉県比企郡嵐山町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 数値地籍推進説明会の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1988 No.58 巻頭言 地籍調査事業の完了にあたって／米田千代松
　 　 講座 不動産登記法の一部改正等の概要／谷口正人
　 　 海外視察報告 第6回海外国土調査事業視察旅行の公式訪問について／山田恵造
　 　 わが町・わが村 秋田県北秋田郡阿仁町

鹿児島県出水郡東町
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地方専門検討会（地籍調査事業の推進）の開催　ほか
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

1989 No.59 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　齋藤邦吉
局長　片桐久雄

  講座 工程管理及び検査入門（1）／国土調査課　渡辺秀喜　国土地理院　国見利夫
  わが町・わが村 計画年度内完了をめざして／長野県清内路村

地籍調査事業の実施について／広島県上下町
  全協インフォメーション（協会だより） 評議員会の開催について

事務担当者による地籍調査に関する座談会の開催について
第8回国土調査問題専門検討会の開催について
昭和63年度成果認証に準ずる指定に係る検査業務

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
1989 No.60 巻頭言 国土調査の今後の進め方について／次長　藤原良一
  講座 工程管理及び検査入門（2）／国土調査課　渡辺秀喜　国土地理院　国見利夫
  わが町・わが村 北国山間部の調査と航測数値法／岩手県安代町

わが町の管理事業／岡山県邑久町
  国土調査Ｑ＆Ａ 国土調査の意義及び成果並びに成果の公開と利活用について
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成元年度国土調査関係行事予定人事異動

  全協インフォメーション（協会だより） 代表役員会の開催について
役員会の開催について
顧問今井勇衆議院議員の現地視察
国土調査推進委員会の設置について
昭和63年度地方専門検討会(地籍調査と新技術）の開催について
昭和63年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について
協会人事異動

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1989 No.61 巻頭言 国土調査問題懇談会を終えて／課長　上田一美
  講座 工程管理及び検査入門（3）／国土調査課　渡辺秀喜　国土地理院　国見利夫
  調査報告 米国における地籍調査等に関する実態について（1）／課長補佐　小牧和雄



  わが町・わが村 地籍調査支援システムについて／山口県柳井市
地籍測量の数値法促進による信頼／宮城県女川町

  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査事業の事務手続き等の手順について（１）　序論
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
国土調査問題懇談会報告書まとまる

  全協インフォメーション（協会だより） 国土調査促進総決起大会と第28回定例総会について
予算陳情の実施について
地方専門検討会の開催について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1989 No.62 巻頭言 第四次国土調査事業十箇年計画策定へ向けて／次長　鎭西迪雄
  講座 工程管理及び検査入門（4）／国土調査課　渡辺秀喜　国土地理院　国見利夫
  調査報告 米国における地籍調査等に関する実態について（2）／課長補佐　小牧和雄
  わが町・わが村 わが市の地籍調査／群馬県桐生市

地籍調査完了を目前にして／島根県仁摩町
  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査事業の事務手続き等の手順について（2）

事業計画の策定及び承認
  全協インフォメーション（協会だより） 第四次国土調査事業十箇年計画・策定並びに平成２年度国土調査関係予算に関する陳情につい

て
平成元年度国土調査地方専門検討会（地籍調査の推進）開催について
平成元年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について
海外国土調査視察旅行について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1990 No.63 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　齋藤邦吉
局長　藤原良一

  講座 地籍調査のシステム化の現状と展望／専門調査官　松田祐吾
  特別寄稿 地籍の元祖；ドゥームズデーブック／課長　上田一美
  わが町・わが村 地籍調査の実施状況について／秋田県鷹巣町
  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査事業の事務手続き等の手順について（3）

補助金交付申請及び決定
  全協インフォメーション（協会だより） 顧問会の開催について

評議員会の開催について
平成元年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について
地方専門検討会特別講習会開催について
当協会顧問梶木又三先生事務所開設のお知らせ

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1990 No.64 巻頭言 事業の推進について／富士町長　岩井長平
  講座 一筆地調査の基本的な考え方と留意点について／企画係長　紺野清幸

地籍測量における最近の動向／主査　西田文雄
  特別寄稿 土地基本法の制定について／課長補佐　江口洋一郎
  わが町・わが村 地籍調査の実施状況について／佐賀県唐津市
  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査事業の事務手続き等の手順について（4）／認証申請及び承認申請
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成2年度国土調査関係行事予定
人事異動



  全協インフォメーション（協会だより） 代表役員会の開催について
役員会の開催について
平成元年度地方専門検討会の開催
平成元年度地方専門検討会特別講習会の開催
平成元年度国土調査促進方策検討会の開催
平成元年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1990 No.65 巻頭言 事業の推進について／二戸市長　國分保男
  講座 国土調査促進特別措置法の一部改正について／課長補佐　水畑光男
  特別寄稿 山梨・リニアモーターカー実験線用地買収に地籍調査の成果が発揮！

　山梨県　有泉大
  わが町・わが村 地籍調査の実施状況について／群馬県新治村

地籍調査事業の実施について／鳥取県大栄町
  国土調査Ｑ＆Ａ 土地分類調査の意義と成果の利活用について
  全協インフォメーション（協会だより） 第29回定例総会と第四次国土調査事業十箇年計画樹立記念祝賀会について

平成2年度地方専門検討会の開催について
第7回海外国土調査事業視察旅行について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1990 No.66 巻頭言 事業の推進について／釧路町長　高橋睦
  新任挨拶 新しい国土調査の展開／課長　段本幸男
  講座 国土調査法施行令の一部改正について／課長補佐　水畑光男

都市部地籍調査促進事業について／専門調査官　川上征雄
  わが町・わが村 地籍調査事業の完了にあたり／福島県泉崎村

地籍調査の実施状況について／高知県十和村
  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍測量はどのような基準点に基づいて実施するか
  全協インフォメーション（協会だより） 平成3年度国土調査関係予算対策について

平成2年度国土調査地方専門検討会（地籍調査の推進）開催について
第7回海外国土調査事業視察について
平成2年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
  報告 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案に対する国会審議経過（抄）

1991 No.67 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　齋藤邦吉
局長　藤原良一

  特別寄稿 国土調査事業への復帰に当たって／国測協　村山昶
  講座 人工衛星を用いる新しい測量手法／課長補佐　村上亮

一筆地調査の基本的な考え方と留意点について／企画係長　紺野清幸
  視察旅行 第7回国土調査事業視察旅行について（1）（2）／山田馨　大崎安和
  わが町・わが村 地籍調査の実施状況について／山形県朝日町

鹿北町の地籍調査について／熊本県鹿北町
  国土調査Ｑ＆Ａ 「境界」と「筆界」とは異なるものか



  全協インフォメーション（協会だより） 顧問会の開催について
評議員会の開催について
第4回国土調査実務講習会の開催について
平成2年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・九州
1991 No.68 巻頭言 事業の推進について／西土佐村長　中平幹運
  特別寄稿 第12回「国連アジア太平洋地域地図会議」に参加して／専門調査官　宮北順一
  視察旅行 第7回海外視察旅行に参加して（3）ヨーロッパを巡って／静岡県　落合久
  わが町・わが村 我が町の一筆地調査について／青森県鰺ヶ沢町

地籍調査を終えて／広島県戸河内町
  国土調査Ｑ＆Ａ 地目の調査を行う場合の留意点
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成3年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介

   全協インフォメーション（協会だより） 会長招待による国土庁幹部との懇談会について
国土調査推進委員会代表者会議の開催について
代表役員会の開催について
役員会の開催について
平成２年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について
第２・第４土曜日の休業について
平成２年度地籍調査専門技術者養成講習修了者について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1991 No.69 巻頭言 事業の推進について／増穂町長　田中隼人
  予算情報 平成4年度国土調査関係予算要求の概要／課長補佐　大内秀彦
  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第1回）／企画係長　工藤聡
  わが町・わが村 地籍調査事業平成3年度完了をめざして／山口県田布施町
  国土調査Ｑ＆Ａ 公共測量で設置された基準点は地籍調査で使用できるか
  全協インフォメーション（協会だより） 監事監査について

役員会の開催について
国土調査成果利活用優良地区選定委員会の開催について
第30回定例総会並びに国土調査40周年記念式典について
平成３年度地方専門検討会の開催について
地籍調査専門技術者の公表について
国土調査成果利活用アイディアコンクールについて／専門調査官　圓山満久
国土庁長官表彰3町からの報告／勝沼町　小国町　岩出町

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・近畿・中国・四国・九州
1991 No.70 巻頭言 事業の推進について／嘉穂町長　手嶋寅雄
  特別寄稿 新技術の出現と国土調査の新しい可能性について／法政大学教授　大嶋太市
  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第2回）／企画係長　工藤聡
  判決速報 地籍調査に関する裁判例について
  わが町・わが村 地籍調査事業の完了にあたって／茨城県美野里町
  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査管理事業とは



  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

国土調査課開設40周年記念パーティの開催
人事異動
新人ご紹介

  全協インフォメーション（協会だより） 平成4年度国土調査関係予算対策について
平成3年度地方専門検討会（国土調査成果利活用等システム化）開催について
平成3年度地方専門検討会（地籍調査の推進）開催について
平成3年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
  その他 地籍調査アイディアコンクール表彰市町からの報告

　愛別町　一関市　大町市　久世町　国分寺町　知覧町
1992 No.71 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　齋藤邦吉
局長　鎭西迪雄

  特別寄稿 新技術の出現と国土調査の新しい可能性について（2）
　法政大学教授　大嶋太市
地籍ってなあに？／課長　段本幸男
地籍情報システム（ＧＩＳ）国際セミナー参加及び米・加現地調査報告
　課長補佐　村上亮
単独補助事業地籍調査支援システム化推進事業の創設／京都府　石田栄利

  予算情報 平成４年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　長谷川博章
  わが町・わが村 地籍調査事業実施にあたって／北海道大樹町

高千穂町の地籍調査／宮崎県高千穂町
  国土調査Ｑ＆Ａ 「現地確認不能」の処理及びその留意点並びに「筆界未定」との相違点
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について

顧問会の開催について
評議員会の開催について
第1回地籍調査専門技術者活用方策検討委員会開催について
平成3年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・北信越・近畿・中国・九州
1992 No.72 巻頭言 国土調査の推進について／次長　原隆之
  特別寄稿 新技術の出現と国土調査の新しい可能性について（3）

　法政大学教授　大嶋太市
長野県における地籍調査事業の取り組み／長野県　白石芳久

  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第3回）／企画係長　工藤聡
  判決速報 地籍調査に関する裁判例について
  わが町・わが村 地籍調査実施にあたって／石川県志賀町

石垣市の地籍調査／沖縄県石垣市
  国土調査Ｑ＆Ａ 国土調査費補助金の仕組みや事務手続きの流れとその留意点について
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成４年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介



  全協インフォメーション（協会だより） 平成３年度地籍調査専門技術者養成講習会及び判定委員会の開催について
地籍調査専門技術者活用方策検討委員会の開催について
代表役員会の開催について
役員会の開催について
協会事務局長の交替について（山田恵造→小笠原希悦）
平成3年度養成講習修了者名簿

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1992 No.73 巻頭言 国土調査と登記／民事局第三課長　房村精一
  特別寄稿 地籍調査事業成果の利活用について／福島県　大河内一典
  予算情報 平成5年度国土調査関係予算要求の概要／課長補佐　長谷川博章
  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第4回）／企画係長　工藤聡
  わが町・わが村 地図混乱地域の地籍調査事業の実施について／東京都日野市

地籍調査事業の完了と調査成果のシステム化をめざして／香川県綾歌町
  国土調査Ｑ＆Ａ 土地所有者の立会いが得られない場合の処理について
  全協インフォメーション（協会だより） 協会会長（齋藤邦吉）の死去について

監事監査について
役員会の開催について
理事会の開催について
第31回定例総会について
会計検査等情報について
平成4年度地方専門検討会の開催について
第8回海外国土調査事業の視察について
平成5年度の国土庁に対する予算陳情記録
地籍調査専門技術者の公表について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・東海・近畿・中国・四国・九州
1992 No.74 巻頭言 国土調査事業の新たなる発展へ向けて／国土地理院長　宮崎大和
  特別寄稿 バブル崩壊後の土地問題のゆくえ／課長　段本幸男

わが町（和歌山県野上町）の概要と地籍調査／野上町長　東光司
「晴れの国・おかやま」からの報告／岡山県　笹山徹

  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第5回）／企画係長　工藤聡
  判決速報 地籍調査に関する裁判例について
  わが町・わが村 地籍調査事業の実施にあたって／神奈川県中井町
  国土調査Ｑ＆Ａ 分割の調査をするときの、土地所有者の同意について
  全協インフォメーション（協会だより） 長谷川顧問の死去について

年内の主な行事予定
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・九州

1993 No.75 巻頭言 新年のごあいさつ
常任理事　吉田博彦
局長　鎭西迪雄

  特別寄稿 新技術の出現と国土調査の新しい可能性について（4）
　法政大学教授　大嶋太市
地籍調査事業と成果の利活用について／熊本県　田上英克

  予算情報 平成5年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　長谷川博章
  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第6回）／企画係長　工藤聡



  報告 第8回海外国土調査事業視察旅行に参加して／大崎安和
  わが町・わが村 地籍調査を実施するにあたって／新潟県湯沢町

平成４年度完了年度において　23年間の地積調査事業を振り返って
　福岡県豊前市

  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査事業計画の手続きの流れと留意点について
  全協インフォメーション（協会だより） 宮下新会長内定

第８回海外国土調査事業視察旅行について
国土調査基本問題研究会について
役員会の開催について
評議員会の開催について
平成４年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1993 No.76 巻頭言 国土調査の推進について／氷見市長　七尾晶一朗
  特別寄稿 新技術の出現と国土調査の新しい可能性について（5）

　法政大学教授　大嶋太市
  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第７回）／企画係長　工藤聡
  わが町・わが村 男鹿市の地籍調査／秋田県男鹿市

わが町“遠州森町”／静岡県森町
  国土調査Ｑ＆Ａ 長狭物及び筆界に関する調査の変遷について
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成5年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介

  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について
監事監査について
国土調査基本問題研究会の開催について
平成4年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について
平成4年度地籍調査専門技術者養成講習会及び判定委員会の開催について
自治省に対する特別交付税に対する陳情記録
平成4年度地籍調査専門技術者養成講習修了者について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
  その他 事務局の組織及び業務

