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地籍調査における事業計画の
変更手続の廃止等の見直し

令和３年７月１３日
鳥取県
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重点番号29：地籍調査における事業計画の変更手続の廃止等の見直し（鳥取県）



１ 制度の現状
地籍調査に関する計画策定の実務（イメージ）

国土調査
特措法

国土調査法
鳥取県補助金

交付要綱
国負担金等
交付要綱

国

都
道
府
県

市
町
村

【参考】変更に関する規定

①10ヵ年計画
（国）

②10ヵ年計画
（都道府県）

③地籍調査
事業計画

④地籍調査
実施計画

⑤実施計画
（県補助金）

⑥実施計画
（国負担金等）

特措法
3条第7項

事務取扱要領
第28第3項

＜軽微な変更＞
事務取扱要領
第31第3項

規定なし

＜軽微な変更＞
規程なし

＜軽微な変更＞
国交付要綱 第5

＜その他の変更＞
事務取扱要領
第31第1項

＜その他の変更＞
県交付要綱
6条第1項

＜重要な変更＞
国交付要綱
第4第1項

①10ヵ年計画
(法第3条第1項)

②10ヵ年計画
(法第6条の3第1項)

③地籍調査
事業計画(1年)

(法第6条の3第2項)

④地籍調査
実施計画(1年)

(法第6条の4第2項)

⑤実施計画(1年)
(要綱第4条第2項)

⑥実施計画(1年)
(要綱第3）

【提案】 地籍調査事業計画の変更が負担となっていることから、変更手続きを廃止すること

※市町村の計画に変更が生じた場合、事務取扱
要領に基づき③及び国交付要綱に基づき⑥の
変更が必要※

法令

補助金

2

2



２ 支障事例

軽微な変更に関する新たな事務負担

 事務取扱要領に基づく国負担金等の交付額の変更を伴わない軽微な変更（調査地域、調査面積、実施工

程等の変更）については、従来、国への報告は不要であったが、Ｒ２年５月から遅滞なく報告することと
された。

 事業の進度調整等を目的に、軽微な変更は多くの
市町村で毎年数回行われており、その度に生じる
計画の変更、国への報告事務が負担となっている。

重複する変更手続き

 地籍調査事業の進捗に伴い、国負担金等の交付額が変わる場合などは、当然に国負担金等に関
する変更手続きが必要となるが、別途、事務取扱要領に基づく地籍調査事業計画の変更手続きま
で必要となっており、事業計画の変更に関する事務が重複していることから、余分な事務負担が生
じている。

 なお、国にとって関心の高い重要な変更である交付額の
変更については､地籍事業計画ではなく、国負担金等の
変更手続きにおいて、把握が可能と考えられる。

※これらの支障事例は、地籍調査事業計画の記載内容が詳細すぎることも一因と思慮。

単位：回

R2 R元 H30
A県 2 5 3
B県 2 2 1

鳥取県 1 2 1

区分
地籍調査事業計画の変更回数

（軽微な変更を除く）

単位：回

R2 R元 H30
A県 5 4 5
B県 4 3 3

鳥取県 5 4 4

地籍調査事業計画の軽微な変更の回数
区分

※右表は当県の聞き取り結果による。

※右表は当県の聞き取り結果による。
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										単位：回 タンイ カイ										単位：回 タンイ カイ

				区分 クブン		地籍調査事業計画の変更回数
（軽微な変更を除く） チセキチョウサジギョウケイカク ヘンコウカイスウ ケイビ ヘンコウ ノゾ								区分 クブン		地籍調査事業計画の軽微な変更の回数 チセキチョウサジギョウケイカク ケイビ ヘンコウ カイスウ

						R2		R元 モト		H30						R2		R元 モト		H30

				A県 ケン		2		5		3				A県 ケン		5		4		5

				B県 ケン		2		2		1				B県 ケン		4		3		3

				鳥取県 トットリケン		1		2		1				鳥取県 トットリケン		5		4		4
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		【鳥取県依頼】地籍調査事業計画の変更回数に関する調査 トットリケン イライ チセキチョウサジギョウ ケイカク ヘンコウ カイスウ カン チョウサ

		＜依頼内容＞ イライ ナイヨウ

				　各府県における地籍調査事業計画の変更回数（軽微な変更、軽微な変更以外ごと）を以下の赤枠内に御記入ください。

（留意事項）
　○軽微な変更（事務取扱要領第31　第３項に該当する変更）については、令和２年５月から設けられたものですが、現在の規定に基づいた場合に、令和元年及び平成30
　　年に軽微な変更に該当する事例がある場合は、把握可能な範囲でご記入ください。
　○そのため、令和元年と平成30年の回数の回答については、任意とさせていただきます。 カクフケン チセキチョウサジギョウ ケイカク ヘンコウカイスウ ケイビ ヘンコウ ケイビ ヘンコウ イガイ イカ アカワク ナイ ゴキニュウ リュウイジコウ ケイビ ヘンコウ ジムトリアツカイヨウリョウ ダイ ダイ コウ ガイトウ ヘンコウ レイワ ネン ガツ モウ ゲンザイ キテイ モト バアイ レイワ ガンネン オヨ ヘイセイ ネン ケイビ ヘンコウ ガイトウ ジレイ バアイ ハアク カノウ ハンイ キニュウ レイワ ガンネン ヘイセイ ネン カイスウ カイトウ ニンイ



		＜回答欄＞ カイトウラン

																単位：回 タンイ カイ

						地籍調査事業計画の変更回数
（軽微な変更を除く） チセキチョウサジギョウケイカク ヘンコウカイスウ ケイビ ヘンコウ ノゾ						地籍調査事業計画の軽微な変更の回数 チセキチョウサジギョウケイカク ケイビ ヘンコウ カイスウ

						R2		R元 モト		H30		R2		R元（任意） モト ニンイ		H30（任意） ニンイ

				滋賀県 シガケン		2		5		3		5		4		5

				京都府 キョウトフ

				大阪府 オオサカフ

				兵庫県 ヒョウゴケン

				和歌山県 ワカヤマケン

				徳島県 トクシマケン		2		2		1		4		3		3

				鳥取県 トットリケン		1		2		1		5		4		4

				【参考】根拠条文等
◎国土調査法（昭和26年法律第180号）（抄）
（地籍調査に関する都道府県計画等）
第六条の三　都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければ
　ならない。
２　都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。
３～５　（略）

◎国土調査事業事務取扱要領（昭和47年５月１日付け経企土第28号経済企画庁総合開発局長通達）
（事業計画の変更）
第３１　事業計画を変更する場合の手続きについては、法第６条の３第２項から第５項までの規定に準じて行うものとする。
２　（略）
３　第１項の変更において、地籍調査事業負担金の交付額の変更又は社会資本整備総合交付金の都道府県における交付額の変更が生じない場合は、前項の規定にかかわらず、事業計画の変更
　後に遅滞なく国土交通大臣に報告するものとする。当該報告は、別記様式第２７によるものとする。 サンコウ コンキョジョウブン ナド コクドチョウサホウ ショウワ ネン ホウリツ ダイ ゴウ ショウ リャク コクドチョウサジギョウ ジム トリアツカイヨウリョウ ショウワ ネン ガツ ニチ ヅ ジギョウケイカク ヘンコウ ダイ ジギョウケイカク ヘンコウ バアイ テツヅ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ ダイ コウ キテイ ジュン オコナ リャク ダイ コウ ヘンコウ チセキチョウサジギョウ フタンキン コウフガク ヘンコウ マタ シャカイシホンセイビ ソウゴウコウフキン トドウフケン コウフガク ヘンコウ ショウ ゼンコウ キテイ ジギョウケイカク チタイ コクドコウツウダイジン ホウコク トウガイホウコク ベッキヨウシキ ダイ
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３ 提案内容、制度改正による効果

