
項目 確認欄 照　査　内　容

1 財産管理者 □ 道路総務課所管の財産であるか（里道、水路の場合、譲与を受けているか）

2 □ 申請者の住所、氏名は印鑑証明書と合致しているか

3 □ 申請者の住所、氏名（氏名は自署、法人の場合はゴム印でも可）、連絡先は記載してあるか

4 □ 申請者の実印があるか（共有、相続人による申請の場合は、全員の署名、実印があるか）

5 □・不要 連件申請の場合、「○○番○○　土地所有者　○○　○○」と記載しているか

6 □ 代理人住所、氏名（職名）、連絡先は記載しているか、代理人印はあるか

7 □
申請箇所の地番、隣接公有財産施設名（市道名・里道・水路等）、協定理由は正しく記載されているか

（部分協定の場合、申請箇所の地番の後に「の一部」の文言が記載されているか）

8 □ 隣接公有財産施設名（市道名・里道・水路等）、協定理由は正しく記載されているか

9 □
文言（職名、代理人名）、申請箇所の所在、公有財産施設名は正しく記載されているか

（部分協定の場合、申請箇所の地番の後に「の一部」の文言が記載されているか）

10 □ 委任日は正しく記載されているか（申請日以前の記載であるか等）

11 □ 申請者の住所、氏名（氏名は自署、法人の場合はゴム印でも可）は記載してあるか

12 □ 申請者の実印があるか（共有、相続人による申請の場合は、全員の署名、実印があるか）

13 □ 申請書鑑、委任状の押印と印影が合致しているか、発行日から概ね３ヶ月以内のものであるか

14 □・不要 コピーの場合、個別ごとに原本証明（認証）しているか

15 □・不要
登記の住所と印鑑証明の住所が異なる場合、住所の変更を証する書類を添付しているか

（住所がつながらない場合は、上記＋本人の上申書＋不在籍・不在住証明の添付）

16 □・不要 法人の場合、代表者事項証明書（発行日から概ね３ヶ月以内のもの）を添付しているか

17 位置図 □ 申請箇所が容易に特定できる縮尺のものであるか、マーキング等し特定してあるか

18 □ 申請箇所はマーキング等し特定してあるか

19 □ 公図に地番の漏れがないか、地番配置は現況と合致しているか

20 □・不要 （場合によって）マイラー公図、和紙公図を添付しているか

21 □・不要 対側地、隣接地が公図上申請箇所と別（別字、字界）にある場合、その公図を添付しているか

22 □・不要 上記の場合、合成図を作成し添付しているか

23 □・不要 コピーの場合、原本証明（登記情報提供サービスの場合は認証）しているか

24 □・不要 申請箇所が国土調査実施区域の場合、和紙公図を添付しているか

25 □ 発行日から概ね３ヶ月以内のものであるか（最新の状態か）

26 □・不要 申請箇所及び隣接地の地積測量図がある場合、添付しているか（合筆による閉鎖を含む）

27 □・不要 コピーの場合、原本証明（登記情報提供サービスの場合は認証）しているか

28 □ 土地所有者一覧表の測量図の有無と合致しているか

29 □ 申請箇所、隣接地、対側地、隣接公有財産（有地番）等、関係土地すべて添付しているか

30 □・不要 コピーの場合、原本証明（登記情報提供サービスの場合は認証）しているか

31 □・不要 （場合によって）閉鎖登記簿、旧土地台帳を添付しているか

32 □ 発行日から概ね３ヶ月以内のものであるか（最新の状態か）

33 □ 申請箇所、隣接地、対側地、隣接公有財産（有地番）等、関係土地すべてを記載しているか

34 □ 分合筆等の沿革の記載漏れがないか

35 □ 調査者の記名、押印（複数頁の場合、割印）はしているか
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項目 確認欄 照　査　内　容