1993 No.77 巻頭言 国土調査事業の推進と協会の役割について／会長　宮下創平
  特別寄稿 甦れ地籍のふる里づくり

地籍調査の現状と課題／課長　段本幸男
地籍調査成果の利活用と図根点の保護／宮崎県　倉田富夫

  報告 ルーマニアの土地改革と地籍の現状／専門調査官　中島正人
  判決速報 地籍調査に関する裁判例について
  わが町・わが村 岩泉町の地籍調査／岩手県岩泉町

地籍調査実施にあたって／静岡県引佐町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動新人ご紹介



  全協インフォメーション（協会だより） 第32回定例総会について
役員会の開催について
「自然生態系保護と街づくり」の講演について
平成５年度地方専門検討会の開催について
事務局の組織及び業務

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北　関東　北信越　東海　近畿　四国　九州
1993 No.78 巻頭言 国土調査の推進について／山国町長　吉峯高幸
  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その1）／法政大学教授　大嶋太市

土地分類調査（細部調査）の経緯と成果の利活用について
　貴志川町長　小坂昇
アジリカ旅行／主査　宮崎清博

  予算情報 平成6年度国土調査関係予算要求の概要／課長補佐　山本徹弥
  講座 国土調査担当者のための不動産登記解説（第8回）／企画係長　工藤聡
  わが町・わが村 土地情報管理システムによる省労力の地籍調査／埼玉県飯能市

わが町の地籍調査／滋賀県高月町
  国土調査Ｑ＆Ａ 境界確定の判決がある場合の一筆地調査について
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新人ご紹介

  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について
顧問会の開催について
地方専門検討会の開催について（地籍調査の数値化の推進）
業務検討委員会の開催について
平成6年度の国土庁に対する予算陳情記録
平成6年度の大蔵省に対する予算陳情記録

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・東海・近畿・九州
1994 No.79 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　原隆之

  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その2）／法政大学教授　大嶋太市
  講座 法定外公共物について／主査　山中正登
  わが町・わが村 雄大な富士の自然とともに発展する忍野村／山梨県忍野村

桜と歴史にロマンをはぐくむ「山紫水明の吉野町」／奈良県吉野町
  国土調査Ｑ＆Ａ 「土地対策推進地籍調査事業」の内容について
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について

評議員会の開催について
平成５年度地籍調査専門技術者養成講習実施のご案内
地籍調査専門技術者名簿
平成５年度主要水系調査（揖保川・加古川地域）業務について
平成５年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務について
平成６年度の大蔵省に対する予算陳情記録
地籍調査専門技術者登録規則の一部改正について
第９回海外国土調査事業視察旅行ご案内

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北・北信越・東海・四国・九州
1994 No.80 巻頭言 今後の土地対策と地籍調査の推進について／次長　山田榮司



  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その3）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  予算情報 平成６年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　山本徹弥
  講座 都市部における地籍調査事業の促進について／技術部長　吉川数美
  わが町・わが村 行政において高まる地図情報の重要性より安価なシステムづくりをめざして

　岡山県津山市
  近況報告 専門技術者の登録更新を終えて／青森市　山田馨
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成６年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介

  全協インフォメーション（協会だより） 予算報告会
第6回国土調査実務講習会の開催について
役員会の開催について
監事監査について
平成5年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施状況について
平成5年度地籍調査専門技術者養成講習会及び判定委員会の開催について
平成5年度地籍調査専門技術者養成講習修了者について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1994 No.81 巻頭言 地図が変わる／国土地理院長　小野和日児
  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その4）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例について

　技術部長　吉川数美
  わが町・わが村 与一のふるさと大田原市／栃木県大田原市
  近況報告 地籍13年をふり返って／長野県大町市　坂田悦男
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新人ご紹介
「地籍フェア'94inとうきょう」の実施について

  全協インフォメーション（協会だより） 第33回定例総会について
役員会の開催について
平成６年度地方専門検討会の開催について
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・四国・九州
1994 No.82 巻頭言 迫り来る次世紀へ急がれる地籍情報の構築を／課長　金森信夫
  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その5）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  予算情報 平成７年度国土調査関係予算要求の概要／課長補佐　山本徹弥
  講座 測量方法と図根点等について＝気になる、〇〇点等の多さ＝

　技術部長　吉川数美
  わが町・わが村 九州の小京都　日田市／大分県日田市
  近況報告 ＯＢだより／茨城県　助川和雄
  海外視察 第９回海外視察旅行に参加して／大崎安和　滝川喜一郎
  国土調査Ｑ＆Ａ 法定外公共物の現地調査について
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「地籍フェア'94inとうきょう」の開催について



  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について
国土庁及び大蔵省に対する平成7年度予算陳情記録
平成６年度地方専門検討会について
平成６年度主要水系調査（近畿北部・四国地域）業務の現地説明会実施
講師派遣について
第９回海外国土調査事業先進地視察について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・四国・九州
1995 No.83 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　山田榮司

  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その6）／法政大学名誉教授　大嶋太市
地籍調査分野での国際協力／専門調査官　中島正人

  予算情報 平成７年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　山本徹弥
  講座 国土調査法に基づく水調査の概要／専門調査官　岡田直久

現地座標法における面積計算の点検について／技術部長　吉川数美
  ＯＢだより ＯＢだより／京都府　中村安之
  わが町・わが村 飛騨ふるかわ／岐阜県古川町
  紹介 海外視察研修に参加して

　大町市　坂田悦男　熊本市　上野辰己　富士吉田市　新田詔一
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「多目的土地・地籍情報システムセミナー'95」の開催について（予定）

  全協インフォメーション（協会だより） 評議員会の開催
顧問会の開催
平成６年度地籍調査専門技術者養成講習実施のご案内
地籍調査専門技術者名簿
平成７年度の大蔵省に対する予算陳情記録

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・中国・四国・九州
  その他 新年を迎えて／藤井裕久

1995 No.84 巻頭言 土地情報の総合的・体系的な整備について／次長　深沢日出男
  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その7）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 土地分類調査の概要／専門調査官　岡田直久
  わが町・わが村 歴史と文化の香り漂う蔵の街／栃木県栃木市
  紹介 地籍調査に関する裁判例について
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成７年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介
平成７年度１次補正予算について

  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について
監事監査について
第7回国土調査実務講習会の開催について
平成6年度成果の認証に準ずる指定に係る検査業務の実施について
平成6年度地籍調査専門技術者養成講習会及び判定委員会の開催について
平成6年度主要水系調査（近畿北部・四国地域）業務完了について
講師派遣について



  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
1995 No.85 巻頭言 応急措置の生命力／民事局第三課長　寺田逸郎
  特別寄稿 13　ＧＰＳ測量（その8）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 地籍測量講習会での質問に答えて／技術部長　吉川数美
  研究会報告 多目的地籍システム整備の提言／専門調査官　中島正人
  ＯＢだより 地籍調査に思う／和歌山県　小崎治夫
  わが町・わが村 地籍調査事業の完了と成果の利活用／福島県船引町
  紹介 地籍調査事業との出会い／雄踏町　須山幹一
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新人ご紹介
「地籍フェア'95inこうち」の実施について
多目的土地・地籍情報システムセミナー開催結果について

  協会だより 第34回定例総会について
役員会の開催について
平成7年度地方専門検討会について
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
1995 No.86 巻頭言 国土調査の推進／磐田市長　山下重
  特別寄稿 ＧＰＳ測量（その9）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  予算情報 平成8年度国土調査関係予算要求の概要／課長補佐　鶴巻浩
  講座 最新の地籍測量について／技術部長　吉川数美
  ＯＢだより 地籍調査専門技術者の資格を取得して／久山町　鮎川和代
  わが町・わが村 年中みかんのとれる町／三重県御浜町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新人ご紹介

  協会だより 吉田博彦元常任理事逝去のお知らせ
役員会の開催について
国土庁及び大蔵省に対する平成8年度予算陳情記録
平成7年度地方専門検討会について（第2回）
平成7年度主要水系調査（福井・南紀地域）業務の現地説明会の実施
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　四国　九州
1996 No.87 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　深澤日出男

  特集 平成8年度国土調査費予算130億円に／常任理事　小笠原希悦
  特別寄稿 測量機の検定（その10）特にＧＰＳについて／法政大学名誉教授　大嶋太市
  予算情報 平成8年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　鶴巻浩
  講座 国土調査と国土の利用計画／地域開発コンサルタンツ　庄司浩

精度の高い成果品をつくるために（1）／参事　坂田悦男
  報告 ケニアから“ジャンボ（こんにちは）” ／ＪＩＣＡ専門家　中島正人

海外国土調査事業視察研修に参加して／熊本市　森廣幸喜
  ＯＢだより ＯＢのひとり言／（社）神奈川県農業公社　吉濱恭治
  わが町・わが村 豊麗の海・珠玉の里／長崎県豊玉町



  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

「地籍フェア'95inこうち」の開催について

  協会だより 評議員会の開催
顧問会の開催
地籍調査専門技術者名簿
大蔵省及び国土庁に対する平成8年度予算陳情記録
講師派遣について
第10回海外国土調査事業視察のご案内

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　北信越　東海　中国　九州
1996 No.88 巻頭言 土地の有効利用について／次長　窪田武
  特別寄稿 特に公共測量作業規程の改正とＧＰＳ／法政大学名誉教授　大嶋太市
  報告 土地環境に着目した新しい土地分類調査について／専門調査官　大塚文哉
  事例紹介 地籍調査に関する裁判例について／主査　小鷹狩正美
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成8年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介

  協会だより 第35回定例総会の開催並びに国土調査45周年記念式典の挙行について
役員会の開催について
監事監査について
第8回国土調査実務講習会の開催について
平成7年度地籍調査専門技術者養成講習の開催について
平成7年度主要水系調査（福井・南紀地域）業務完了について
講師派遣について
第10回海外国土調査事業視察のご案内

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
1996 No.89　45周

年特集号
巻頭言 式辞

会長　宮下創平
  特集　45周年 祝辞

国土調査45周年に寄せて
国土調査事業を推進した人々
国土調査事業功労者表彰受賞者

  講座 地籍調査と工程管理／主査　川口保
精度の高い成果品をつくるために（２）地元説明会／参事　坂田悦男

  資料 国土調査事業別予算の推移
国土調査の実績

  地籍調査実施状況
地籍調査全域完了市町村一覧

  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

「地籍フェア'96inあおもり」の実施について
「多目的土地・地籍情報システムセミナー」開催結果について
新人ご紹介

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国
1996 No.90 巻頭言 今年こそ新たな土地対策の確立を／次長　山本正堯
  特集 国土調査45周年記念式典を終えて
  特別寄稿 新しい測量と国土調査／法政大学名誉教授　大嶋太市



  予算情報 平成9年度国土調査関係概算要求の概要／課長補佐　鶴巻浩
  講座 地籍調査作業規程準則運用基準の一部改正について／主査　米渓武次

地籍調査と工程管理（2）／主査　川口保
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「地籍フェア'96inあおもり」の開催について
人事異動

  全協インフォメーション（協会だより） 第35回定例総会について
役員会の開催について
国土庁に対する平成9年度予算陳情記録
大蔵省に対する平成9年度予算陳情記録
平成8年度地方専門検討会について
第10回海外国土調査事業視察参加者名簿
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北　関東　東海　近畿　中国　四国　九州
1997 No.91 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　窪田武

  特別寄稿 固定資産現況調査事業を中心として／法政大学名誉教授　大嶋太市
  予算情報 平成9年度国土調査関係予算の概要／課長補佐　鶴巻浩
  講座 地籍調査作業規程準則運用基準の一部改正について／主査　米渓武次
  判決速報 地籍調査に関する裁判例について／主査　小鷹狩正美
  講演 21世紀の日本の進路／作家　堺屋太一
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
新人ご紹介

  報告 第10回海外国土調査視察報告／常任理事　小笠原希悦
海外国土調査事業視察研修に参加して／熊本市　森廣幸喜

  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催
評議員会の開催
顧問会の開催
地籍調査専門技術者名簿
大蔵省及び国土庁に対する平成９年度予算陳情記録
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　中国　四国　九州
1997 No.92 巻頭言 地籍調査推進のひとつの提案／西都市長　黒田昭
  特別寄稿 公共測量におけるＧＰＳ測量／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 工程管理及び検査業務／主査　米渓武次
  わが町・わが村 豊かさ天然色・住みたくなる町づくり／徳島県鷲敷町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成9年度国土調査関係行事予定
人事異動
新人ご紹介

  報告 第10回海外国土調査事業視察報告／株式会社オリス　成海洋一



  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について
監事監査について
平成8年度地籍調査専門技術者養成講習の開催について
観桜会ご招待の紹介
第9回国土調査実務講習会の開催について
講師派遣について
訃報のおしらせ
協会人事異動について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
1997 No.93 巻頭言 マルチメディア時代の到来／国土地理院長　野々村邦夫
  特別寄稿 地籍測量の誕生と近代地籍制度／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 土地分類調査(細部調査)の概要／専門調査官　市川清次
  わが町・わが村 イベントとそばで村おこし／富山県利賀村
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
「地籍フェア'97inちば」の開催について

  全協インフォメーション（協会だより） 監事監査について
役員会の開催について
第36回定例総会について
平成9年度地方専門検討会の開催について
地籍調査支援センターについて
国土庁に対する平成10年度予算陳情記録
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
1997 No.94 巻頭言 想うこと／次長　生田長人
  特別寄稿 21　各国の地籍管理の比較（1）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  予算情報 平成10年度国土調査関係概算要求の概要／課長補佐　栗原秀忠
  講座 地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例等の改定について（Ⅰ）／主査　米渓武

次
  わが町・わが村 石狩市の紹介／北海道石狩市
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「地籍フェア'97inちば」の開催について

  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催について
平成9年度地方専門検討会の開催について
国土庁及び大蔵省に対する平成10年度予算陳情記録
講師派遣について

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北　関東　東海　近畿　中国　四国　九州
1998 No.95 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　生田長人

  特別寄稿 22　各国の地籍管理の比較（2）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 地籍調査の反省と取組み／宇土市　竹廣鉄也

地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例等の改定について（Ⅱ）／主査　米渓武
次

  予算情報 平成10年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　藤原裕史



  わが町・わが村 みどりと文化のまち／愛媛県重信町
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催

評議員会の開催
顧問会の開催
地籍調査専門技術者名簿
大蔵省に対する平成10年度予算陳情記録
講師派遣について

1998 No.96 巻頭言 土地の有効利用／次長　山口展弘
  特別寄稿 各国の地籍管理の比較分析／法政大学名誉教授　大嶋太市
  講座 地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例等の改定について（Ⅲ）／主査　米渓武