 地籍調査事業計画には、当該年度の調査面積等と併せて、前年度までの実績も記載していると
ころ、年度途中の変更に関する情報を国が把握する必要性は低いと考える。

 国負担金等の交付額の変更を伴うなどの重要な変更は、前述のとおり、国負担金等の交付・変
更手続きにおいて、国は把握が可能。

 なお、軽微な変更については、従来は報告不要とされていたものであるが、報告の義務付けによ
り、地方に新たな事務負担が生じている。

 そもそも、地籍調査事業計画の変更は、事務取扱要領に基づくものであり、法令に基づく手続き
ではない。

地籍調査事業計画の変更手続きについて、
その必要性や国負担金等の交付手続きの実態等を踏まえ、

廃止すること

地籍調査事業計画の変更に要する都道府県・市町村の事務負担の軽減

提案内容

制度改正による効果

4

4



（参考１）各計画の主な記載事項

①10ヵ年計画
（国）

②10ヵ年計画
（都道府県）

③地籍調査
事業計画

④地籍調査
実施計画

⑤実施計画 ⑥実施計画

「国土調査促進
特別措置法
第3条第1項」

「国土調査法
第6条の3第1項」

「国土調査法
第6条の3第2項」

「国土調査法
第6条の4第2項」

「鳥取県国土調
査事業補助金交
付要綱第4条第2

項」

「地籍調査費負
担金交付要綱第

3」

策定主体 国 都道府県 都道府県 市町村 市町村 都道府県

都道府県名 －

市町村名 － ○（要領28） ○（規則３条） ○（国要綱）

字名 － － ○（要領29） ○（要領30） ○（県要綱） ○（国要綱）

調査面積 ○（令６条） ○（令７条） ○（令８条） ○（要領30） ○（県要綱） ○（国要綱）

調査方法 － － ○（令８条） ○（要領30） ○（県要綱） ○（国要綱）

調査対象地
の地形など － － ○（規則３条） － － －

国費の区分 － － ○（要領29） ○（要領30） － －

所要額 － － ○（令８条） ○（要領30） ○（県要綱） ○（国要綱）

※提案実現に合わせて、各計画の記載内容についても見直しが必要と考える 5

5



（参考２）地籍調査事業市町村別進捗

6

第7次
計画

R2 R1 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22
鳥取市 S32 683.06 164.03 24.0% 1.77 1.00 2.76 2.52 2.12 2.10 2.30 2.35 2.87 2.25 2.07
米子市 S35 123.42 46.37 37.6% 0.52 0.88 0.38 0.36 0.18 0.08 0.19 0.63 0.06 0.18 0.09
倉吉市 H3 232.37 44.51 19.2% 0.41 0.20 0.69 0.79 0.35 0.61 0.58 0.44 0.60 0.83 1.12
境港市 H27 26.10 3.20 12.3% 0.27 0.32 0.69 0.34 0.34 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
岩美町 H13 116.99 27.21 23.3% 0.88 1.07 0.86 1.29 0.84 1.42 2.55 2.96 2.46 2.31 1.64
若桜町 H14 145.16 4.98 3.4% 0.17 0.02 0.07 0.00 0.22 0.12 0.22 0.28 0.16 0.11 0.13
智頭町 H5 191.53 87.02 45.4% 4.04 4.78 3.50 4.74 3.46 9.02 2.48 2.64 3.77 2.94 1.58
八頭町 S62 199.02 116.72 58.6% 9.36 6.02 6.35 1.99 4.53 5.46 5.40 5.46 6.20 4.70 3.34
三朝町 H6 190.03 56.60 29.8% 2.40 2.01 3.30 2.83 5.23 4.22 4.12 2.01 3.73 1.09 1.03
湯梨浜町 S32 73.83 64.85 87.8% 2.32 2.82 1.98 1.74 1.47 2.13 2.40 2.51 2.60 2.42 1.43
琴浦町 H2 121.68 52.88 43.5% 0.59 0.18 0.19 0.20 0.93 1.14 1.74 2.54 1.94 1.42 1.71
北栄町 S56 56.77 56.77 100.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H20完了

日吉津村 S51 3.75 3.75 100.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H1完了

大山町 S33 146.15 94.82 64.9% 1.29 0.94 2.29 2.89 2.85 2.78 1.87 1.73 1.13 0.94 0.76
南部町 H5 111.31 38.38 34.5% 0.40 0.40 0.52 0.98 2.22 2.10 2.01 2.08 2.26 2.09 3.15
伯耆町 H5 128.28 32.42 25.3% 0.58 1.23 1.55 1.95 2.37 1.40 1.50 1.01 0.58 0.25 0.39
日南町 H10 315.70 116.74 37.0% 6.33 5.73 1.97 1.72 8.24 10.35 11.26 5.84 7.76 8.27 7.00
日野町 H14 128.50 25.05 19.5% 1.73 3.42 2.66 1.79 3.43 2.90 1.60 0.46 1.13 1.44 0.67
江府町 H11 116.57 17.99 15.4% 0.89 2.32 1.62 2.16 2.28 0.97 0.52 0.17 0.06 0.16 0.05

3,110.22 1,054.29 33.9% 33.95 33.34 31.38 28.29 41.06 47.11 40.74 33.11 37.31 31.40 26.16
33.9% 32.8% 31.7% 30.7% 29.8% 28.5% 27.0% 25.7% 24.6% 23.4% 22.4%

計
年度別累計進捗率

地籍調査事業市町村別進捗（平成22年度～令和2年度）

市町村名
着手
年度

調査対象

面積

（k㎡）
【A】

備　考第6次計画

年度別実施済面積（k㎡）実施済
面積
（k㎡、
R2末）
【B】

市町村
別

進捗率
【B】/【A】
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H22~R2 (3)

				地籍調査事業市町村別進捗（平成22年度～令和2年度） チセキ チョウサ ジギョウ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネン ド レイワ ネンド

				市町村名 シチョウソン メイ		着手年度 チャクシュ ネンド		調査対象
面積
（k㎡）
【A】 チョウサ タイショウ メンセキ		実施済面積　　（k㎡、　　R2末）　　　【B】 ジッシ ズ メンセキ マツ		市町村別
進捗率
【B】/【A】 シチョウ ソン ベツ シンチョクリツ		年度別実施済面積（k㎡） ネンド ベツ ジッシ ズ メンセキ																						備　考 ビコウ

														第7次
計画 ダイ ジ ケイ ガ		第6次計画 ダイ ジ ケイカク

														R2		R1		H30		H29		H28		H27		H26		H25		H24		H23		H22

				鳥取市 トットリシ		S32		683.06		164.03		24.0%		1.77		1.00		2.76		2.52		2.12		2.10		2.30		2.35		2.87		2.25		2.07