境界協定申請チェックリスト

36 □
文言（申請箇所の所在、公有財産施設名等）が正しく記載されているか

（部分協定の場合、申請箇所の地番の後に「の一部」の文言が記載されているか）

37 □ 同意年月日、立会年月日は正しく記載されているか

38 □ 隣接地所有者、対側地所有者、地元代表者等、同意者の不足はないか

39 □・不要 隣接地同意を既協定により省略する場合、調査報告書の添付はしてあるか

40 □・不要 里道、水路の対側地同意をとっているか

41 □・不要 隣接地が共有の場合、全員が同意しているか

42 □ 同意者の住所、氏名（氏名は自署、法人、地元代表者等の場合はゴム印でも可）、連絡先は記載してあるか

43 □ 同意者の押印はしてあるか

44 □・不要
同意印が実印の場合は印鑑登録証明書（コピーの場合、原本証明）の添付、或いは同意印が実印以外の場

合は隣接同意調査報告書の添付はしてあるか

45 □・不要 同意書と図面が別葉の場合、割印はしているか

46 □・不要
同意者の登記住所と現住所が異なる場合、住所の変更を証する書類を添付しているか

（住所がつながらない場合は、上記＋代理人の報告書＋不在籍・不在住証明の添付）

47 □・不要 同意者に相続発生の場合、相関図、戸籍等の添付（代表者同意の場合、上申書添付）がしてあるか

48 □・不要 共有者或いは相続人の委任による同意の場合、委任状（自署、印）はあるか

49 □ 同意書の押印と印影が合致しているか、同意日から概ね３ヶ月以内のものであるか

50 □・不要 コピーの場合、原本証明（認証）しているか

51 □・不要 法人の場合、代表者事項証明書（同意日から概ね３ヶ月以内のもの）を添付しているか

52 □ 記載漏れ及び誤りはないか

53 □・不要 法人の場合、代表者事項証明書（同意日から概ね３ヶ月以内のもの）を添付しているか

54 □ 同意印の取得者の押印はあるか

55 □ 報告者の職名、氏名、押印はあるか

56 □ 所在（町名、小字名）、方位、縮尺の記載はあるか

57 □ 地番の配置は公図のそれと合致しているか

58 □ 協定線は実線で朱引きされているか

59 □ 隣接地のひげ出しはあるか

60 □・不要 対側同意がある場合、地番の記載はあるか

61 □ 公有財産施設名（市有地（市道、里道、水路等）名、市道底地（地番等））の記載はあるか

62 □・不要 市道区域との整合性はとれているか

63 □ 各辺長の数値がスケール読みでも合致しているか

64 □・不要 既提出の地積測量図（特に昭和54年5月以降）との辺長等整合（公差内の合致）はとれているか

65 □・不要 工事図面、丈量図、検証図等との整合性がとれているか

66 □ 沿線の既協定、状況と整合性がとれているか

67 □ 申請箇所の全点座標の記載（最低でも朱線部分の境界点の座標の記載）はあるか

68 □ 引照点の記載はあるか（最低２点以上、かつマンホール等容易に動かないものとなっているか）

69 □ 引照点の種類、距離の記載はあるか（各境界点との距離はスケール読みでも合致しているか）

70 □ 断面箇所の記載（取り方）は協定線に対して垂線となっているか
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項目 確認欄 照　査　内　容

境界協定申請チェックリスト

71 □ 座標種別（世界測地系、任意座標等）は記載されているか

72 □ 作成者の記載（職名、氏名）はあるか

73 □ 作成者の押印（調査士は職印、測量士は実印、測量会社は会社印も）はあるか

74 □ 測量年月日、作成年月日の記載はあるか

75 □ 縮尺は記載されているか

76 □ 協定線は朱線引きされているか

77 □ 「境界線」或いは「境界協定線」の文言の記載はあるか

78 □ 各断面数値がスケール読みでも合致しているか

79 □ 断面方向は平面図記載（ダッシュの位置等）と合致しているか

80 □ 市有地（市道、里道、水路等）名、市道底地（地番等）の記載はあるか

81 □ 断面箇所に申請箇所と隣接地の地番併記の記載はあるか

82 □・不要 対側同意がある場合の対側地地番の記載はあるか

83 □ 境界点の近景写真はあるか

84 □ 境界点の遠景（断面箇所）写真はあるか

85 □ 申請箇所の全景（双方向）写真はあるか

86 □ 部数（２部）はあるか

87 □
文言（申請箇所の所在、公有財産施設名等）が正しく記載されているか

（部分協定の場合、申請箇所の地番の後に「の一部」の文言が記載されているか）

88 □ 協定者の住所、氏名は印鑑証明書と合致しているか

89 □ 協定者の住所、氏名は自署か（法人の場合はゴム印でも可）

90 □・不要 申請者の実印があるか（共有、相続人による申請の場合は、全員の署名、実印があるか）

91 □・不要 連件申請の場合、「○○番○○　土地所有者　○○　○○」と記載しているか

92 □・不要 協定書と図面が別葉の場合、割印はしているか

93 □ 同意書平面図、断面図と合致しているか

94 □・不要 立会時に設置指示した境界標の種類の記載はあるか

95 □・不要 境界標設置後の写真はあるか

96 □・不要 境界標設置困難時の誓約書はあるか

97 □・不要 誓約書文言（姫路市境界標設置困難な理由、設置予定時期の明記）は正しく記載されているか

98 □ 閲覧用図面はあるか

99 □・不要 協定が里道、水路との場合、必要部数はあるか（市道のみは不要、里道１部、水路１部）

100 □・不要 平面図、断面図は正本と同様であるか（カラーコピーでも可）

101 □・不要 各境界点写真、断面写真は正本と同様であるか（カラーコピーでも可）

102 □・不要 部分協定の場合、理由書を添付しているか

103 □・不要 市から提供を受けた既協定、工事図面、丈量図等の資料を添付しているか

104 □・不要 求積図、区画整理座標復元図等、検証に用いた資料を添付しているか
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