次
地籍調査事業工程管理及び検査規程の一部改正について／主査　米渓武次

  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

平成10年度国土調査関係行事
新人ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 現地調査と境界確定訴訟
閲覧期間後の誤り訂正
苦情処理と訴訟

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催

監事監査について
平成9年度地籍調査専門技術者養成講習の開催について
観桜会ご招待の紹介
第10回国土調査実務講習会の開催について
講師派遣について
協会人事異動について

1998 No.97 巻頭言 地図への期待／民事局第三課長　原優
  特別寄稿 測地成果2000～世界共通の経緯度決定にむけて～／国土地理院　村上真幸

ノンプリズムトータルステーションについて／法政大学名誉教授　大嶋太市
  地方専門検討会のテキストから 地図混乱地区の地籍調査／北海道留辺蘂町　中川功

体験から得た一筆地調査／専門技術者　吉濱恭治
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
「地籍フェア'98inやまなし」の開催について
国土調査基本問題検討会開催について

  国土調査Ｑ＆Ａ 成果の認証のポイント
長狭物の調査

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 監事監査について

役員会の開催
第37回定例総会について
平成10年度第2回地方専門検討会の開催について
講師派遣について
協会事務所移転のお知らせ
国土庁に対する平成11年度予算陳情表



1998 No.98 巻頭言 第五次国土調査事業十箇年計画の策定に向けて／課長　斎藤仁志
  特別寄稿 ＧＰＳ利用に関する日米両国の共同声明を中心として

　法政大学名誉教授　大嶋太市
  トピックス 「地籍フェア'98inやまなし」の開催について
  随想 南へ1000キロの常夏の島　地籍調査奮闘記／区部所長　飯田千之
  予算情報 平成11年度国土調査関係予算概算要求の概要／課長補佐　栗原秀忠
  国土調査Ｑ＆Ａ 法19条5項指定

現地確認不能の調査
長狭物の調査（再）

  逐条解説 国土調査法逐条解説①　第17条
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　中国　四国　九州
  報告 宮崎県国土調査事業推進大会の開催について／宮崎県　中馬俊郎
  全協インフォメーション（協会だより） 「国土調査基本問題検討会」地籍調査・法制度分科会（第1回）

「国土調査基本問題検討会」土地分類・水調査分科会（第1回）
講師派遣について

1999 No.99 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　生田長人

  地籍調査一問一答 閲覧期間経過後の誤り訂正申出の処理
担保権が設定された土地の分割調査
民民間での筆界未定解消における市町村の地図訂正申出の可否
閲覧終了後の地籍調査票への署名・押印
相続人が複数の場合の現地調査の立会通知方法
更生手続開始の登記がある土地の合併調査
河川内に存在する里道の調査

  リポート 平成10年度第2回地方専門検討会開催される
「測地成果2000」について／国土地理院　高橋保博
基準点測量の現状／国土地理院　林保

  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 郷愁の薫りただようきたごう／宮崎県北郷町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成11年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　栗原秀忠
人事異動
新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 不立会者がいる場合の現地調査
滅失地の現地調査

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 評議員会の開催

顧問会の開催
「国土調査基本問題検討会」地籍調査・法制度分科会（第2回・第3回）
「国土調査基本問題検討会」土地分類・水調査分科会（第2回・第3回）
地籍調査専門技術者名簿
国土庁に対する平成11年度予算陳情記録
大蔵省に対する平成11年度予算陳情記録

1999 No.100　特集
100号記念誌

巻頭言 機関誌「国土調査」発刊100号を迎えて／会長　宮下創平



  特集　100号記念誌 機関誌発行100号を祝して
　国土調査課長　齋藤仁志
　農林水産省地方課長　佐藤準　ほか

  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題の中から／法政大学名誉教授　大嶋太市
  海外地籍紀行 ドイツ・フランスの地籍調査／前課長補佐　栗原秀忠
  地籍調査一問一答 地籍調査の行政処分性

境界標を担当職員のみで確認する法法の是非
地籍調査実施地区外の土地所有者の立会を求めないことの適正性
現地で確認できない「ため池」の処理方法
長狭物内の土地について不存在との申出がされた場合の処理
多数の共有私道の調査方法
地籍簿の記載方法

  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

人事異動
新任者ご紹介
平成11年度国土調査関係行事
「国土調査に関する懇談会」について

  国土調査Ｑ＆Ａ 不存在地の調査11　地籍調査のすすめ
  トピックス 土地政策審議会（第15回）がスタート！

内閣総理大臣主催「観桜会」に杉江副会長ご夫妻が招待される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催

監事監査について
第11回国土調査実務講習会の開催結果について
講師派遣について
平成10年度地籍調査専門技術者養成講習会終了について
国土調査基本問題検討会について

  ファイル 国土調査の実施制度の推移
国土調査事業別予算の推移
地籍調査実施状況・地籍調査ブロック別進捗状況
平成１１年度地籍調査事業要望地区別総括表　事業計画ベース
都道府県別地籍調査実績見込み（平成１１年度末）
協会の組織・協会歴代役員等・顧問・役員・事務局

  実務講習会から 地籍調査の利活用について
1999 No.101 巻頭言 地籍調査事業に関する一考察／鹿角市長　杉江宗祐
  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題の中から（続）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  地籍調査一問一答 10番、11番、12番の土地を合併調査するときの11番を仮地番とすることの可否

現地立会通知が不到達の場合の処理
不到達先が会社の場合の処理
いずれの所有者も二重登記の土地の所有権を主張する場合の処理
30年以上も河川流水下にあり河川流域区域となった土地の処理
急傾斜地に土砂崩れ防止用として設置された擁壁のある土地の地目
登記簿と公図にあるが位置が不明確で、所有者も所在不明の場合の処理
公図上水路であるが、晴天時には里道として使用されている場合の調査



  リポート 土地分類調査（細部調査）の利活用／塚本哲　猪股隆行　西村智博
平成11年度第1回地方専門検討会開催される
一筆地調査の進め方について／瑞穂町　野﨑保

  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 日本一のうるしの町／岩手県浄法寺町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介
「地籍フェア99inわかやま」の開催について
国土調査に関する懇談会報告書（概要）

  国土調査Ｑ＆Ａ 分割があったものとしての調査
  トピックス 第38回　定例総会盛大に開催される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催

講師派遣について
国土庁に関する平成11年度予算陳情状況
平成12年度国土調査費概算要求決まる

  ファイル 国土調査事業功労者表彰要領並びに地籍調査専技術者登録規則の一部改正
  マスコミ情報 朝日新聞

地籍調査手続き簡略化
  読者の広場 新マーフィの法則・「国土調査の法則」／新潟　高野一夫

こくちょう川柳
1999 No.102 巻頭言 巻頭言／次長　河崎広二
  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題の中から（続・続2000年問題）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  地籍調査一問一答 公図が一部破損して調査図素図が作成できない場合の処理

一部海没地の所有者から承認が得られない場合の処理
死亡した土地所有者の委任状の効力
筆界未定地の所有権移転登記の可否
合併調査をするための休眠抵当権の抹消登記の代位の可否
保安林の一部の地目変更の可否
筆界未定箇所に関係のない筆界部分の分割調査の可否

  リポート 地籍情報緊急整備事業と一筆地調査の外注化について／長崎県諫早市
  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 大自然交響ランド／沖縄県竹富町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「地籍フェア'99inわかやま」の開催について

  国土調査Ｑ＆Ａ 合併の調査
標札等の設置と現地調査

  トピックス 写真特集
「地籍フェア'99inわかやま」

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 平成11年度第2回地方専門検討会　仙台市で開催！

講師派遣について
大蔵省に対する予算陳情状況

  読者の広場 ミズホからの手紙／瑞穂町　野﨑保
エヒメからの手紙／愛媛県　I生
こくちょう川柳



2000 No.103 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　小林新一

  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題の中から（つづき）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  地籍調査一問一答 里道に接する筆界未定地の所有者からの所有権確認訴訟への対応

公図と現地とが相違する場合の一筆地調査の方法
土地所有者自身が作成した測量図による地籍調査を要望された場合の対応
相続人が相続放棄をしている場合の処理
仮地番の定め方
誤り訂正申出の処理方法
認証後又は登記所送付後に誤りを発見した場合の処理が国調法又は準則に規定されていない理

  リポート 土地分類調査の細部調査へのお誘い（1）／参事　庄司浩
災害復旧における地籍調査の重要性について／岐阜県古川町
測量業界のためのノウハウ地籍調査／国測協　杉本喜吉

  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 日本一のホタルの里／山口県豊田市
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成12年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　得田啓史

  国土調査Ｑ＆Ａ 地目の調査
新たな土地を発見した場合の処理

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 評議員会の開催

顧問会の開催
講師派遣について

  ファイル 一筆地調査を外注化した場合のメリット・デメリット
アンケート結果報告
地籍調査専門技術者名簿（平成12年1月1日現在）

  全協事務所めぐり 区部事務所1＋6人紹介
  マスコミ情報 紀州新聞

まんが地籍調査物語
  読者の広場 読者からの手紙／愛媛　Ｉ生

こくちょう短歌
こくちょう川柳

2000 No.104 巻頭言 第5次国土調査事業十箇年計画の門出に当たって／課長　斉藤仁志
  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題の中から（つづき）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 不動産登記事務のコンピュータ化／月刊「民事法情報」編集長　細田進
  地籍調査一問一答 閲覧の期間の計算

抵当権抹消の代位登記
境内地の地目調査

  リポート 土地分類調査の細部調査へのお誘い（2）／参事　庄司浩
「東京狭山茶」と「シクラメンの町」瑞穂町から／瑞穂町　野﨑保
第12回実務講習会開催される
平成11年度「地籍調査専門技術者養成講習会」合格者発表・合格者名簿
香川県における地籍調査成果利活用に関する講習会について



  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 市町村境界の調査
地番が明らかでない場合等の処理

  トピックス 民間部門の「地籍調査研修」が発足
内閣総理大臣主催「観桜会」に宮谷内理事が招待される
スウェーデンからクリスティンさん来訪

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） インターネットの開設について

役員会の開催
監事監査について
講師派遣について

  全協事務所めぐり 西多摩事務所
  マスコミ情報 日本経済新聞

公共事業の無駄を生む伏兵
  読者の広場 ご存じですか？　ゆめりあ34／吉村英次／猪木幹雄

読者からの手紙／留辺蘂町　中川功／水戸市　助川和雄
こくちょう短歌
こくちょう川柳

  その他 地籍調査研修・地籍調査専門技術者検定試験　受講・受験の募集案内
2000 No.105 巻頭言 新たな国土調査事業十箇年計画の策定／局長　河崎広二
  特集 第五次国土調査事業十箇年計画に想う／常任理事　小笠原希悦

新十箇年計画の門出にあたって／各ブロック連絡協議会長
  リポート 平成12年度第1回地方専門検討会開催される
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介
「地籍フェア2000inながさき」の開催について
交通広告を活用した地籍調査ＰＲ活動（ポスター）

  国土調査Ｑ＆Ａ 一筆地調査における立会手続の弾力化
  トピックス 第39回定例総会盛大に開催される

青森県国土調査推進協議会設立40周年記念式典盛大に開催
杉江副会長園遊会に招待される

  フォト特集 写真で見る地籍フェア6年の歩み
  全協インフォメーション（協会だより） 全協行事報告

講師派遣について
地籍調査推進ポスター（平成8年～11年）

  ファイル 地籍調査作業規程準則の一部を改正する総理府令制定について
「地籍調査研修事業実施要領」等の改正並びに資格試験の名称変更について
地籍主任調査員登録規則
資格審査員会設置規程
受講料、受験料等の定め

  ニュース 第1回民間部門の地籍調査研修終わる
平成12年度地籍主任調査員検定試験合格者名簿
国土調査事業十箇年計画



  読者の広場 我が町の地籍調査／羽後町　佐々木伸之助
読者からの手紙／留辺蘂町　中川功
こくちょう短歌
こくちょう俳句
こくちょう川柳

  その他 クロスワードパズル
間違い探し

2000 No.106 巻頭言 地籍調査事業の半世紀に思うこと／三角町長　吉田等
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅰ）不動産の表示登記制度

　民事法情報センター　細田進
  リポート 土地分類調査の細部調査へのお誘い（3）／参事　庄司浩

ＲＴＫ－ＧＰＳを利用する公共測量について／国土地理院　飯村友三郎
再び「三角やぐら愛好会」から－ゆめりあ34便第2号

  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 軽井沢－終わりなき「風の物語」／長野県軽井沢町
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査と訴訟　（地籍調査と行政訴訟）
  トピックス 平成12年度「土地月間」行事　土地の日フェア2000新宿駅で華やかにオープン
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  キーワード 地籍調査の実施状況
  全協インフォメーション（協会だより） 全協行事予定

国土庁に対する平成13年度予算陳情表
  ニュース 地籍調査に関するテレビ番組紹介
  全協事務所めぐり 南多摩事務所
  ミニコミ情報 ＩＷＳＣニュースレターから

「伊能ウォーク最終ステージへ」
  読者の広場 再調査の実際と修正／いわき市　下山田藤夫

こくちょう短歌
こくちょう川柳

  その他 クロスワードパズル
間違い探し

2001 No.107 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　河崎広二

  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅱ）不動産の定義・表示登記の登記事項

　民事法情報センター　細田進
  提言 山口県推進協議会定例総会基調講演から／山口県豊田町長　吉本知則
  リポート 土地分類調査の細部調査へのお誘い（4）／参事　庄司浩
  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 愛そして逢いのまち／兵庫県一宮町

歴史が息づく明治維新発祥のまち／山口県萩市
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成13年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　得田啓史
「地籍フェアinながさき」の開催について

  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査と訴訟　（地籍調査と民事訴訟）



  地方専門検討会から 一筆地調査の進め方について／瑞穂町　野﨑保
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  全協インフォメーション（協会だより） 評議員会の開催

顧問会の開催
第2回地方専門検討会
中央工学校で開催
地籍調査専門技術者名簿
地籍主任調査員名簿
地籍主任調査員登録規則の一部改正について

  ニュース 地籍電車でＧＯ！
山手線車内に貸し切りＰＲ広告
“埼玉県北”地籍調査事業担当者
墨田区、当協会区部事務所を視察研修
地籍国際シンポジュウム開催される
盛大に伊能ウォークの元旦晴海通りパレード！