				米子市 ヨナゴシ		S35		123.42		46.37		37.6%		0.52		0.88		0.38		0.36		0.18		0.08		0.19		0.63		0.06		0.18		0.09

				倉吉市 クラヨシシ		H3		232.37		44.51		19.2%		0.41		0.20		0.69		0.79		0.35		0.61		0.58		0.44		0.60		0.83		1.12

				境港市 サカイミナトシ		H27		26.10		3.20		12.3%		0.27		0.32		0.69		0.34		0.34		0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				岩美町 イワミマチ		H13		116.99		27.21		23.3%		0.88		1.07		0.86		1.29		0.84		1.42		2.55		2.96		2.46		2.31		1.64

				若桜町 ワカサマチ		H14		145.16		4.98		3.4%		0.17		0.02		0.07		0.00		0.22		0.12		0.22		0.28		0.16		0.11		0.13

				智頭町 チズチョウ		H5		191.53		87.02		45.4%		4.04		4.78		3.50		4.74		3.46		9.02		2.48		2.64		3.77		2.94		1.58

				八頭町 ヤズ チョウ		S62		199.02		116.72		58.6%		9.36		6.02		6.35		1.99		4.53		5.46		5.40		5.46		6.20		4.70		3.34

				三朝町 ミササチョウ		H6		190.03		56.60		29.8%		2.40		2.01		3.30		2.83		5.23		4.22		4.12		2.01		3.73		1.09		1.03

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32		73.83		64.85		87.8%		2.32		2.82		1.98		1.74		1.47		2.13		2.40		2.51		2.60		2.42		1.43

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2		121.68		52.88		43.5%		0.59		0.18		0.19		0.20		0.93		1.14		1.74		2.54		1.94		1.42		1.71

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56		56.77		56.77		100.0%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		H20完了 カンリョウ

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51		3.75		3.75		100.0%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		H1完了 カンリョウ

				大山町 ダイセン チョウ		S33		146.15		94.82		64.9%		1.29		0.94		2.29		2.89		2.85		2.78		1.87		1.73		1.13		0.94		0.76

				南部町 ナベチョウ		H5		111.31		38.38		34.5%		0.40		0.40		0.52		0.98		2.22		2.10		2.01		2.08		2.26		2.09		3.15

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5		128.28		32.42		25.3%		0.58		1.23		1.55		1.95		2.37		1.40		1.50		1.01		0.58		0.25		0.39

				日南町 ニチナンチョウ		H10		315.70		116.74		37.0%		6.33		5.73		1.97		1.72		8.24		10.35		11.26		5.84		7.76		8.27		7.00

				日野町 ヒノ チョウ		H14		128.50		25.05		19.5%		1.73		3.42		2.66		1.79		3.43		2.90		1.60		0.46		1.13		1.44		0.67

				江府町 コウフ チョウ		H11		116.57		17.99		15.4%		0.89		2.32		1.62		2.16		2.28		0.97		0.52		0.17		0.06		0.16		0.05

				計 ケイ				3,110.22		1,054.29		33.9%		33.95		33.34		31.38		28.29		41.06		47.11		40.74		33.11		37.31		31.40		26.16

				年度別累計進捗率 ネンド ベツ										33.9%		32.8%		31.7%		30.7%		29.8%		28.5%		27.0%		25.7%		24.6%		23.4%		22.4%

















































H22~R2 (2)

				地籍調査事業市町村別進捗（平成22年度～令和2年度） チセキ チョウサ ジギョウ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネン ド レイワ ネンド

				市町村名 シチョウソン メイ		着手年度 チャクシュ ネンド		調査対象
面積
（k㎡）
【A】 チョウサ タイショウ メンセキ		実施済面積（k㎡） ジッシ ズ メンセキ																								R2末
進捗率
【B】/【A】 マツ シンチョク リツ		備　考 ビコウ

										R2末累計【B】 マツ ルイケイ		第7次
計画 ダイ ジ ケイ ガ		第6次計画 ダイ ジ ケイカク

												R2		R1		H30		H29		H28		H27		H26		H25		H24		H23		H22

				鳥取市 トットリシ		S32		683.06		164.03		1.77		1.00		2.76		2.52		2.12		2.10		2.30		2.35		2.87		2.25		2.07		24.0%

				米子市 ヨナゴシ		S35		123.42		46.37		0.52		0.88		0.38		0.36		0.18		0.08		0.19		0.63		0.06		0.18		0.09		37.6%

				倉吉市 クラヨシシ		H3		232.37		44.51		0.41		0.20		0.69		0.79		0.35		0.61		0.58		0.44		0.60		0.83		1.12		19.2%

				境港市 サカイミナトシ		H27		26.10		3.20		0.27		0.32		0.69		0.34		0.34		0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.3%

				岩美町 イワミマチ		H13		116.99		27.21		0.88		1.07		0.86		1.29		0.84		1.42		2.55		2.96		2.46		2.31		1.64		23.3%

				若桜町 ワカサマチ		H14		145.16		4.98		0.17		0.02		0.07		0.00		0.22		0.12		0.22		0.28		0.16		0.11		0.13		3.4%

				智頭町 チズチョウ		H5		191.53		87.02		4.04		4.78		3.50		4.74		3.46		9.02		2.48		2.64		3.77		2.94		1.58		45.4%

				八頭町 ヤズ チョウ		S62		199.02		116.72		9.36		6.02		6.35		1.99		4.53		5.46		5.40		5.46		6.20		4.70		3.34		58.6%

				三朝町 ミササチョウ		H6		190.03		56.60		2.40		2.01		3.30		2.83		5.23		4.22		4.12		2.01		3.73		1.09		1.03		29.8%

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32		73.83		64.85		2.32		2.82		1.98		1.74		1.47		2.13		2.40		2.51		2.60		2.42		1.43		87.8%

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2		121.68		52.88		0.59		0.18		0.19		0.20		0.93		1.14		1.74		2.54		1.94		1.42		1.71		43.5%

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56		56.77		56.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.0%		H20完了 カンリョウ

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51		3.75		3.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.0%		H1完了 カンリョウ

				大山町 ダイセン チョウ		S33		146.15		94.82		1.29		0.94		2.29		2.89		2.85		2.78		1.87		1.73		1.13		0.94		0.76		64.9%

				南部町 ナベチョウ		H5		111.31		38.38		0.40		0.40		0.52		0.98		2.22		2.10		2.01		2.08		2.26		2.09		3.15		34.5%

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5		128.28		32.42		0.58		1.23		1.55		1.95		2.37		1.40		1.50		1.01		0.58		0.25		0.39		25.3%

				日南町 ニチナンチョウ		H10		315.70		116.74		6.33		5.73		1.97		1.72		8.24		10.35		11.26		5.84		7.76		8.27		7.00		37.0%

				日野町 ヒノ チョウ		H14		128.50		25.05		1.73		3.42		2.66		1.79		3.43		2.90		1.60		0.46		1.13		1.44		0.67		19.5%

				江府町 コウフ チョウ		H11		116.57		17.99		0.89		2.32		1.62		2.16		2.28		0.97		0.52		0.17		0.06		0.16		0.05		15.4%

				計 ケイ				3,110.22		1,054.29		33.95		33.34		31.38		28.29		41.06		47.11		40.74		33.11		37.31		31.40		26.16		33.9%



















