  全協事務所めぐり 地籍調査支援センター
  マスコミ情報 北陸中日新聞・北国新聞

境界線どこ？山間部で難航
  読者の広場 東京都区部における地籍調査推進を考える／文京区　江間孝治

こくちょう短歌
こくちょう川柳

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
クロスワードパズル
間違い探し

2001 No.108 巻頭言 推進に向けてひとつの提案／磐田市長　鈴木望
  特別寄稿 21世紀の日本測量界の話題（つづき）／法政大学名誉教授　大嶋太市

伊能忠敬伝の真実（1）／伊能忠敬研究会　渡邉一郎
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅲ）不動産の表示に関する登記の手続／民事法情報センター　細
  リポート 土地分類調査（細部調査を含む）のテキストをご存知ですか／参事　庄司浩

第13回実務講習会中央工学校で開催
地籍調査専門技術者講習会合格者発表・合格者名簿
地籍調査専門技術者検定試験合格体験記
成果を住民サービスに活用／区部事務所長　飯田千之

  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン 21世紀に生きる町／徳島県鷲敷町
  実務講習会から ＩＴ革命と測量／国土地理院　村上真幸
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介
平成13年度国土調査関係行事
地籍調査専門技術者養成対策事業実施要領の一部改正

  国土調査Ｑ＆Ａ 国有地に係る一筆地調査
  トピックス 内閣総理大臣主催「観桜会」に野島民雄監事が招待される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州／人事異動
  全協インフォメーション（協会だより） 全協人事異動

第40回定例総会・国土調査50周年記念式典の御案内



  全協事務所めぐり 本部（総務部）
  ミニコミ情報 富山県政策情報誌から

平成の今、なぜ地籍調査なのか
  読者の広場 国調雑感／四国愛媛Ｉ．Ｉ

こくちょう短歌
こくちょう川柳

  その他 クロスワードパズル
間違い探し

2001 No.109
50周年特集号

特集　50周年 祝国土調査50周年50周年祝賀パーティー

  講演 日本経済新生の戦略／慶応大学教授　島田晴雄
  トピックス 第2回民間部門地籍調査研修終わる

第2回地籍主任調査員検定試験合格者名簿
土地の日フェアは10月1日

  全協インフォメーション（協会だより） 第40回定例総会
役員紹介

  ファイル 全国国土調査協会機構図地籍調査実施状況
  ニュース 地籍フェア2001inやまぐち
  ニューフェイス 「地籍主任調査員」試験に合格して

2001 No.110
ＧＩＳ特集号

巻頭言 巻頭言／課長　鮫島信行

  特集ＧＩＳ 地理情報システム概説／東京大学教授　清水英範
国土地理院におけるＧＩＳへの取り組み／国土地理院　寺林敏之
開かれた自治体ＧＩＳを目指して／大和市　小林隆
“ｅ－まち　うらやす”の原動力として／浦安市　醍醐恵二
統合型ＧＩＳとは何か／市川市　大場亨
豊中市におけるＧＩＳの活用／豊中市　柳川重信
地籍情報システム構築への挑戦／大三島町　越野純一郎

  特別寄稿 伊能忠敬伝の真実（2）／伊能忠敬研究会　渡邉一郎
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅳ）登記申請書に添付する図面

　民事法情報センター　細田進
  リポート 土地分類調査（細部調査）を実施される市町村の皆様へ／参事　庄司浩
  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン やさしさと活力に満ちた観光文化都市／新潟県村上市
  国土調査Ｑ＆Ａ 22　一筆地調査の外注化
  トピックス 第1回地籍調査のためのＧＩＳ入門講習会
  地方専門検討会から 一筆地調査事業の外注化について／群馬県利根村　藤井隆
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  法務局を訪ねて 那覇地方法務局平良支局
  全協インフォメーション（協会だより） 講師派遣
  ニュース 土地の日フェア華やかに開幕
  全協事務所めぐり 本部（業務部）
  読者の広場 地籍調査に携わって／四国　ＡＳⅡ

こくちょう短歌
こくちょう川柳



  その他 クロスワードパズル
間違い探し

2002 No.111
ＧＩＳ特集号

巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　河崎広二

  特集ＧＩＳ 地図作成の自動化に関する一考察／日本大学教授　高阪宏行
建設分野におけるＧＩＳ／中央工学校　八木信幸

  特別寄稿 ＩＴ革命と自治体／法政大学名誉教授　大嶋太市
伊能忠敬伝の真実（3）／伊能忠敬研究会　渡邉一郎

  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅴ）〔1〕分筆の登記
　民事法情報センター　細田進

  Ｉ　ＬＯＶＥ　マイタウン りんごとワインの里／山形県朝日町
  リポート 関東平野南部・相模川水系上流の利水／参事　庄司浩　ほか1名
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成14年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　森田健児

  国土調査Ｑ＆Ａ 測量法改正と認証請求
  逐条解説 国土調査法逐条解説　第18条
  トピックス 平成13年度「第2回地方専門検討会」　山口県萩市で開催
  地方専門検討会から 地籍管理システム測地成果2000対応について／国土情報開発　長岡和美
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  法務局を訪ねて 東京法務局多摩出張所
  海外地籍研修報告 国土調査海外研修に参加して／豊田町長　吉本知則
  地籍の顔 愛媛県丹原町　渡部英泰

北海道別海町　松壽和広
  全協インフォメーション（協会だより） 評議員会の開催

役員会の開催
顧問会の開催
地籍調査専門技術者登録規則の廃止について
地籍主任調査員名簿

  マスコミ情報 西日本新聞
境界紛争の未然防止「地籍調査」に関心を

  読者の広場 国土調査事業50周年記念海外研修報告／愛媛県重信町　伊賀功
国土調査のルーツを探る／杉本喜吉
こくちょう短歌
こくちょう川柳

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
クロスワードパズル
間違い探し

2002 No.112 巻頭言 国土調査の積極的な推進について／白石市長　川井貞一
  特別寄稿 新しい日本の測地体系／法政大学名誉教授　大嶋太市

伊能忠敬伝の真実（4）／伊能忠敬研究会　渡邉一郎
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅵ）分筆登記申請書の書き方

　民事法情報センター　細田進
世界測地系の施行に向けて／国土地理院測量指導課長　鎌田高造



  リポート 黒部川扇状地・十二貫野を潤す農業用水／参事　庄司浩　ほか1名
  実務講習会から 一筆地調査の留意点について／瑞穂町　野﨑保
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介
平成14年度国土調査関係行事

  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査票の作成
  逐条解説 国土調査法逐条解説　第19条①②③④
  トピックス 山形県国土調査推進協議会発足40周年記念特別事業開催について

宮下創平会長勲一等旭日大授章を受章される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  海外地籍研修報告 ニュージーランド・オーストラリア国国土調査・土地情報システム（1）

　アジア航測　那須充
  地籍の顔 宮城県河北町　生出忠憲
  全協インフォメーション（協会だより） 第14回実務講習会開催される

平成13年度「地籍調査専門技術者養成講習会」合格者発表
平成13年度全協職員講師派遣
全協人事異動

  マスコミ情報 北日本新聞
未実施市町村は検討を

  読者の広場 こくちょう短歌
こくちょう俳句
こくちょう川柳

2002 No.113 巻頭言 国土調査の更なる推進に向けて／次長　加藤孝
  緊急座談会 本年4月「世界測地系」移行

　北海道大学教授　山村悦夫　青森大学教授　見城美枝子
  特別寄稿 ＧＰＳを用いたリアルタイム測量技術について／法政大学名誉教授　大嶋太市

伊能忠敬伝の真実（5）／伊能忠敬研究会　渡邉一郎
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅶ）　区分所有建物と敷地について

　民事法情報センター　細田進
  リポート 港町・神戸の近代上水道をたずねて／参事　庄司浩　ほか1名

筑波山麓ＤＧＰＳ実験報告／国土調査課
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
地籍アドバイザー誕生
人事異動
新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 認証請求の留意点
  逐条解説 国土調査法逐条解説　第19条⑤⑥
  トピックス 第41回定例総会盛大に開催される

秋田県国土調査推進協議会創立40周年記念式典並びに記念講演会開催について
平成14年度｢第1回地方研修会」山形市で開催

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  海外地籍研修報告 ニュージーランド・オーストラリア国国土調査・土地情報システム（2）

　アジア航測　那須充
  地方の声 私の県庁生活38年と地籍調査／和歌山県　亀井睦夫
  地籍の顔 長崎県小値賀町　岡野慶信



  全協インフォメーション（協会だより） 民間部門の「第3回地籍調査研修」終わる
第3回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

  読者の広場 こくちょう俳句
伊予国古地図

2002 No.114 巻頭言 温故知新／課長　鮫島信行
  海外視察レポート ドイツ・フランスの地籍（1）／課長補佐　森田健児
  特別寄稿 固定資産税業務と航空写真及び地図情報化／法政大学名誉教授　大嶋太市
  リポート 東京の水道・大正～昭和初期の近代水道遺産／参事　庄司浩　ほか1名
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成15年度国土調査費概算要求の概要
人事異動
新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍調査と訴訟（訴訟手続）
  逐条解説 国土調査法逐条解説／第20条　第21条
  トピックス 地籍フェア2002inぎふ（その2）
  測量の話 地籍調査作業規程準則及び同運用基準の改正概要
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　北信越　近畿　四国　九州
  地方の声 森林組合を活用した林野境界調査の促進／島根県土木部　佐々田大樹
  地籍の顔 富山県氷見市　戸田勝浩
  全協インフォメーション（協会だより） 第2回地籍調査成果の利活用「ＧＩＳ入門講習会」開催される

旧地籍調査専門技術者登録の登録有効期間について
  読者の広場 こくちょう短歌

熊本県水俣市　前嶋利一
2003 No.115 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　倉林公夫

  海外視察レポート ドイツ・フランスの地籍（2）／課長補佐　森田健児
  特別寄稿 地理情報標準化とは／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 不動産登記法（表示）概論（Ⅷ）〔2〕合筆の登記

　民事法情報センター　細田進
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成15年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　森田健児

  国土調査Ｑ＆Ａ 成果の写し及び記録等の保管
  リポート 知多半島南部の水利用と愛知用水／参事　庄司浩　外1名
  逐条解説 国土調査法逐条解説／第1条　第2条
  トピックス 平成14年度利活用研修会開催概要

平成14年度第2回地方研修会松山市で開催される
地籍フェア2002inぎふ（その2）

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地方の声 大都市における地籍調査／東京都北区　和田陽一
  地籍の顔 広島県三原市　椛山正住



  全協インフォメーション（協会だより） 顧問会の開催
役員会の開催
評議員会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  マスコミ情報 熊日新聞
地籍調査に人員確保して

  読者の広場 “夢の夢”／地籍アドバイザー　伊賀功
こくちょう短歌
熊本県水俣市　前嶋利一

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2003 No.116 巻頭言 市町村合併のうねりのなかで／諫早市長　吉次邦夫
  海外視察レポート イギリス・オーストリアの地籍／課長補佐　大木章一
  特別寄稿 最近の測量界の話題（その1）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 不動産登記法概論（Ⅸ）権利に関する登記／民事法情報センター　細田進
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成15年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 現地調査の立会通知及び立会者
  リポート 流域を越える水／参事　庄司浩　外1名
  トピックス 清野監事「観桜会」に招待される

平成14年度「指導者養成研修会」終わる
「第15回国土調査実務講習会」開催される

  測量の話 測量の基礎
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州／人事異動
  地籍の顔 千葉県千倉町　実方俊之
  全協インフォメーション（協会だより） 平成14年度講師派遣について

地籍調査成果の利活用「ＧＩＳ入門講習会」受講者募集
  読者の広場 こくちょう短歌

熊本県水俣市　前嶋利一
2003 No.117 巻頭言 地籍調査の促進に向けて／次長　北原悦男
  特別寄稿 最近の測量界の話題（その2）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介

  リポート 国土調査のＧＩＳ推進と市町村の利活用／参事　庄司浩
  トピックス 第42回定例総会盛大に開催される

岩手県国土調査推進協議会設立50周年記念式典並びに記念講演について
静岡市において平成15年度「第1回地方研修会」が開催される

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 奈良県室生村　坂本憲司
  全協インフォメーション（協会だより） 平成15年度の民間部門「地籍調査研修」終わる

第4回地籍主任調査員検定試験合格者名簿
地籍調査の専門家「地籍主任調査員」の活用を！



  読者の広場 伊豆諸島最南端「青ヶ島村」の一筆地調査に携わって
　東京公嘱登記協会　杉本喜吉
こくちょう短歌
熊本県水俣市　前嶋利一

2003 No.118 巻頭言 巻頭言／課長　國弘実
  特別寄稿 最近の測量界の話題（その3）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 不動産登記法概論（Ⅹ）公図という図面／民事法情報センター　細田進
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成16年度国土調査費概算要求の概要
人事異動
新任者ご紹介

  リポート 地籍調査のＧＩＳ化と土地分類調査／参事　庄司浩
  トピックス 森林地籍フォーラム

～山の境界が消える～
平成15年度利活用研修会開催概要

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　四国　九州
  地籍の顔 岐阜県加子母村　内木直也
  全協インフォメーション（協会だより） 第3回地籍調査成果の利活用「ＧＩＳ入門講習会」開催される

土地分類調査・水調査成果（電子データ）複写サービスについて
地籍主任調査員を活用していますか
地籍調査研修事業実施要領
地籍主任調査員登録規則

  マスコミ情報 北日本新聞
進まない地籍調査

  読者の広場 こくちょう短歌
熊本県水俣市　前嶋利一

2004 No.119 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　伊藤鎭樹

  特別寄稿 最近の測量界の話題（その4）ＩＴ革命と自治体／法政大学名誉教授　大嶋太市
  トピックス 平成15年度第2回地方研修会熊本市で開催される
  リポート 主要水系調査データの概要と表示例／参事　庄司浩　ほか1名
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成16年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　上口直紀

  国土調査Ｑ＆Ａ 所有者の追跡調査
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　近畿　中国　四国
  地籍の顔 北海道幌延町　足達純也

佐賀県浜玉町　隈本安基
  全協インフォメーション（協会だより） 顧問会の開催

役員会の開催
評議員会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  読者の広場 こくちょう短歌
熊本県水俣市　前嶋利一



  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2004 No.120 巻頭言 地籍調査事業の積極的な推進を願って／蘭越町長　宮谷内留雄
  特別寄稿 ＧＰＳを用いたリアルタイム測量技術について／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 不動産登記法概論（ⅩⅠ）「相続と登記」／民事法情報センター　細田進
  トピックス 静岡県国土調査50周年記念事業｢地籍ハッキリスッキリシンポジウム｣

山上理事「観桜会」に招待される
平成15年度「指導者養成研修会」終わる
「第16回国土調査実務講習会」開催される

  リポート 主要水系調査データの利活用について／参事　庄司浩　外1名
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成16年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介

  国土調査Ｑ＆Ａ 住所不明所有者の土地の調査
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 福島県郡山市　山口公一

徳島県井川町　森下正義
  全協インフォメーション（協会だより） 平成15年度講師派遣について

地籍調査成果の利活用「ＧＩＳ講習会」受講者募集
  読者の広場 旅雑感／地籍アドバイザー　伊賀功

2004 No.121 巻頭言 地籍調査の更なる推進に向けて／次長　日尾野興一
  特別寄稿 固定資産業務における航空写真の利用／法政大学名誉教授　大嶋太市
  トピックス 島根県国土調査50周年記念式典開催される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 東京都瑞穂町　野﨑保／山口県柳井市　岡田秀人
  全協インフォメーション（協会だより） 第43回定例総会盛大に開催される

田辺市において平成16年度「第１回地方研修会」が開催される
平成16年度の民間部門「地籍調査研修」終わる
第5回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

  その他 不動産登記法改正
2004 No.122 巻頭言 国土調査をめぐる情勢について／白石市長　川井貞一
  特別寄稿 国土調査のための写真測量デジタル図化機とその他

　法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 改正不動産登記法の解説／東京法務局　森和雄
  リポート 公図あれこれ＝東京都内23区部＝／東京法務局　梅沢暁夫
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（1）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地方の声 土地分類は“国土資源の持続的発展への基礎情報”（1）

　元和歌山県職員　水本佳伺
  地籍の顔 福井県今庄町　本多智

和歌山県かつらぎ町／木村博昭　北田郁雄　西川義彦



  全協インフォメーション（協会だより） 今後の地籍調査事業の進め方に関する調査結果について
第4回地籍調査成果の利活用「ＧＩＳ講習会」開催される
平成16年度利活用研修会開催概要

2005 No.123 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　小神正志

  特別寄稿 オルソ画像と国土調査／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 法務省・法務局がめざすＡＤＲについて／東京法務局　萩原秀紀

新不動産登記法の主要な改正点について（1）／東京法務局　森和雄
  海外視察レポート オーストラリアの地籍（比較考察）／課長補佐　上口直紀
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（2）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成17年度国土調査関係予算案の概要／課長補佐　上口直紀

  リポート 市町村業務の効率化とコンピュータ（1）／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　九州
  トピックス 熊本県国土調査50周年記念式典開催される

鹿児島県国土調査50周年記念式典開催される
地籍フェア2004inひょうご

  地方の声 土地分類は“国土資源の持続的発展への基礎情報”（2）
　元和歌山県職員　水本佳伺

  全協インフォメーション（協会だより） 平成16年度「第2回地方研修会」が千葉市で開催される
役員会の開催
評議員会の開催
顧問会の開催

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2005 No.124 巻頭言 若い世代にも「こくどちょうさ」教育を／多久市長　横尾俊彦
  特別寄稿 準天頂衛星システムと国土調査／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 新不動産登記法の主要な改正点について（2）／東京法務局　森和雄
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（3）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成17年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介

  リポート 市町村業務の効率化とコンピュータ（2）／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　九州
  トピックス 平成16年度「指導者養成研修会」開催される

「第17回国土調査実務講習会」開催される
  地籍の顔 北海道羽幌町　上田章裕

岐阜県白川町　伊佐治優
  全協インフォメーション（協会だより） 省令及び通達の改正について

平成16年度講師派遣について
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

2005 No.125 巻頭言 国土調査事業の推進に向けて／次長　日尾野興一
  特別寄稿 測位衛星システムの現状と動向（その1）／法政大学名誉教授　大嶋太市



  論説・解説 新不動産登記法の主要な改正点について（3）／新潟地方法務局　森和雄
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（4）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介

  リポート 市町村業務の効率化とコンピュータ（3）／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  トピックス 吉本理事「観桜会」に招待される
  地方の声 地籍調査成果の活用／東京都瑞穂町　野﨑保
  地籍の顔 山形県藤島町　齋藤優
  全協インフォメーション（協会だより） 第44回定例総会盛大に開催される

松本市において平成17年度「第1回地方研修会」が開催される
平成17年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」終わる
第6回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

2005 No.126 巻頭言 国土調査は誰のもの／課長　本間泰造
  特別寄稿 測位衛星システムの現状と動向（その2）／法政大学名誉教授　大嶋太市
  論説・解説 新不動産登記法の主要な改正点について（4）／新潟地方法務局　森和雄
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（5）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介

  リポート 国土調査土地・水関係図書の保管と管理（1）／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  トピックス 地籍フェア2005in Tokyo開催される
  地籍の顔 徳島県つるぎ町　大古正

福岡県嘉穂町　三宅干城
  全協インフォメーション（協会だより） 平成17年度利活用研修会開催される

2006 No.127 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　阿部健

  特別寄稿 六本木ヒルズにおける境界問題／森ビル株式会社　藤巻慎一
最近のＧＰＳの応用例／法政大学名誉教授　大嶋太市

  論説・解説 新不動産登記法の主要な改正点について（5）／新潟地方法務局　森和雄
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（6）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成18年度国土調査関係予算概算決定の概要／課長補佐　沖和尚

  リポート 国土調査土地・水関係図書の保管と管理（2）／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 群馬県中之条町　小池利和

長野県中川村　松村恵介



  全協インフォメーション（協会だより） 平成17年度「第2回地方研修会」が広島市で開催される
役員会の開催
評議員会の開催
顧問会の開催
業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2006 No.128 巻頭言 地籍調査事業の推進について／峰浜村長　芹田正嗣
  特別寄稿 都市再生街区基本調査の意義とその成果の利活用に思う

　東京大学教授　清水英範
  論説・解説 都市再生街区基本調査／課長補佐　遠山明

筆界特定手続について／東京法務局　森和雄
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（7）／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成18年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介

  リポート 国土調査とＧＩＳ効果／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　四国
  トピックス 平成17年度「指導者養成研修会」開催される
  地方の声 富山県氷見市の地籍調査／氷見事務所長　宮城勇
  地籍の顔 愛知県豊田市　永久雄三

島根県益田市　花本国雄
  全協インフォメーション（協会だより） 地籍調査における立会者等を被保険者とする傷害保険について

平成17年度講師派遣について
平成18年度上期（社）全国国土調査協会行事予定
「第18回国土調査実務講習会」開催される

2006 No.129 巻頭言 国土調査事業の推進に向けて／次長　日尾野興一
  特別寄稿 人工衛星測位のこれまで、いま、そしてこれから／日本測量協会　土屋淳
  論説・解説 地籍調査成果を超低コストで有効活用／国土地理院　河瀬和重
  国土調査Ｑ＆Ａ 地籍測量の与点として使用する都市再生街区基本調査による街区基準点／国土調査課
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（8）／部長　國見利夫
  リポート 地籍関連整備状況データを用いたＧＩＳの利活用事例について

　参事　芳賀秀夫
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 北海道沼田町　矢野潔

滋賀県長浜市　金森和善
  全協インフォメーション（協会だより） 第45回定例総会盛大に開催される

平成18年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」終わる
第7回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

2006 No.130 巻頭言 地籍と地価／課長　本間泰造
  特別寄稿 人工衛星測位のこれまで、いま、そしてこれから／日本測量協会　土屋淳
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（9）部長　國見利夫



  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

人事異動
新任者ご紹介

  事例 筆界特定事例（1）
  リポート 山村境界保全事業の取組みについて／参事　芳賀秀夫
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　近畿　中国　九州
  地籍の顔 秋田県横手市　佐藤育三

大分県豊後高田市　新田千代蔵
  全協インフォメーション（協会だより） 「静岡県国土調査協議会設立50周年記念大会」を開催

「地籍フェア2006in静岡」プレイベントを開催
平成18年度第１回地方研修会開催される
地籍調査事業工程管理及び検査業務の委託に関する調査結果について

2007 No.131 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　松原文雄

  特別寄稿 人工衛星測位のこれまで、いま、そしてこれから／日本測量協会　土屋淳
野外で注意すべき危険な生物（1）／自然観察指導員　佐藤仁志

  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（10）部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成19年度国土調査関係予算概算決定の概要／課長補佐　沖和尚
都市部における公図と現況のずれの公表について／課長補佐　大島英司

  リポート 地籍ＧＩＳ活用の実例／参事　庄司浩
平成18年度利活用研修会におけるパネルディスカッション／参事　芳賀秀夫

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　近畿　九州
  トピックス 「地籍フェア2006 in静岡」が開催される

第5回国際地籍シンポジウム開催される
  地籍の顔 長野県御代田町　山本喜久男

徳島県上板町　村上貴則
  地方の声 地籍調査瑞穂町の取り組み方について／東京都瑞穂町　野﨑保
  読者の広場 エッセイ
  全協インフォメーション（協会だより） 平成18年度「第2回地方研修会」が高松市で開催される

役員会・顧問会の開催
評議員会の開催
業務検討会の開催
地籍調査における立会者等を被保険者とする傷害保険について
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2007 No.132 巻頭言 すべてを支える国土調査／沼田町長　西田篤正
  特別寄稿 人工衛星測位のこれまで、いま、そしてこれから／日本測量協会　土屋淳

野外で注意すべき危険な生物（2）／自然観察指導員　佐藤仁志
  論説・解説 筆界特定申請手続き（1）／東京法務局　森和雄
  国土調査Ｑ＆Ａ 都市再生街区基本調査による街区基準点を利用し、地籍図根多角測量を行う場合の測量網図の

記載方法
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（11）／部長　國見利夫



  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

平成19年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介
「都市再生地籍調査事業実施要領」の改正について（通知）

  事例 筆界特定事例（2）（3）
  リポート 地籍調査成果とＧＩＳ事業／参事　庄司浩
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　北信越
  トピックス 平成18年度「指導者養成研修会」開催される
  地籍の顔 埼玉県川越市　今野良敬

島根県津和野町　村上久富
  読者の広場 国土調査の発展を願って／日本国土調査測量協会　山本幸雄
  全協インフォメーション（協会だより） 平成18年度講師派遣について

「第19回国土調査実務講習会」開催される
2007 No.133 巻頭言 国土調査事業の推進に向けて／次長　宮﨑正義
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（1）／奈良大学教授　碓井照子

野外で注意すべき危険な生物（3）／自然観察指導員　佐藤仁志
  論説・解説 筆界特定申請手続き（2）／東京法務局　森和雄
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（12）／部長　國見利夫　参事　境昌義
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介

  事例 筆界特定事例（4）（5）
  リポート ユビキタス社会と地籍調査事業　　ＩＣタグ研究グループによる技術報告書
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  読者の広場 地籍調査雑感／地籍アドバイザー　伊賀功
  全協インフォメーション（協会だより） 第46回定例総会盛大に開催される

地籍調査事故見舞金規程が制定される
地籍情報管理活用システムＦＡＱ（よくある質問と回答）（1）
第1回地方研修会が仙台市で開催される
平成19年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」(第8回・第9回)が実施される
第8回・第9回地籍主任調査員検定試験合格者名簿
モデル事業の現状に関するアンケート結果について

2007 No.134 巻頭言 国土調査の推進／課長　石川佳市
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（2）

　奈良大学教授　碓井照子
野外で注意すべき危険な生物（4）／自然観察指導員　佐藤仁志

  論説・解説 官民境界等先行調査の概要（1）／計画係長　大曲英男
筆界特定申請手続き（3）／東京法務局　森和雄

  国土調査Ｑ＆Ａ マンション敷地の立会通知と立会人／主査　佐藤利弘
  準則逐条解説 地籍測量の準則逐条解説（13）／部長　國見利夫　参事　境昌義
  事例 筆界特定事例（6）
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　近畿　四国　九州
  地籍の顔 青森県弘前市　嵯峨敬勝

和歌山県有田川町　下西隆雄



  全協インフォメーション（協会だより） 地籍情報管理活用システムＦＡＱ（よくある質問と回答）（2）
「地籍フェア2007in愛知」が開催されます

2008 No.135 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　小澤敬市

  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（3）
　奈良大学教授　碓井照子
野外で注意すべき危険な生物（5）／自然観察指導員　佐藤仁志

  論説・解説 官民境界等先行調査の概要（2）／計画係長　大曲英男
  国土調査Ｑ＆Ａ 筆界特定された土地の地籍調査／主査　佐藤利弘
  技術講座 地籍測量の準則逐条解説（14）／部長　國見利夫　参事　境昌義
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成20年度国土調査関係予算概算決定の概要／課長補佐　吉岡崇治

  事例 筆界特定事例（7）
  リポート 平成19年度地方研修会における利活用事例／参事　芳賀秀夫
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　近畿　九州
  地籍の顔 石川県津幡町　高橋一喜

宮崎県高千穂町　飯干譲
  全協インフォメーション（協会だより） 地籍情報管理活用システムＦＡＱ（よくある質問と回答）（3）

「地籍フェア2007in愛知」が開催される
平成19年度地方研修会（利活用）、平成19年度第2回地方研修会の開催
役員会・顧問会の開催
評議員会の開催
業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2008 No.136 巻頭言 期待される地籍調査事業／佐伯市長　西嶋泰義
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（4）

　奈良大学教授　碓井照子
野外で注意すべき危険な生物（6）／自然観察指導員　佐藤仁志

  論説・解説 官民境界等先行調査の概要（3）／計画係長　大曲英男
  国土調査Ｑ＆Ａ 昭和50年代の地籍調査に対する苦情対応／主査　佐藤利弘
  技術講座 地籍測量の準則逐条解説（15）／部長　國見利夫　参事　境昌義
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成20年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介

  事例 筆界特定事例（8）（9）
  トピックス 平成19年度「指導者養成研修会」開催される
  読者の広場 瑞穂町地籍調査事業20年／瑞穂町管財課長　野﨑保
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　東海
  地籍の顔 千葉県南房総市　加瀬正巳

高知県大豊町　都築優二



  全協インフォメーション（協会だより） 平成19年度講師派遣について
平成20年度上期（社）全国国土調査協会行事予定
地籍調査事故見舞金規程の運用状況
「第20回国土調査実務講習会」開催される