H22~R2

				地籍調査事業市町村別進捗（平成22年度～令和2年度） チセキ チョウサ ジギョウ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネン ド レイワ ネンド



				（単位：km2） タンイ

				市町村名 シチョウソン メイ		着手年度 チャクシュ ネンド		調査対象面積 チョウサ タイショウ メンセキ		実施面積 ジッシ メンセキ																						備　考 ビコウ

										令和2年度 レイワ		令和元年度 レイワ ガン		平成30年度 ヘイセイ		平成29年度 ヘイセイ		平成28年度 ヘイセイ		平成27年度 ヘイセイ		平成26年度 ヘイセイ		平成25年度 ヘイセイ		平成24年度 ヘイセイ		平成23年度 ヘイセイ		平成22年度 ヘイセイ

				鳥取市 トットリシ		S32		683.06		1.77		2.14		2.76		2.52		2.12		2.10		2.30		2.35		2.87		2.25		2.07

				米子市 ヨナゴシ		S35		123.42		0.52		0.88		0.38		0.36		0.18		0.08		0.19		0.63		0.06		0.18		0.09

				倉吉市 クラヨシシ		H3		232.37		0.41		0.20		0.69		0.79		0.35		0.61		0.58		0.44		0.60		0.83		1.12

				境港市 サカイミナトシ		H27		26.10		0.27		0.32		0.69		0.34		0.34		0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				岩美町 イワミマチ		H13		116.99		0.88		1.07		0.86		1.29		0.84		1.42		2.55		2.96		2.46		2.31		1.64

				若桜町 ワカサマチ		H14		145.16		0.17		0.02		0.07		0.00		0.22		0.12		0.22		0.28		0.16		0.11		0.13

				智頭町 チズチョウ		H5		191.53		4.04		4.78		3.50		4.74		3.46		9.02		2.48		2.64		3.77		2.94		1.58

				八頭町 ヤズ チョウ		S62		199.02		9.36		6.02		6.35		1.99		4.53		5.46		5.40		5.46		6.20		4.70		3.34

				三朝町 ミササチョウ		H6		190.03		2.40		2.01		3.30		2.83		5.23		4.22		4.12		2.01		3.73		1.09		1.03

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32		73.83		2.32		2.82		1.98		1.74		1.47		2.13		2.40		2.51		2.60		2.42		1.43

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2		121.68		0.59		0.18		0.19		0.20		0.93		1.14		1.74		2.54		1.94		1.42		1.71

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56		56.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		H20完了 カンリョウ

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51		3.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		H1完了 カンリョウ

				大山町 ダイセン チョウ		S33		146.15		1.29		0.94		2.29		2.89		2.85		2.78		1.87		1.73		1.13		0.94		0.76

				南部町 ナベチョウ		H5		111.31		0.40		0.40		0.52		0.98		2.22		2.10		2.01		2.08		2.26		2.09		3.15

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5		128.28		0.58		1.23		1.55		1.95		2.37		1.40		1.50		1.01		0.58		0.25		0.39

				日南町 ニチナンチョウ		H10		315.70		6.33		5.73		1.97		1.72		8.24		10.35		11.26		5.84		7.76		8.27		7.00

				日野町 ヒノ チョウ		H14		128.50		1.73		3.42		2.66		1.79		3.43		2.90		1.60		0.46		1.13		1.44		0.67

				江府町 コウフ チョウ		H11		116.57		0.89		2.32		1.62		2.16		2.28		0.97		0.52		0.17		0.06		0.16		0.05

				計 ケイ				3,110.22		33.95		34.48		31.38		28.29		41.06		47.11		40.74		33.11		37.31		31.40		26.16



















































H29末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成29年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２９年度実施面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成28年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成29年度
調査面積
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド チョウサ メンセキ		H29年度末
進捗率
% ネンド マツ シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２８年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２９年度　　　１９条５項指定　面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ メンセキ		平成２９年度 ヘイセイ ネンド		平成３０年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２９年度末まで調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施面積 チセキ チョウサ ジッシ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		132.23		22.61		154.84		2.52		23.0										鳥取市 トットリシ		683.51		132.23		22.61		154.84				2.52		526.15		134.75		22.61		157.36

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		39.43		4.80		44.23		0.36		36.1										米子市 ヨナゴシ		123.42		39.43		4.80		44.23				0.36		78.83		39.79		4.80		44.59

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		31.04		11.38		42.42		0.79		18.5										倉吉市 クラヨシシ		233.38		31.04		11.38		42.42				0.79		190.17		31.83		11.38		43.21

				境港市 サカイミナトシ		H27-		28.82		26.01		0.65		0.83		1.48		0.34		7.0										境港市 サカイミナトシ		26.01		0.65		0.83		1.48				0.34		24.19		0.99		0.83		1.82

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		17.74		5.37		23.11		1.29		20.8										岩美町 イワミマチ		117.05		17.74		5.37		23.11				1.29		92.65		19.03		5.37		24.40

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		2.73		1.99		4.72		0.00		3.3										若桜町 ワカサマチ		144.82		2.73		1.99		4.72				0.00		140.10		2.73		1.99		4.72

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		66.19		3.77		69.96		4.74		39.0										智頭町 チズチョウ		191.38		66.19		3.77		69.96				4.74		116.68		70.93		3.77		74.70

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		87.24		5.76		93.00		1.99		47.7										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		87.24		5.76		93.00				1.99		104.03		89.23		5.76		94.99

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		45.63		0.43		46.06		2.83		26.2										三朝町 ミササチョウ		186.86		45.63		0.43		46.06		0.27		2.83		137.97		48.46		0.70		49.16

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		55.15		0.84		55.99		1.74		78.2										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		55.15		0.84		55.99				1.74		16.10		56.89		0.84		57.73

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		48.11		3.61		51.72		0.20		42.9										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		48.11		3.61		51.72				0.20		69.20		48.31		3.61		51.92

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		74.84		12.57		87.41		2.89		54.9										大山町 ダイセン チョウ		164.47		74.84		12.57		87.41				2.89		74.17		77.73		12.57		90.30

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		35.52		0.56		36.08		0.98		33.3										南部町 ナベチョウ		111.31		35.52		0.56		36.08				0.98		74.25		36.50		0.56		37.06

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		23.47		3.64		27.11		1.95		22.7										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		23.47		3.64		27.11				1.95		99.15		25.42		3.64		29.06

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		90.05		10.94		100.99		1.72		32.5										日南町 ニチナンチョウ		315.70		90.05		10.94		100.99				1.72		212.99		91.77		10.94		102.71

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		14.13		1.32		15.45		1.79		13.5										日野町 ヒノ チョウ		127.83		14.13		1.32		15.45				1.79		110.59		15.92		1.32		17.24

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		7.29		3.71		11.00		2.16		11.4										江府町 コウフ チョウ		115.73		7.29		3.71		11.00				2.16		102.57		9.45		3.71		13.16

				計 ケイ				3,507.29		3,124.38		821.30		105.00		926.30		28.29		30.6										計 ケイ		3,124.38		821.30		105.00		926.30		0.27		28.29		2,169.79		849.59		105.27		954.86