2008 No.137 巻頭言 国土調査事業の推進に向けて／次長　宮﨑正義
  特別寄稿 野外で注意すべき危険な生物（7）／自然観察指導員　佐藤仁志
  論説・解説 官民境界等先行調査の概要（4）／計画係長　大曲英男
  技術講座 地籍測量の準則逐条解説（16）／部長　國見利夫　参事　境昌義
  事例 筆界特定事例（10）（11）
  リポート 「都市に座標を」の発刊にあたって／課長補佐　大島英司
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　北信越　東海　近畿　中国　九州
  地籍の顔 北海道標茶町　今敏明

鳥取県大山町　奥田哲
  全協インフォメーション（協会だより） 第47回定例総会盛大に開催される

平成20年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」(第10回)が実施される
第10回地籍主任調査員検定試験合格者名簿
住民基本台帳法及び戸籍法の一部を改正する法律／企画専門員　高橋弥生

2008 No.138 巻頭言 地籍整備促進への取り組み／課長　石川佳市
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（5）

　奈良大学教授　碓井照子
野外で注意すべき危険な生物（8）／自然観察指導員　佐藤仁志

  論説・解説 官民境界等先行調査の概要（5）／計画係長　大曲英男
  技術講座 地籍測量入門（1）／主査　加川亮　部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介
地籍調査作業規程準則運用基準の一部改正について／主査　加川亮

  事例 筆界特定事例（12）
  トピックス 大阪府地籍調査推進協議会設立、長崎県国土調査推進協議会50周年記念事業
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　近畿　中国　九州
  地籍の顔 青森県弘前市　板垣忠則

静岡県伊豆市　高城正人
  全協インフォメーション（協会だより） 測量成果検定機関としての登録される

第1回地方研修会が名古屋市で開催される
2009 No.139 巻頭言 新年のごあいさつ

会長　宮下創平
局長　押田彰

  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（6）
　奈良大学教授　碓井照子
毒キノコ／きのこアドバイザー　七宮清

  技術講座 地籍測量入門（2）／主査　加川亮　部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成21年度国土調査関係予算概算決定の概要／課長補佐　藤田昌邦
都市部及び山村部における地籍整備の促進策について／企画係長　荒川豊
「地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例」の改訂
　主査　加川亮



  事例 筆界特定事例（13）
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東海　九州
  地籍の顔 滋賀県大津市　新野道郎

熊本県球磨村　舟戸光博
  全協インフォメーション（協会だより） 「地籍フェア2008 in新潟」が開催される

平成20年度地方研修会（利活用）、平成20年度第2回地方研修会の開催
役員会・顧問会の開催
評議員会の開催
業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2009 No.140 巻頭言 国土調査事業の促進に向けて／鹿角市長　児玉一
  特別寄稿 一筆地調査について／土地家屋調査士　福永宗雄
  論説・解説 適用する運用基準が変わります！／主査　加川亮
  技術講座 地籍測量入門（3）／主査　加川亮　部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成21年度国土調査関係行事予定
人事異動
新任者ご紹介

  事例 筆界特定事例（14）
  トピックス 平成20年度「指導者養成研修会」開催される
  リポート 測量作業中の道迷い事故／国土地理院山の会ＯＢ　山田明
  地方の声 山から山へ「出会い」／（株）松本コンサルタント　猪木幹雄
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　中国
  地籍の顔 石川県中能登町　升良次

高知県黒潮町　千谷和人
  全協インフォメーション（協会だより） 平成20年度講師派遣について

平成21年度上期（社）全国国土調査協会行事予定
「第21回国土調査実務講習会」開催される
測量成果検定部門は2階に移転します

2009 No.141 巻頭言 次期国土調査事業十箇年計画の策定に向けて／次長　小山信温
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（7）

　奈良大学教授　碓井照子
  技術講座 地籍測量入門（4）／主査　伊藤純一　部長　國見利夫

地籍情報管理活用システムの紹介／参事　芳賀秀夫
  事例 筆界特定事例（15）
  トピックス 地籍調査の由来と近未来（近畿ブロック講演録）／常任理事　小笠原希悦
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　北信越　東海　近畿　中国　九州
  地籍の顔 北海道八雲町　林篤人

東京都品川区　松村彰雄



  全協インフォメーション（協会だより） 第48回定例総会盛大に開催される
役員会の開催
業務検討会の開催
平成21年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」(第11回)が実施される
第11回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

2009 No.142 巻頭言 国土調査の新たな方向／課長　石川佳市
  特別寄稿 一筆地調査について（2）／土地家屋調査士　福永宗雄
  技術講座 地籍測量入門（5）／主査　伊藤純一　部長　國見利夫

進化した地籍情報管理活用システムの紹介（2）／参事　芳賀秀夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
国土調査のあり方に関する検討小委員会報告書

  事例 筆界特定事例（16）
  地方の声 ＤＶＤを活用したケーブルテレビによる広報活動の取り組みについて

　鳥取県　奥羽健司
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 岐阜県恵那市　大嶋慎介

岡山県新見市　吉井龍吾
2010 No.143 巻頭言 ごあいさつ

会長　宮下創平
局長　原田保夫

  特別寄稿 清水流測量秘伝書の解説
　国測協副会長　山本幸雄　元長野県立歴史館　関保男

  技術講座 地籍測量入門（6）／主査　伊藤純一　部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
今後の国土調査の概要について

  事例 筆界特定事例（17）
  リポート 東海ブロック国土調査推進連絡協議会設立50周年記念大会を開催
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　中国　九州
  地籍の顔 青森県五所川原市　松本匡史
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催

評議員会の開催
業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿

  その他 地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内
2010 No.144 巻頭言 国土調査事業の推進に向けて／弟子屈町長　徳永哲雄
  特別寄稿 男爵目賀田種太郎～地籍調査の父～

　農業土木事業協会　専務理事　鮫島信行
一筆地調査について（3）／土地家屋調査士　福永宗雄

  論説・解説 登記所備付地図作成作業とは／秋田地方法務局総務課長　前田幸保
  技術講座 地籍測量入門（7）／主査　伊藤純一　部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律」の概要等
人事異動
新任者ご紹介



  事例 筆界特定事例（18）
  トピックス 平成21年度「指導者養成研修会」開催される

９ブロックで「地籍調査関係施策研修会」実施される
小笠原常任理事「大阪府南河内地域地籍調査講習会」で基調講演を行う

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　東海　四国
  地籍の顔 鹿児島県南大隅町　下大川司
  全協インフォメーション（協会だより） 平成21年度講師派遣について

平成22年度上期（社）全国国土調査協会行事予定
「第22回国土調査実務講習会」開催される

2010 No.145 巻頭言 国土調査事業の推進について／次長　小山信温
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（8）

　奈良大学教授　碓井照子
地押調査と地籍条例案／農業土木事業協会　専務理事　鮫島信行

  技術講座 地籍測量入門（8）／主査　伊藤純一／部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
「第6次国土調査事業十箇年計画」等について
人事異動
新任者ご紹介

  事例 筆界特定事例（19）
  トピックス 国土調査事業功労者表彰等が行われる

2回目の「地籍調査関係施策研修会」が実施される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 新潟県関川村　野沢尚史

愛媛県四国中央市　脇寿司
  全協インフォメーション（協会だより） 第49回定例総会盛大に開催される

役員会の開催
業務検討会の開催
平成22年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」(第12回)が実施される
第12回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

2010 No.146 巻頭言 国土調査の効率的・効果的実施について／課長　角南国隆
  特別寄稿 一筆地調査について（4）／土地家屋調査士　福永宗雄
  技術講座 地籍測量入門（9）／主査　伊藤純一　部長　國見利夫
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
平成23年度国土調査関係予算概算要求の概要
測量成果の地籍整備への活用について
人事異動
新任者ご紹介

  地籍アドバイザーに聞く 地図混乱地区の地籍調査に思う／北見市　中川功
  ようこそ法務局へ 秋田における地図整備／秋田地方法務局　総務課長　前田幸保
  事例 筆界特定事例（20）
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地方の声 多くの仲間たちに支えられて／津幡町　高橋一喜
  地籍の顔 北海道足寄町　若松秀隆

神奈川県川崎市　加藤智志



2011 No.147 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　内田要

  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（9）
　奈良大学教授　碓井照子

  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

平成23年度国土調査関係予算決定の概要／企画官　長嶺行信
人事異動
新任者ご紹介
地籍調査作業規程準則新旧対照表
同運用基準新旧対照表

  地籍アドバイザーに聞く 地籍調査事業のさらなる推進に向けて／水戸市　飯田千之
  ようこそ法務局へ 坂の街「長崎」における地図作成／長崎地方法務局
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　近畿　中国　九州
  地籍の顔 愛知県みよし市　鈴木正徳

岡山県里庄町　渡辺桂司
  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催

評議員会の開催
業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿
地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内

2011 No.148 巻頭言 国土調査事業の推進について／五ヶ瀬町長　飯干辰己
  特別寄稿 土地境界と公図・土地台帳の沿革（1）／公証人　新井克美
  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（1）

　主査　伊藤純一　主査　山村都晴
  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か

ら）
人事異動
新任者ご紹介

  地籍アドバイザーに聞く 地籍アドバイザーの積極的活用を!!／取手市　山地友美
  ようこそ法務局へ なにわの筆界特定・地図づくり／大阪法務局
  事例 筆界特定事例（21）
  トピックス 平成22年度「指導者養成研修会」開催される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　東海　近畿
  地籍の顔 秋田県秋田市　鈴木　仁

兵庫県南あわじ市　和田昌治
  全協インフォメーション（協会だより） 平成22年度講師派遣一覧表

平成23年度上期（社）全国国土調査協会行事予定
「第23回国土調査実務講習会」開催される

2011 No.149　60周
年特集号

巻頭言 国土調査60周年記念行事式辞／会長　宮下創平



  特集　60周年記念 国土調査60周年記念行事盛大に開催される
国土調査60周年を迎えて／局長　内田要　全協役員13名
国土調査この10年の歩み／地籍整備課
全国国土調査協会の由来とその歩み／常任理事　小笠原希悦
国土調査法制定60周年によせて／元国土調査課長　國弘実
地籍調査と私／元和歌山県職員　亀井睦夫
国土調査60周年によせて／元重信町職員　伊賀功
「地籍主任調査員」誕生秘話／元全協職員　横山徹也

  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（10）
　奈良大学教授　碓井照子
土地境界と公図・土地台帳の沿革（2）／公証人　新井克美

  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（2）
　前主査　伊藤純一　主査　石川典彦

  フロム国土調査課（フロム国土庁・国土庁か
ら）

国土交通省土地・建設産業局の組織再編について
平成23年度第１次補正予算の概要について
人事異動
新任者ご紹介

  トピックス 平成23年度「指導者養成研修会」開催される
  地籍調査Ｑ＆Ａ 成年後見人の立会い

地上権の設定されている土地の合筆
標高の求測

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 富山県南砺市　岩滝正義

長崎県平戸市　松本哲朗
  全協インフォメーション（協会だより） 第50回定例総会開催される

役員会の開催
業務検討会の開催
平成23年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」(第13回)が実施される
第13回地籍主任調査員検定試験合格者名簿
全国国土調査協会機構図

2011 No.150 巻頭言 東日本大震災と地籍整備／課長　角南国隆
  特別寄稿 土地境界と公図・土地台帳の沿革（3）／公証人　新井克美
  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（3）／前主査　伊藤純一　主査　石川典
  フロム地籍整備課 平成24年度国土調査関係予算概算要求の概要

人事異動
新任者ご紹介

  ようこそ法務局へ 阿波の国での地図づくり／徳島地方法務局
  地籍アドバイザーに聞く 適切な地籍成果の管理で利活用を促進／徳島市　猪木幹雄
  トピックス 「土地の日フェア2011」において国土調査事業功績者表彰
  地籍調査Ｑ＆Ａ 電子基準点の使用

地籍図根三角測量の省略
Ｃ工程の省略

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  事例 筆界特定事例（22）



  地籍の顔 北海道蘭越町　上野孝治
香川県高松市　鎌田豊

2012 No.151 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　内田要

  特別寄稿 土地境界と公図・土地台帳の沿革（4）／公証人　新井克美
  論説・解説 地籍調査における一筆調査（1）／秋田地方法務局　前田幸保

東北地方太平洋沖地震に伴う座標補正実施要領について
  フロム地籍整備課 平成24年度地籍整備関係予算概算決定の概要
  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（4）

　前主査　伊藤純一　主査　石川典彦　部長　國見利夫
  ようこそ法務局へ とやまの地図整備／富山地方法務局
  地籍アドバイザーに聞く 地籍調査推進に貢献する地籍アドバイザーの役割／芳賀秀夫
  トピックス 全国15会場で「制度運用実務研修会」が実施される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　近畿　九州
  地籍の顔 東京都都市整備局　宇田川哲也

三重県御浜町　西倉啓之
  地籍調査Ｑ＆Ａ 座標補正等の手続及び公示

座標補正等の作業内容
座標補正作業の方法

  全協インフォメーション（協会だより） 役員会の開催
地籍主任調査員セミナーの開催
業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿
地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内

2012 No.152 巻頭言 地籍調査を進めるために／宮古市長　山本正徳
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（11）

　奈良大学教授　碓井照子
土地境界と公図・土地台帳の沿革（5）／公証人　新井克美

  論説・解説 地籍調査における一筆調査（2）／千葉地方法務局　前田幸保
  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（5）

　主査　石川典彦　首席参事　國見利夫
  フロム地籍整備課 人事異動

新任者ご紹介
  ようこそ法務局へ 花のお江戸の地図事情？／東京法務局
  地籍アドバイザーに聞く 阪神淡路大震災時の経験を踏まえて／横山文美
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　東海　近畿
  事例 筆界特定事例（23）
  地籍の顔 岩手県宮古市　西野満

広島県熊野町　平厚志



  全協インフォメーション（協会だより） 「第24回国土調査実務講習会」開催される
平成23年度講師派遣一覧表
平成24年度上期（社）全国国土調査協会行事予定

2012 No.153 巻頭言 地籍整備の推進について／次長　塚本和男
  特別寄稿 土地境界と公図・土地台帳の沿革（6）／公証人　新井克美
  論説・解説 地籍調査における一筆調査（3）／千葉地方法務局　前田幸保
  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（6）

　主査　山口智也　首席参事　國見利夫
  フロム地籍整備課 ２項委託の活用による地籍調査の推進について

人事異動
新任者ご紹介

  ようこそ法務局へ 美し国三重の地図づくり／津地方法務局
  地籍アドバイザーに聞く チョット昔の地籍調査担当者の一人言／山口睦夫
  トピックス 平成24年度「指導者養成研修会」開催される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 京都府農林水産部　西尾吉生

沖縄県企画部土地対策課地籍管理班
  地籍調査Ｑ＆Ａ 取り付け方向に使用する基準点

配点密度の制限
地籍図根多角点の点名
地籍図根多角点の標高の求め方

  全協インフォメーション（協会だより） 第51回定例総会盛大に開催される
国土交通大臣表彰受賞者
全国国土調査協会会長表彰受賞者
役員会の開催
業務検討会の開催
平成24年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」(第14回)が実施される
第14回地籍主任調査員検定試験合格者名簿

2012 No.154 巻頭言 地籍整備の推進について　まずは「説明を尽くす」ことから／課長　佐藤勝彦
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（12）

　奈良大学教授　碓井照子
土地境界と公図・土地台帳の沿革（7）／公証人　新井克美

  論説・解説 地籍調査における一筆調査（4）／千葉地方法務局　前田幸保
  技術講座 地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令等の解説（7）

　主査　山口智也　首席参事　國見利夫
  フロム地籍整備課 平成25年度地籍整備関係予算概算要求の概要
  ようこそ法務局へ 「Hiroshima」の地図整備／広島法務局
  地籍アドバイザーに聞く 石の上にも33年（地籍測量実務者として）／伊藤雅之
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　北信越　東海　近畿　中国　四国　九州
  事例 筆界特定事例（24）
  地籍の顔 富山県高岡市　根塚泉

香川県小豆島町　平間康久



  地籍調査Ｑ＆Ａ 単路線による地籍図根三角点の計算
多角網が分離している場合の計算
GPS法の三次元仮定網平均計算
多角路線の長さ

2013 No.155 巻頭言 新年のごあいさつ
会長　宮下創平
局長　佐々木基

  特別寄稿 土地境界と公図・土地台帳の沿革（8）／公証人　新井克美
  論説・解説 地籍調査における一筆調査（5）／千葉地方法務局　前田幸保
  技術講座 地籍調査事業工程管理及び検査規程等の解説（1）

　主査　山口智也　部長　米溪武次
  フロム地籍整備課 人事異動

新任者ご紹介
  ようこそ法務局へ 「北の国から」地図づくり／旭川地方法務局
  トピックス 平成24年度「制度運用実務研修会」が実施される

「地籍アドバイザー研修会」開催される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　近畿　中国　九州
  地籍の顔 北海道遠軽町　大辻祐一

埼玉県ときがわ町　房野芳充
  地籍調査Ｑ＆Ａ 土地所有者が亡くなった場合の対応

合筆における変更後の住所の表示
個人所有のお堂敷地の地目

  全協インフォメーション（協会だより） 業務検討会の開催
地籍主任調査員名簿
地籍調査専門技術者名簿
地籍調査研修・地籍主任調査員検定試験　受講・受験の募集案内

2013 No.156 巻頭言 更なる地籍の整備に向けて／弟子屈町長　德永哲雄
  特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査（13）

　奈良大学名誉教授　碓井照子
土地境界と公図・土地台帳の沿革（9）／公証人　新井克美

  特集 未着手・休止市町村の解消に向けて
　埼玉県　千葉県　愛知県　京都府　奈良県

  論説・解説 地籍調査における一筆調査（6・完）／大阪法務局　前田幸保
  技術講座 地籍調査事業工程管理及び検査規程等の解説（2）

　主査　山口智也　部長　米溪武次
  フロム地籍整備課 地籍整備経費に関する平成24年度補正予算及び平成25年度予算概算決定の概要

人事異動
新任者ご紹介

  ようこそ法務局へ 東日本大震災からの復興の現状と法務局の役割／仙台法務局
  地籍アドバイザーに聞く 地籍調査で得られた貴重な経験／宮原邦弘
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　関東　東海　近畿



  地籍の顔 静岡県熱海市　森内啓
広島県三次市　大谷直己

  地籍調査Ｑ＆Ａ 境界確定訴訟と一筆地調査
筆界調査における所有者と借り主
赤線、青線の筆界調査
公図にない河川の地籍調査

  全協インフォメーション（協会だより） 「第25回国土調査実務講習会」開催される
平成24年度講師派遣一覧表
平成25年度上期（社）全国国土調査協会行事予定
第1回地籍工程管理研修・地籍工程管理士検定試験　募集案内

2013 No.157 挨拶 会長就任のご挨拶／衆議院議員　金田勝年
  巻頭言 地籍整備の推進について／前次長　塚本和男

公益社団法人への移行と今後の事業展開／副会長兼常任理事　小笠原希悦
  特別寄稿 土地境界と公図・土地台帳の沿革（10）／元公証人　新井克美
  特集 未着手・休止市町村の解消に向けて

　北海道　神奈川県　石川県　福井県　大阪府
  技術講座 地籍調査事業工程管理及び検査規程等の解説（3）

　主査　山口智也　部長　米溪武次
  フロム地籍整備課 国土調査法の一部改正について

人事異動
新任者ご紹介

  ようこそ法務局へ やまとのくにの地図整備／奈良地方法務局
  地籍アドバイザーに聞く 地籍調査実施者による同じ視線からのアドバイス／川野幹彦
  トピックス 平成25年度「指導者養成研修会」開催される
  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　関東　東海　近畿　中国　四国　九州
  地籍の顔 岩手県農林水産部　菊池純子

奈良県五條市　中村幸造
  全協インフォメーション（協会だより） 第52回定時総会盛大に開催される

全国国土調査協会役員名簿
国土交通大臣表彰受賞者
全国国土調査協会会長表彰受賞者
理事会の開催
業務検討会の開催
平成25年度「地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」（第15回）が実施される
第15回地籍主任調査員検定試験　合格者名簿
第1回地籍工程管理研修・地籍工程管理士検定試験　募集案内

2013 No.158 巻頭言 地籍調査の目指すところ
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長　佐藤勝彦

  特別寄稿 境界調査講座　土地の境界と公図・土地台帳の沿革（11）
　元都城公証人役場　公証人　新井克美

  特集 未着手・休止市町村の解消に向けて
　山形県　群馬県　東京都　長野県　静岡県　岐阜県　福岡県



  技術講座 地籍調査事業工程管理及び検査規程等の解説（4）
　一筆地調査（E工程）の工程管理・検査
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課整備推進第一係長　赤間聡

  フロム地籍整備課 平成26年度　地籍整備関係予算　概算要求概要
平成26年度　地籍整備関係予算　概算要求総括表

  ようこそ法務局へ 世界遺産登録を目指すふるさと「ぐんま」の地籍整備
　前橋地方法務局不動産登記部門

  地籍アドバイザーに聞
く

「名は職を表します」　地籍アドバイザー／境　昌義

  ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・関東北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
  地籍の顔 福井県勝山市／中村　俊幸

福岡県田川市／田澤　好晴
  事例 筆界特定事例（25）

2014 No.159 巻頭言 新年のごあいさつ／会長　金田勝年　　　局長　佐々木基
　 　 特別寄稿 境界調査講座　土地の境界と公図・土地台帳の沿革（12）

　元都城公証人役場　公証人　新井　克美
　 　 技術講座 地籍調査事業工程管理及び検査規程等の解説（5）

　一筆地調査（E工程）の工程管理・検査
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課　整備推進第一係長　赤間聡
地籍調査成果関係電子納品要領の改正について
　公益社団法人全国国土調査協会検定部検定専門員　松田真拓

　 　 フロム地籍整備課 地籍整備経費に関する平成24年度補正予算及び平成25年度予算概算決定の概要
人事異動
新任者ご紹介

　 　 ようこそ法務局へ 「加賀の国」の地図整備　金沢地方法務局不動産登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く 「山村部の地籍調査を早急に実施しよう」　　地籍アドバイザー／佐藤　修
　 　 トピックス 地籍を取り巻く内外情勢　小笠原希悦

平成25年度「制度運用実務研修会」が実施される
「地籍アドバイザー研修会」開催される

　 　 ９ブロックニュース
（ブロックだより）

北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・九州

　 　 地籍の顔 北海道北見市／橋本勝弘
徳島県阿波市／坂本仁志

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 理事会の開催
業務検討会の開催
平成25年度　第1回「地籍工程管理研修及び地籍工程管理士検定試験」が実施される。
第1回地籍工程管理士検定試験　合格者名簿
地籍主任調査員登録名簿

2014 No.160 巻頭言 地籍調査の更なる推進について
　九州ブロック国土調査推進協議会長・当協会副会長　河津修司

　 　 特別寄稿 地理空間情報活用推進基本法と都市再生街区基本調査(14)
　奈良大学名誉教授　碓井照子
境界調査講座　土地の境界と公図・土地台帳の沿革(13)
　元都城公証人役場　公証人　新井克美



　 　 特集 「地籍調査の効率化のための取組み」に関する座談会
　 　 技術講座 地籍測量の成果検定について

　協会　検定部長　新田浩
　 　 フロム地籍整備課 地籍整備推進調査費補助金の概要　人事異動　新任者ご紹介
　 　 ようこそ法務局へ 降灰にも負けず・・・　鹿児島地方法務局不動産登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く 「地籍調査の推進は熱意と工夫と根気　地籍アドバイザー/荻田匡嗣
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道・関東・近畿

　 　 地籍の顔 茨城県東茨城郡大洗町　都市建設課/美ノ邊潔
岐阜県加茂郡白川町森林組合　/今井達美

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 「第26回国土調査実務講習会」開催
平成25年度講師派遣一覧表
平成26年度（公社）全国国土調査協会行事予定

2014 No.161 巻頭言 地籍整備の推進について
　　　国土交通省土地・建設産業局次長　江口洋一郎

　 　 特別寄稿 境界調査講座　土地の境界と公図・土地台帳の沿革(14)
　元都城公証人役場　公証人／新井　克美

　 　 技術講座 地籍調査作業規程準則運用基準の一部改定について
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課整備推進第一係長　森田和幸
　協会　検定部長　新田浩

　 　 フロム地籍整備課 国土調査事業十箇年計画の中間見直しについて
　 　 ようこそ法務局へ 朱鷺が舞う米どころ新潟の地図整備　新潟地方法務局不動産登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く 実務経験を生かしたアドバイス　地籍アドバイザー/飯田龍治
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

　 　 地籍の顔 宮城県大崎市　建設部/髙橋栄悦
山口県防府市　産業振興部/伊藤佑

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 平成26年度「制度運用実務研修会」の開催予定
平成26年度「第16回地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験」の実施
第53回定時総会の開催

2014 No.162 巻頭言 第６次国土調査事業十箇年計画の後半を迎えて
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長　大澤祐一

　 　 特別寄稿 境界調査講座　土地の境界と公図・土地台帳の沿革（15・完）
　元都城公証人役場　公証人／新井　克美

　 　 技術講座 地籍調査におけるスマート・サーベイ・プロジェクト
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課　整備推進第一係長　森田和幸
地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例の改定について(1)
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課整備推進第一係長　森田和幸
　協会　検定部長　新田浩



　 　 フロム地籍整備課 人事異動
国土調査のあり方に関する検討小委員会報告書（概要）
国土調査のあり方に関する検討小委員会報告書
国土調査のあり方に関する検討小委員会報告書（平成26年8月21日）を踏まえた地籍整備の推進
に向けた
　国土交通省の今後の主な取組の概要
平成27年度地籍整備関係予算概算要求概要

　 　 ようこそ法務局へ 彩の国（さいのくに）さいたまの地籍整備　さいたま地方法務局不動産登記部門
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

　 　 地籍の顔 和歌山県紀美野町　地籍調査課/塚田勝也
大分県日出町　農林水産課/吉野哲次

2015 No.163 巻頭言 新年のごあいさつ
　会長　金田勝年
　国土交通省土地・建設産業局長　毛利信二

　 　 役員挨拶 全理事・監事
　 　 技術講座 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例の改定について(2)

　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課　整備推進第一係長　森田和幸
　協会　検定部長　新田浩

　 　 フロム地籍整備課 人事異動
　 　 ようこそ法務局へ 都市における地図整備　東京法務局民事行政部不動産登記部門
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
東北・関東・北信越・近畿・中国・九州

　 　 地籍の顔 福井県おおい町／門野幸文
徳島県神山町／山田公彦

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 平成26年「第2回地籍工程管理研修及び地籍工程管理士検定試験」の実施
平成27年度地籍整備関係予算等に関する要望活動の実施
機関誌「国土調査」編集委員会の開催
第12回地籍問題研究会の開催のお知らせ

2015 No.164 巻頭言 地籍調査の推進に向けて
　協会副会長・北海道国土調査推進協議会長・北海道弟子屈町長　德永哲雄

　 　 論説・解説 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
　協会 広報研修部長　外山春男

　 　 技術講座 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例の改定について(3)
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課整備推進第一係長　森田和幸
　協会　検定部長　新田浩

　 　 フロム地籍整備課 人事異動
地籍調査課新任者ご紹介

　 　 ようこそ法務局へ 「神話の国、島根の地籍整備」　松江地方法務局登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く 「柔軟な発想で地籍調査を推進　地籍アドバイザー　佐藤修
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道・関東・近畿・九州

　 　 地籍の顔 北海道紋別郡滝上町　福田秀昭
千葉県南房総市　岡本哲哉



　 　 全協インフォメーション（協会だより） 平成27年度公益社団法人全国国土調査協会の行事予定
平成26年度における講師派遣

2015 No.165 巻頭言 地籍整備の推進について
　　国土交通省土地・建設産業局次長　長谷川博章

　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(1)
　愛媛県における慣習の紹介
　日本土地家屋調査士会連合会　愛媛県土地家屋調査士会会員　岡田潤一郎

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(1)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 コラム地籍測量/電子基準点のみを与点とした地籍図根三角測量について
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課

　 　 フロム地籍整備課 地籍整備行政へのご理解と御協力に感謝申し上げます。
　 　 ようこそ法務局へ 国際都市の玄関口である千葉県の地籍整備　千葉地方法務局登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く 一筆地調査外注の現状と課題　地籍アドバイザー　山地友美
　 　 リポート 第12回地籍問題研究会「地籍調査の現地における実態と課題」の開催