																【H28年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				29.6		】

















































H28末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成28年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２８年度実施面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成27年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成28年度
調査面積
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド チョウサ メンセキ		H28年度末
進捗率
% ネンド マツ シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２７年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２８年度　　　１９条５項指定　面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ メンセキ		平成２８年度 ヘイセイ ネンド		平成２９年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２８年度末まで調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施面積 チセキ チョウサ ジッシ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		130.11		21.81		151.92		2.12		22.5										鳥取市 トットリシ		683.51		130.11		21.81		151.92		0.80		2.12		529.47		132.23		22.61		154.84

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		39.25		4.80		44.05		0.18		35.8										米子市 ヨナゴシ		123.42		39.25		4.80		44.05				0.18		79.19		39.43		4.80		44.23

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		30.69		11.38		42.07		0.35		18.2										倉吉市 クラヨシシ		233.38		30.69		11.38		42.07				0.35		190.96		31.04		11.38		42.42

				境港市 サカイミナトシ		H27-		28.82		26.01		0.31		0.83		1.14		0.34		5.7										境港市 サカイミナトシ		26.01		0.31		0.83		1.14				0.34		24.53		0.65		0.83		1.48

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		16.90		5.37		22.27		0.84		19.7										岩美町 イワミマチ		117.05		16.90		5.37		22.27				0.84		93.94		17.74		5.37		23.11

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		2.51		1.99		4.50		0.22		3.3										若桜町 ワカサマチ		144.82		2.51		1.99		4.50				0.22		140.10		2.73		1.99		4.72

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		62.73		3.77		66.50		3.46		36.6										智頭町 チズチョウ		191.38		62.73		3.77		66.50				3.46		121.42		66.19		3.77		69.96

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		82.71		5.76		88.47		4.53		46.7										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		82.71		5.76		88.47				4.53		106.02		87.24		5.76		93.00

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		40.40		0.43		40.83		5.23		24.6										三朝町 ミササチョウ		186.86		40.40		0.43		40.83				5.23		140.80		45.63		0.43		46.06

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		53.68		0.84		54.52		1.47		75.8										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		53.68		0.84		54.52				1.47		17.84		55.15		0.84		55.99

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		47.18		3.61		50.79		0.93		42.7										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		47.18		3.61		50.79				0.93		69.40		48.11		3.61		51.72

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		71.99		12.57		84.56		2.85		53.1										大山町 ダイセン チョウ		164.47		71.99		12.57		84.56				2.85		77.06		74.84		12.57		87.41

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		33.30		0.56		33.86		2.22		32.4										南部町 ナベチョウ		111.31		33.30		0.56		33.86				2.22		75.23		35.52		0.56		36.08

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		21.10		3.64		24.74		2.37		21.1										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		21.10		3.64		24.74				2.37		101.10		23.47		3.64		27.11

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		81.81		10.94		92.75		8.24		32.0										日南町 ニチナンチョウ		315.70		81.81		10.94		92.75				8.24		214.71		90.05		10.94		100.99

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		10.70		1.32		12.02		3.43		12.1										日野町 ヒノ チョウ		127.83		10.70		1.32		12.02				3.43		112.38		14.13		1.32		15.45

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		5.01		3.71		8.72		2.28		9.5										江府町 コウフ チョウ		115.73		5.01		3.71		8.72				2.28		104.73		7.29		3.71		11.00

				計 ケイ				3,507.29		3,124.38		780.24		104.20		884.44		41.06		29.6										計 ケイ		3,124.38		780.24		104.20		884.44		0.80		41.06		2,198.88		821.30		105.00		926.30

																【H27年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				28.3		】

















































H27末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成27年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２７年度実施面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成26年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成27年度
調査面積
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド チョウサ メンセキ		H27年度末
進捗率
% ネンド マツ シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２６年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２７年度　　　１９条５項指定　面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ メンセキ		平成２７年度 ヘイセイ ネンド		平成２８年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２７年度末まで調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施面積 チセキ チョウサ ジッシ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		128.02		21.80		149.82		2.10		22.2										鳥取市 トットリシ		683.51		128.02		21.80		149.82		0.01

鳥取県庁: 鳥取市幸町
DID　0.01km2		2.09		531.60		130.11		21.81		151.92

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		39.17		4.80		43.97		0.08		35.7										米子市 ヨナゴシ		123.42		39.17		4.80		43.97				0.08		79.37		39.25		4.80		44.05

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		30.08		11.38		41.46		0.61		18.0										倉吉市 クラヨシシ		233.38		30.08		11.38		41.46				0.61		191.31		30.69		11.38		42.07

				境港市 サカイミナトシ		H27-		28.82		26.01		0.00		0.83		0.83		0.31		4.4										境港市 サカイミナトシ		26.01		0.00		0.83		0.83				0.31

鳥取県庁: 国の設置した街区多角点使用のため、C・D工程の換算面積も入れた。		24.87		0.31		0.83		1.14

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		15.48		5.37		20.85		1.42		19.0										岩美町 イワミマチ		117.05		15.48		5.37		20.85				1.42		94.78		16.90		5.37		22.27

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		2.39		1.99		4.38		0.12		3.1										若桜町 ワカサマチ		144.82		2.39		1.99		4.38				0.12		140.32		2.51		1.99		4.50

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		53.71		3.77		57.48		9.02		34.7										智頭町 チズチョウ		191.38		53.71		3.77		57.48				9.02		124.88		62.73		3.77		66.50

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		77.25		5.76		83.01		5.46		44.5										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		77.25		5.76		83.01				5.46		110.55		82.71		5.76		88.47

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		36.18		0.43		36.61		4.22		21.9										三朝町 ミササチョウ		186.86		36.18		0.43		36.61				4.22		146.03		40.40		0.43		40.83

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		51.55		0.84		52.39		2.13		73.8										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		51.55		0.84		52.39				2.13		19.31		53.68		0.84		54.52

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		46.04		3.61		49.65		1.14		41.9										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		46.04		3.61		49.65				1.14		70.33		47.18		3.61		50.79

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		69.21		12.57		81.78		2.78		51.4										大山町 ダイセン チョウ		164.47		69.21		12.57		81.78				2.78		79.91		71.99		12.57		84.56

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		31.20		0.56		31.76		2.10		30.4										南部町 ナベチョウ		111.31		31.20		0.56		31.76				2.10		77.45		33.30		0.56		33.86

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		19.70		3.64		23.34		1.40		19.3										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		19.70		3.64		23.34				1.40		103.47		21.10		3.64		24.74

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		71.46		10.94		82.40		10.35		29.4										日南町 ニチナンチョウ		315.70		71.46		10.94		82.40				10.35		222.95		81.81		10.94		92.75

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		7.80		1.32		9.12		2.90		9.4										日野町 ヒノ チョウ		127.83		7.80		1.32		9.12				2.90		115.81		10.70		1.32		12.02

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		4.04		3.71		7.75		0.97		7.5										江府町 コウフ チョウ		115.73		4.04		3.71		7.75				0.97		107.01		5.01		3.71		8.72

				計 ケイ				3,507.29		3,124.38		733.14		104.19		837.33		47.11		28.3										計 ケイ		3,124.38		733.14		104.19		837.33		0.01		47.10		2,239.95		780.24		104.20		884.44