　協会　広報研修部長　外山春男
　 　 地籍の顔 愛知県豊田市　加納浩三

島根県益田市　齋藤晃信
長野県長野市　塚田昌弘

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・中国・九州
　 　 会員市町村紹介コーナ お国自慢(1)　山梨県甲斐市
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地籍工程管理士登録証の様式変更

平成27年度制度運用実務研修会の開催予定
平成27年度第17回地籍調査研修及び地籍主任調査員検定試験の実施
第54回定時総会の開催

2015 No.166 巻頭言 地籍整備の今後について
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長　大澤祐一

　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(2)
　北海道における慣習の紹介
　日本土地家屋調査士会連合会　旭川土地家屋調査士会会員　山谷正幸

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(2)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 コラム地籍測量/電子基準点、三角点等の標高改定に関する地籍測量の対応について
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課

　 　 フロム地籍整備課 平成28年度地籍整備関係予算概算要求概要
　 　 ようこそ法務局へ 復興に貢献する仙台法務局　仙台法務局不動産登記部門
　 　 地籍の顔 福島県会津若松市　松田秀次

滋賀県犬上郡甲良町　瓦崎亜勝一
　 　 地方の声 波及的効果事例(1)　福島県いわき市　大平英典
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・東海・近畿・中国・四国・九州
　 　 会員市町村紹介コーナ お国自慢(2)　秋田県鹿角市

2016 No.167 巻頭言 新年のごあいあつ　会長　金田勝年
新年の御挨拶　　国土交通省土地・建設産業局長　谷脇　暁
役員挨拶　協会理事及び監事



　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(3)
　岐阜県における慣習の紹介
　日本土地家屋調査士会連合会　岐阜県土地家屋調査士会会員　飯沼健悟

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(3)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 コラム地籍測量/地籍調査作業規程準則の一部改訂等について（基本方針）
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課

　 　 ようこそ法務局へ 「ナニワなくとも地図整備」　大阪法務局民事行政部不動産登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く 継続は力なり　小林誠
　 　 地籍の顔 石川県羽昨郡志賀町役場　岩井虎男
　 　 地方の声 波及的効果事例(2)　　　　福島県郡山市　椎根幹夫
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
　 　 会員市町村紹介コーナ お国自慢(3)　　　　　兵庫県赤穂市
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 平成２７年第３回地籍工程管理研修及び地籍工程管理士検定試験の実施

平成２８年度地籍整備関係予算等に関する要望活動の実施
2016 No.168 巻頭言 地籍調査事業の更なる推進に向けて　副会長　宮本明雄
　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(4)

　愛知県における更正図について
　日本土地家屋調査士会連合会　愛知県土地家屋調査士会会員　福永正光

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(4)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 地籍調査作業規程準則等一部改正の解説
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課　整備推進第一係長　森田和幸
　協会　検定部　統括検定員　松田真拓

（コラム地籍測量）地籍調査作業規程準則運用基準の一部改正について
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課

　 　 フロム地籍整備課 地籍整備課人事異動
　 　 ようこそ法務局へ 「未来につなぐ取組」

　広島法務局民事行政部(民事行政調査官室・不動産登記部門）
　 　 地籍アドバイザーに聞く これからの地籍測量を語る　猪木幹雄
　 　 地籍の顔 北海道弟子屈町役場建設課　番場新一郎

高知県吾川郡いの川町本川総合支所産業建設課　川田裕也
　宮崎県宮崎市役所農政部農村整備課　川﨑敏晴

　 　 地方の声 波及的効果事例(3)　　　　山形県天童市経済部農林課　松田誠司
波及的効果事例(4)　　　静岡県袋井市産業環境部農政課　細田雄司

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東
2016 No.169 国土調査65周年 国土調査65周年を迎えて　会長金田勝年

同　国土交通省土地・建設産業局長　谷脇暁
同　全役員
同　国土交通省土地･建設産業局　地籍整備課長　渡辺巧



　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(5)
　三重県における地租改正及び更正地図について
　日本土地家屋調査士会連合会　三重県土地家屋調査士会会員　安田典生

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(5)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 地籍調査作業規程準則等一部改正の解説(2)　　　運用基準一部改正
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課　整備推進第一係長　森田和幸
　協会　検定部　統括検定員　松田真拓

　 　 フロム地籍整備課 地籍整備課人事異動
　 　 ようこそ法務局へ 不動産登記に関する取組　　　横浜地方法務局（総務課・不動産登記部門）
　 　 地籍の顔 栃木県宇都宮市役所建設部道路管理課　小平良久

伊勢市役所都市建設部　宮本晃
長崎県諫早市河床町　地籍調査推進委員　村井庸展

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・関東･北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第55回定時総会　歴代役員　機構図

2016 No.170 巻頭言 地籍整備推進の御礼と今後の取組
　　国土交通省土地･建設産業局　次長　鳩山正仁

　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(6)
　福井県の公図の特徴と公図分類に関する考察－
　日本土地家屋調査士会連合会　福井県土地家屋調査士会会員　青山勉

　 　 技術講座 ものの位置とその測量(6)
　　　公益社団法人全国国土調査協会 調査部参事　平井英明

　 　 フロム地籍整備課 平成29年度地籍整備関係予算概算要求概要
　 　 ようこそ法務局へ リニアと未来に進む地図整備　　　　甲府地方法務局（登記部門）
　 　 地籍アドバイザーに聞く 地籍調査実施者目線からのアドバイス　川野幹彦
　 　 地籍の顔 福島県南会津町役場農林課　渡部洋三

松江市役所都市整備部土地対策課　加島弘康
　 　 地方の声 福島県岩瀬郡天栄村役場税務課　大木茂司

　 　 ９ブロックニュース
（ブロックだより）

北海道・東北･北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 各部直通電話番号　機関誌年間購読　　実務講習会開催予定
2017 No.171 ご挨拶 新年の御挨拶　法務大臣　金田勝年

同　国土交通省土地･建設産業局長　谷脇暁
同　役員

　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(7)
　石川県における慣習の紹介
　日本土地家屋調査士会連合会　石川県土地家屋調査士会会員　大星雅司

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(7)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 コラム地籍測量　地籍調査作業規程準則運用基準（別表）の一部改正について
　国土交通省土地･建設産業局地籍整備課

　 　 地籍アドバイザーに聞く お問い合わせ事案の紹介　岡田真幸



　 　 地籍の顔 兵庫県赤穂市役所建設経済部　維持補修・地籍担当課長　坂本良広
松江市役所都市整備部土地対策課　加島弘康

　 　 ９ブロックニュース
（ブロックだより）

関東・東海・近畿・中国・九州

2017 No.172 巻頭言 地籍整備の推進について　国土交通省土地･建設産業局地籍整備課長　野原弘彦
　 　 特別寄稿 地籍調査を進めます　三重県津市長　前葉康幸

土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(8)
　千葉県における改組図と地押調査図
　日本土地家屋調査士会連合会　千葉県土地家屋調査士会　地図研究会委員　高橋順治

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(8)
　公益社団法人全国国土調査協会 調査部参事　平井英明
地籍調査作業規程準則運用基準一部改正の解説
　（前）国土交通省土地･建設産業局地籍整備課　整備推進第一係長　森田和幸
　公益社団法人全国国土調査協会　調査部次長　松田真拓

　 　 技術講座 コラム地籍測量　地籍調査作業規程準則運用基準（別表）の一部改正について
　国土交通省土地･建設産業局地籍整備課

　 　 フロム地籍整備課 地籍整備課人事異動
　 　 ようこそ法務局へ 高知家の地図整備　高知地方法務局登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く お問い合わせ事案の紹介(2)　松田真拓
　 　 地籍の顔 新潟県南魚沼郡湯沢町　税務町民部税務課　南雲悟

仁淀川町役場池川総合支所　地域振興課国土調査係　大野裕典
　 　 地方の声 地籍調査の波及的効果事例(6)

　福島市農政部農林整備課地籍調査係長　安藤祐二
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道・東北

2017 No.173 巻頭言 地籍調査の重要性を痛感して
　　全協副会長　北海道国土調査推進協議会長　北海道積丹町長　松井秀紀

　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(9)
　滋賀県における事例紹介
　日本土地家屋調査士会連合会　滋賀県土地家屋調査士会研究部長　西村和洋

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(9)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 ようこそ法務局へ 下野国の地図整備　宇都宮地方法務局不動産登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞く お問い合わせ事案の紹介(3)　　　川野幹彦
　 　 地籍の顔 山梨県甲府市役所　建設部まち保全室地籍整備課　山本伸二
　 　 地方の声 地籍調査の波及的効果事例(7)

　長崎県五島市建設水道部管理課地籍調査班係長　北川保
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道・東北･関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 平成29年度制度運用実務研修会の開催予定
第56回定時総会の開催

2017 No.174 巻頭言 地籍調査事業の更なる推進に向けて　副会長（佐賀県伊万里市長）塚部芳和



　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習(10)
　富山県における地租改正の測量
　日本土地家屋調査士会連合会　富山県土地家屋調査士会　業務部長　砂道章

　 　 論説・解説 ものの位置とその測量(10)
　協会 調査部参事　平井英明

　 　 技術講座 コラム地籍測量　地籍調査作業規程準則運用基準（別表）の一部改正について
　国土交通省土地･建設産業局地籍整備課

　 　 フロム地籍整備課 地籍整備課人事異動　平成30年度地籍整備関係予算概算要求概要
　 　 ようこそ法務局へ 名古屋法務局の重点施策の取組
　 　 地籍の顔 鳥取県智頭町役場地籍調査課　岩本茂

岐阜県郡上市役所建設部建設用地課　森文彦
　 　 地方の声 地籍調査の波及的効果事例(8)　鳥取県境港市管理課　地籍調査係長　中嶋重蔵

同(9)　愛媛県大洲市産業経済部農山漁村整備課　課長補佐　大野浩司
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
北海道　東北　東海　近畿　中国　四国　九州

2018 No.175 ご挨拶 新年の御挨拶
　法務大臣　金田勝年
　国土交通省土地･建設産業局長　田村計
　協会　役員

　 　 特別寄稿 土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習（11)
　秋田県における筆界の慣習等について－
　日本土地家屋調査士会連合会　秋田県土地家屋調査士会
　会員　小西淨二　山田榮治

　 　 論説・解説 地籍測量で求まる数値(1)　協会　検定部参事　川本利一
筆界案活用について（その１）　株式会社十日町測量取締役企画部長　佐藤修

　 　 フロム地籍整備課 平成30年度地籍整備関係予算概算決定総括表
　 　 ようこそ法務局へ ヤッショ、マカショ地籍整備　山形地方法務局登記部門
　 　 地籍の顔 青森県むつ市役所建設部用地課　国土調査グループ　角本孝平

京都府京丹後市役所建設部管理課　用地・地籍調査係　田中康智
　 　 地方の声 地籍調査の波及的効果事例(10)

　岩手県金ヶ崎町建設課　課長補佐兼国土調査係長　和賀恒二
　 　 ９ブロックニュース

（ブロックだより）
関東　北信越　東海　近畿　九州

　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地籍調査事業費積算システムの販売のご案内
地籍測量の測量成果検定のご案内

2018 No.176 巻頭言 国土調査事業の一層の推進のために
　協会　常任理事　吉田和彦

　 　 特別寄稿 待ったなし!地籍調査（市長対談）　三重県津市長前葉泰幸
土地の境界を明らかにするための慣習(12)
　鳥取県における原始筆界ができた経緯
　鳥取県土地家屋調査士会　会員　岩﨑孝信

　 　 論説・解説 地籍測量で求まる数値(2)　協会 検定部参事　川本利一
筆界案活用について（その２）　株式会社十日町測量取締役企画部長　佐藤修

　 　 フロム地籍整備課 人事異動



　 　 ようこそ法務局へ うどん県の地図整備　高松法務局民事行政部不動産登記部門
　 　 地籍の顔 佐賀県伊万里市　建設部地籍調査課　池田晃樹
　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道　東北　近畿
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 地籍調査事業費積算システムの販売のご案内

地籍測量の測量成果検定のご案内
2018 No.177 巻頭言 地籍整備の推進について　国土交通省土地･建設産業局地籍整備課長　野原弘彦
　 　 特別寄稿 土地の境界を明らかにするための慣習(13)

　宮崎県における原始筆界ができた経緯
　宮崎県土地家屋調査士会　会員　鎌田隆光

　 　 論説・解説 地籍測量で求まる数値(3)　協会 検定部参事　川本利一
　 　 技術講座 リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアルの制定

　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課
　 　 フロム地籍整備課 人事異動
　 　 ようこそ法務局へ 長野地方法務局不動産登記部門
　 　 地籍アドバイザーに聞

く
①地籍調査完了地区における台風18号による災害の復旧に向けた取組について
　大分県津久見市　川野幹彦
②第三者機関による地籍測量成果の検定制度のメリット
　㈱松本コンサルタント　猪木幹雄

　 　 地籍の顔 愛媛県今治市都市建設部都市計画課地籍調査室　室長兼地籍調査担当係長　蔭山昌和
　 　 地方の声 ①地籍調査の波及的効果事例(11)

　鳥取県岩美郡岩美町税務課　地籍調査係長　中野　智
②地籍調査の波及的効果事例(12)
　長崎県松浦市建設課　国土調査係長　本山勝仁

　 　 ９ブロックニュース（ブロックだより） 関東・東海・近畿・中国・九州
　 　 全協インフォメーション（協会だより） 第５７回定時総会の開催結果

2018 No.178 巻頭言 地籍調査の重要性及び更なる促進
　協会理事・関東ブロック国土調査推進連絡協議会長・千葉県国土調査推進協議会長・千葉県
山武市長　松下浩明

特別寄稿 土地の境界を明らかにするための慣習(14)
　長野県土地家屋調査士会　会員　松本誠吾

論説・解説 地籍測量で求まる数値(完）
　協会　検定部参事　川本利一

技術講座 リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアルの制定
　国土交通省土地・建設産業局地籍整備課

フロム地籍整備課 人事異動
平成31年度地籍整備関係予算概算要求概要

ようこそ法務局へ いで湯と城と文学のまちの地図整備　松山地方法務局不動産登記部門
地籍の顔 ①富山県立山町　建設課用地係　坂本健太

②愛知県岡崎市　都市整備部都市計画課　高木秀太
地方の声 地籍調査の波及的効果事例(13)

　福井県坂井市産業環境部農業振興課地籍調査室主事　佐野雄一
９ブロックニュース（ブロックだより） 北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州
全協インフォメーション（協会だより） 地籍調査事業費積算システムの販売のご案内

地籍測量の測量成果検定のご案内