																【H26年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				26.8		】

















































H26末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成26年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２６年度実施予定面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ ヨテイ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成25年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成26年度
調査面積
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド チョウサ メンセキ		H26年度末
進捗率
% ネンド マツ シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２５年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２６年度　　　１９条５項指定　面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ メンセキ		平成２６年度 ヘイセイ ネンド		平成２７年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２６年度末まで調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施面積 チセキ チョウサ ジッシ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		125.72		21.79		147.51		2.30		21.9										鳥取市 トットリシ		683.51		125.72		21.79		147.51		0.01		2.30		533.70		128.02		21.80		149.82

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		38.98		4.80		43.78		0.19		35.6										米子市 ヨナゴシ		123.42		38.98		4.80		43.78				0.19		79.45		39.17		4.80		43.97

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		29.50		11.38		40.88		0.58		17.8										倉吉市 クラヨシシ		233.38		29.50		11.38		40.88				0.58		191.92		30.08		11.38		41.46

				境港市 サカイミナトシ		H27-		28.82		26.01		0.00		0.83		0.83		0.00		3.2										境港市 サカイミナトシ		26.01		0.00		0.83		0.83				0.00		25.18		0.00		0.83		0.83

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		12.93		5.37		18.30		2.55		17.8										岩美町 イワミマチ		117.05		12.93		5.37		18.30				2.55		96.20		15.48		5.37		20.85

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		2.17		1.99		4.16		0.22		3.0										若桜町 ワカサマチ		144.82		2.17		1.99		4.16				0.22		140.44		2.39		1.99		4.38

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		51.23		3.77		55.00		2.48		30.0										智頭町 チズチョウ		191.38		51.23		3.77		55.00				2.48		133.90		53.71		3.77		57.48

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		71.85		5.76		77.61		5.40		41.7										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		71.85		5.76		77.61				5.40		116.01		77.25		5.76		83.01

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		32.06		0.43		32.49		4.12		19.6										三朝町 ミササチョウ		186.86		32.06		0.43		32.49				4.12		150.25		36.18		0.43		36.61

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		49.15		0.84		49.99		2.40		71.0										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		49.15		0.84		49.99				2.40		21.44		51.55		0.84		52.39

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		44.30		3.61		47.91		1.74		41.0										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		44.30		3.61		47.91				1.74		71.47		46.04		3.61		49.65

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		67.34		12.57		79.91		1.87		49.7										大山町 ダイセン チョウ		164.47		67.34		12.57		79.91				1.87		82.69		69.21		12.57		81.78

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		29.19		0.56		29.75		2.01		28.5										南部町 ナベチョウ		111.31		29.19		0.56		29.75				2.01		79.55		31.20		0.56		31.76

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		18.20		3.64		21.84		1.50		18.2										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		18.20		3.64		21.84				1.50		104.87		19.70		3.64		23.34

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		60.20		10.94		71.14		11.26		26.1										日南町 ニチナンチョウ		315.70		60.20		10.94		71.14				11.26		233.30		71.46		10.94		82.40

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		6.20		1.32		7.52		1.60		7.1										日野町 ヒノ チョウ		127.83		6.20		1.32		7.52				1.60		118.71		7.80		1.32		9.12

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		3.52		3.71		7.23		0.52		6.7										江府町 コウフ チョウ		115.73		3.52		3.71		7.23				0.52		107.98		4.04		3.71		7.75

				計 ケイ				3,507.29		3,124.38		692.40		104.18		796.58		40.74		26.8										計 ケイ		3,124.38		692.40		104.18		796.58		0.01		40.74		2,287.06		733.14		104.19		837.33

																【H25年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				25.5		】

















































H25末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成25年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２５年度実施予定面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ ヨテイ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成24年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成25年度
調査面積
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド チョウサ メンセキ		H25年度末
進捗率
% ネンド マツ シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２４年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２５年度　　　１９条５項指定　面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ メンセキ		平成２５年度 ヘイセイ ネンド		平成２６年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２５年度末まで調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施面積 チセキ チョウサ ジッシ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		123.37		21.79		145.16		2.35		21.6										鳥取市 トットリシ		683.51		123.37		21.79		145.16				2.35		536.00		125.72		21.79		147.51

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		38.35		4.80		43.15		0.63		35.5										米子市 ヨナゴシ		123.42		38.35		4.80		43.15				0.63		79.64		38.98		4.80		43.78

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		29.06		11.38		40.44		0.44		17.5										倉吉市 クラヨシシ		233.38		29.06		11.38		40.44				0.44		192.50		29.50		11.38		40.88

				境港市 サカイミナトシ				28.82		26.01		0.00		0.83		0.83		0.00		3.2		未着手 ミチャクシュ								境港市 サカイミナトシ		26.01		0.00		0.83		0.83				0.00		25.18		0.00		0.83		0.83

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		10.04		5.30		15.34		2.96		15.6										岩美町 イワミマチ		117.05		10.04		5.30		15.34		0.07		2.89		98.82		12.93		5.37		18.30

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		1.89		1.99		3.88		0.28		2.9										若桜町 ワカサマチ		144.82		1.89		1.99		3.88				0.28		140.66		2.17		1.99		4.16

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		48.59		3.77		52.36		2.64		28.7										智頭町 チズチョウ		191.38		48.59		3.77		52.36				2.64		136.38		51.23		3.77		55.00

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		66.39		5.76		72.15		5.46		39.0										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		66.39		5.76		72.15				5.46		121.41		71.85		5.76		77.61

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		30.05		0.43		30.48		2.01		17.4										三朝町 ミササチョウ		186.86		30.05		0.43		30.48				2.01		154.37		32.06		0.43		32.49

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		46.64		0.84		47.48		2.51		67.7										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		46.64		0.84		47.48				2.51		23.84		49.15		0.84		49.99

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		41.76		3.61		45.37		2.54		39.6										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		41.76		3.61		45.37				2.54		73.21		44.30		3.61		47.91

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		65.61		12.57		78.18		1.73		48.6										大山町 ダイセン チョウ		164.47		65.61		12.57		78.18				1.73		84.56		67.34		12.57		79.91

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		27.11		0.56		27.67		2.08		26.7										南部町 ナベチョウ		111.31		27.11		0.56		27.67				2.08		81.56		29.19		0.56		29.75

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		17.19		3.64		20.83		1.01		17.0										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		17.19		3.64		20.83				1.01		106.37		18.20		3.64		21.84

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		54.36		10.94		65.30		5.84		22.5										日南町 ニチナンチョウ		315.70		54.36		10.94		65.30				5.84		244.56		60.20		10.94		71.14

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		5.74		1.32		7.06		0.46		5.9										日野町 ヒノ チョウ		127.83		5.74		1.32		7.06				0.46		120.31		6.20		1.32		7.52

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		3.48		3.58		7.06		0.17		6.2										江府町 コウフ チョウ		115.73		3.48		3.58		7.06		0.13		0.04		108.63		3.52		3.71		7.23

				計 ケイ				3,507.29		3,124.38		659.49		103.98		763.47		33.11		25.5										計 ケイ		3,124.38		659.49		103.98		763.47		0.20		32.91		2,328.00		692.40		104.18		796.58

																【H24年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				24.4		】















































市町村別事業進捗（平成25年度末）
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H24末

				地籍調査市町村別事業進捗見込み（平成2４年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ミコ ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２４年度実績面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッセキ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成24年度末までの調査済面積(見込) ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ ミコ						平成24年度
実施見込み
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド ジッシ ミコ		進捗率
% シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２３年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２４年度　　　１９条５項指定　予定面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ ヨテイ メンセキ		平成２４年度 ヘイセイ ネンド		平成２４年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２４年度末まで調査済面積（見込） ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ ミコミ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施予定面積 チセキ チョウサ ジッシ ヨテイ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		123.37		21.79		145.16		2.87		21.2										鳥取市 トットリシ		683.51		120.50		21.36		141.32		0.43		2.87		539.32		123.37		21.79		145.16

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		38.35		4.80		43.15		0.06		35.0										米子市 ヨナゴシ		123.42		38.29		4.80		43.09				0.06		80.27		38.35		4.80		43.15

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		29.06		11.38		40.44		0.60		17.3										倉吉市 クラヨシシ		233.38		28.46		11.38		39.69				0.60		193.09		29.06		11.38		40.44

				境港市 サカイミナトシ				28.79		25.98		0.00		0.83		0.83		0.00		3.2		未着手 ミチャクシュ								境港市 サカイミナトシ		25.98		0.00		0.83		0.83				0.00		25.15		0.00		0.83		0.83

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		10.04		5.30		15.34		2.46		13.1										岩美町 イワミマチ		117.05		7.58		5.30		12.00				2.46		102.59		10.04		5.30		15.34

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		1.89		1.99		3.88		0.16		2.7										若桜町 ワカサマチ		144.82		1.73		1.99		3.72				0.16		140.94		1.89		1.99		3.88

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		48.59		3.77		52.36		3.77		27.4										智頭町 チズチョウ		191.38		44.82		3.77		47.34				3.77		140.27		48.59		3.77		52.36

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		66.39		5.76		72.15		6.20		36.3										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		60.19		5.76		65.88				6.20		126.94		66.39		5.76		72.15

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		30.05		0.43		30.48		3.73		16.3										三朝町 ミササチョウ		186.86		26.32		0.43		26.75				3.73		156.38		30.05		0.43		30.48

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		46.64		0.84		47.48		2.60		64.3										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		44.04		0.84		44.74				2.60		26.49		46.64		0.84		47.48

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		41.76		3.61		45.37		1.94		37.5										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		39.82		3.61		43.42				1.94		75.76		41.76		3.61		45.37

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		65.61		12.57		78.18		1.13		47.5										大山町 ダイセン チョウ		164.47		64.48		12.57		77.05				1.13		86.29		65.61		12.57		78.18

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		27.11		0.56		27.67		2.26		24.9										南部町 ナベチョウ		111.31		24.85		0.56		25.38				2.26		83.67		27.11		0.56		27.67

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		17.19		3.64		20.83		0.58		16.2										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		16.61		3.64		20.25				0.58		107.38		17.19		3.64		20.83

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		54.36		10.94		65.30		7.76		20.7										日南町 ニチナンチョウ		315.70		46.60		10.94		57.76				7.76		250.18		54.36		10.94		65.30

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		5.74		1.32		7.06		1.13		5.5										日野町 ヒノ チョウ		127.83		4.61		1.32		5.95				1.13		120.75		5.74		1.32		7.06

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		3.48		3.58		7.06		0.06		6.1										江府町 コウフ チョウ		115.73		3.42		3.58		6.88				0.06		108.79		3.48		3.58		7.06

				計 ケイ				3,507.26		3,124.35		659.49		103.98		763.47		37.31		24.4										計 ケイ		3,124.35		622.18		103.55		722.78		0.43		37.31		2,364.26		659.49		103.98		763.47

																【H23年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				23.2		】

















































H23末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成2３年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																																地籍調査市町村別進捗【平成２３年度実施予定面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ ヨテイ メンセキ

																																																　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成23年度末までの調査済面積(見込) ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ ミコ						平成23年度実施 ヘイセイ ネンド ジッシ				進捗率
% シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２２年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２３年度　　　１９条５項指定　予定面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ ヨテイ メンセキ		平成２３年度 ヘイセイ ネンド		平成２３年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２３年度末まで調査済面積（見込） ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ ミコミ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ		地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ																地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施予定面積 チセキ チョウサ ジッシ ヨテイ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		120.50		21.36		141.86		1.71		0.54		20.8										鳥取市 トットリシ		683.51		118.79		20.82		139.61		0.54		1.71		542.19		120.50		21.36		141.86

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		38.29		4.80		43.09		0.18		0.00		34.9										米子市 ヨナゴシ		123.42		38.11		4.80		42.91				0.18		80.33		38.29		4.80		43.09

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		28.43		11.38		39.81		0.68		0.15		17.1										倉吉市 クラヨシシ		233.38		27.75		11.23		38.98		0.15		0.68		193.72		28.43		11.38		39.81

				境港市 サカイミナトシ				28.79		25.98		0.00		0.83		0.83		0.00		0.00		3.2		未着手 ミチャクシュ								境港市 サカイミナトシ		25.98		0.00		0.83		0.83				0.00		25.15		0.00		0.83		0.83

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		7.58		5.30		12.88		1.43		0.88		11.0										岩美町 イワミマチ		117.05		6.15		4.42		10.57		0.88		1.43		105.05		7.58		5.30		12.88

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		1.73		1.99		3.72		0.11		0.00		2.6										若桜町 ワカサマチ		144.82		1.62		1.99		3.61				0.11		141.10		1.73		1.99		3.72

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		43.61		3.77		47.38		2.90		0.04		24.8										智頭町 チズチョウ		191.38		40.71		3.73		44.44		0.04		2.90		144.04		43.61		3.77		47.38

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		60.73		5.76		66.49		4.63		0.07		33.4										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		56.10		5.69		61.79		0.07		4.63		132.60		60.73		5.76		66.49

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		26.32		0.43		26.75		1.09		0.00		14.3										三朝町 ミササチョウ		186.86		25.23		0.43		25.66				1.09		160.11		26.32		0.43		26.75

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		44.04		0.84		44.88		2.28		0.14		60.8										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		41.76		0.70		42.46		0.14		2.28		29.09		44.04		0.84		44.88

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		39.82		3.61		43.43		1.41		0.01		35.9										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		38.41		3.60		42.01		0.01		1.41		77.70		39.82		3.61		43.43

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		64.48		12.57		77.05		0.94		0.00		46.8										大山町 ダイセン チョウ		164.47		63.54		12.57		76.11				0.94		87.42		64.48		12.57		77.05

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		24.85		0.56		25.41		2.06		0.03		22.8										南部町 ナベチョウ		111.31		22.79		0.53		23.32		0.03		2.06		85.93		24.85		0.56		25.41

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		16.61		3.64		20.25		0.25		0.00		15.8										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		16.36		3.64		20.00				0.25		107.96		16.61		3.64		20.25

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		46.60		11.16		57.76		8.27		0.00		18.3										日南町 ニチナンチョウ		315.70		38.33		11.16		49.49				8.27		257.94		46.60		11.16		57.76

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		4.63		1.32		5.95		1.44		0.00		4.7										日野町 ヒノ チョウ		127.83		3.19		1.32		4.51				1.44		121.88		4.63		1.32		5.95

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		3.42		3.58		7.00		0.04		0.12		6.0										江府町 コウフ チョウ		115.73		3.38		3.46		6.84		0.12		0.04		108.85		3.42		3.58		7.00

				計 ケイ				3,507.26		3,124.35		621.50		103.77		725.27		29.42		1.98		23.2										計 ケイ		3,124.35		592.08		101.79		693.87		1.98		29.42		2,401.06		621.50		103.77		725.27

																【H22年度末進捗 ネンド マツ シンチョク						22.2		】

















































H22末

				地籍調査市町村別事業進捗（平成22年度末） チセキ チョウサ シチョウソン ベツ ジギョウ シンチョク ヘイセイ ネンド マツ

																														地籍調査市町村別進捗【平成２１年度実施予定面積】 チセキ チョウサ シチョウソン ベツ シンチョク ヘイセイ ネンド ジッシ ヨテイ メンセキ

																																														　　　　　　　　　　　　　　　　すべて換算面積 カンザン メンセキ

				市町村名 シチョウソン メイ		実施年度 ジッシ ネンド		市町村　　全体面積 
ｋ㎡ シチョウソン ゼンタイ メンセキ		要調査　　面積
 ｋ㎡ ヨウ チョウサ メンセキ		平成22年度末までの調査済面積(見込) ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ ミコ						平成22年度
実績
ｋ㎡ ヘイセイ ネンド ジッセキ		進捗率
% シンチョク リツ		備　考 ビコウ								市町村名 シチョウソン メイ		要調査面積    km2 ヨウ チョウサ メンセキ		平成２１年度末までの調査済面積 ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ス メンセキ						平成２２年度　　　１９条５項指定　予定面積 ヘイセイ ネンド ジョウ コウ シテイ ヨテイ メンセキ		平成２２年度 ヘイセイ ネンド		平成２２年度　　   当初　　　　       【未実施面積】 ヘイセイ ネンド トウショ ミジッシ メンセキ		平成２２年度末まで調査済面積（見込） ヘイセイ ネンド マツ チョウサ ズ メンセキ ミコミ

												地籍調査　　　　　面積ｋ㎡　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積ｋ㎡ ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ																		地籍調査　　　　　　　面積km2　　 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定    面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ				地籍調査        実施予定面積 チセキ チョウサ ジッシ ヨテイ メンセキ				地籍調査面積 チセキ チョウサ メンセキ		19条5項指定面積km2 ジョウ コウ シテイ メンセキ		計 ケイ

				鳥取市 トットリシ		S32-		765.66		683.51		119.25		20.82		140.07		2.07		20.5										鳥取市 トットリシ		683.51		117.18		20.82		138.00				2.07		543.44		119.25		20.82		140.07

				米子市 ヨナゴシ		S35-		132.21		123.42		38.06		4.80		42.86		0.09		34.7										米子市 ヨナゴシ		123.42		37.97		4.80		42.77				0.09		80.56		38.06		4.80		42.86

				倉吉市 クラヨシシ		H3-		272.15		233.38		27.75		11.23		38.98		1.12		16.7										倉吉市 クラヨシシ		233.38		26.63		11.23		37.86				1.12		194.40		27.75		11.23		38.98

				境港市 サカイミナトシ				28.79		25.98		0.00		0.83		0.83		0.00		3.2		未着手 ミチャクシュ								境港市 サカイミナトシ		25.98		0.00		0.83		0.83				0.00		25.15		0.00		0.83		0.83

				岩美町 イワミマチ		H13-		122.38		117.05		6.17		4.42		10.59		1.64		9.0										岩美町 イワミマチ		117.05		4.53		4.42		8.95				1.64		106.46		6.17		4.42		10.59

				若桜町 ワカサマチ		H14-		199.31		144.82		1.62		1.99		3.61		0.13		2.5										若桜町 ワカサマチ		144.82		1.49		1.99		3.48				0.13		141.21		1.62		1.99		3.61

				智頭町 チズチョウ		H5-		224.61		191.38		40.71		3.73		44.44		1.58		23.2										智頭町 チズチョウ		191.38		39.13		3.73		42.86				1.58		146.94		40.71		3.73		44.44

				八頭町 ヤズ チョウ		S62-		206.71		199.02		56.10		5.69		61.79		3.34		31.0										八頭町 ヤズ チョウ		199.02		52.76		5.69		58.45				3.34		137.23		56.10		5.69		61.79

				三朝町 ミササチョウ		H6-		233.46		186.86		25.23		0.43		25.66		1.03		13.7										三朝町 ミササチョウ		186.86		24.20		0.43		24.63				1.03		161.20		25.23		0.43		25.66

				湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		S32-		77.95		73.83		41.76		0.70		42.46		1.43		57.5										湯梨浜町 ユ リ ハマ チョウ		73.83		40.33		0.70		41.03				1.43		31.37		41.76		0.70		42.46

				琴浦町 コトウラ チョウ		H2-		139.90		121.12		38.41		3.60		42.01		1.71		34.7										琴浦町 コトウラ チョウ		121.12		36.70		3.60		40.30				1.71		79.11		38.41		3.60		42.01

				北栄町 ホクエイ チョウ		S56-H20		57.15		56.98		46.11		10.87		56.98		0.00		100.0		完了 カンリョウ								北栄町 ホクエイチョウ		56.98		46.11		10.87		56.98				0.00		0.00		46.11		10.87		56.98

				日吉津村 ヒ ヨシ ツ ソン		S51-H1		4.16		3.75		3.75		0.00		3.75		0.00		100.0		完了 カンリョウ								日吉津村 ヒ ヨシ ヅ ソン		3.75		3.75		0.00		3.75				0.00		0.00		3.75		0.00		3.75

				大山町 ダイセン チョウ		S33-		189.79		164.47		61.61		12.57		74.18		0.76		45.1										大山町 ダイセン チョウ		164.47		60.85		12.57		73.42				0.76		90.29		61.61		12.57		74.18

				南部町 ナベチョウ		H5-		114.03		111.31		22.76		0.53		23.29		3.15		20.9										南部町 ナベチョウ		111.31		19.61		0.53		20.14				3.15		88.02		22.76		0.53		23.29

				伯耆町 ホウキ チョウ		H5-		139.45		128.21		16.36		3.64		20.00		0.39		15.6										伯耆町 ホウキ チョウ		128.21		15.97		3.64		19.61				0.39		108.21		16.36		3.64		20.00

				日南町 ニチナンチョウ		H10-		340.87		315.70		38.33		11.16		49.49		7.00		15.7										日南町 ニチナンチョウ		315.70		31.33		11.16		42.49				7.00		266.21		38.33		11.16		49.49

				日野町 ヒノ チョウ		H14-		134.02		127.83		3.19		1.32		4.51		0.67		3.5										日野町 ヒノ チョウ		127.83		2.52		1.32		3.84				0.67		123.32		3.19		1.32		4.51

				江府町 コウフ チョウ		H11-		124.66		115.73		3.38		3.46		6.84		0.05		5.9										江府町 コウフ チョウ		115.73		3.33		3.46		6.79				0.05		108.89		3.38		3.46		6.84

				計 ケイ				3,507.26		3,124.35		590.55		101.79		692.34		26.16		22.2										計 ケイ		3,124.35		564.39		101.79		666.18		0.00		26.16		2,432.01		590.55		101.79		692.34

																【H21年度末進捗 ネンド マツ シンチョク				21.6		】




















































