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毎月アンケートを実施

福島会ではオンライン申請の促進、正確な実態調
査、需要に見合った研修を実施するため、昨年10
月より月毎に、県内の会員にオンライン登記申請ア
ンケート調査を実施しています。

オンライン申請をしている・していないに関わら
ず、すべての会員に一か月分の甲号・乙号申請の件
数の報告を記名方式でお願いしています。併せてオ
ンラインに関する要望なども受けています。（資料1）

毎月、月の初めにはアンケート調査のお願いメー
ルが福島会長名で送信されます。回答を得たものを
集計し、月半ばには件数と人数、要望に対する回答
を取りまとめて会員に報告しています。アンケート
の意義や記名方式の是非など賛否両論でしたが、会
員の協力により一年間続けてきて、ようやくその効
果が現れてきました。この毎月のしつこい（？）メー
ルにオンライン申請を拒んでいた会員も「そろそろ
オンライン申請を始めようか」、「オンライン申請で
きる調査士が増えてきた。そろそろ始めないとヤ
バイか？」とオンライン申請に移行するきっかけに
なっているのではないかと思います。また、アンケー
トの内容と要望は法務局にも報告していますので、
法務局で対応できるものについては善処していただ
いております。

利用者数が30％を超えた

アンケート結果をもとに、福島会でオンライン申
請を行っている会員は303名中100名で、30％を超
えています（資料2・表中の人数と実数の記載が合
致しませんが、これは8月中にオンライン申請すべ
き事件が無かった人やアンケートの報告漏れの人も

オンライン申請体験談

福島会でオンライン申請が浸透中

含まれているためで、一番右側の欄が実数となって
います）。中でも福島支部は8月分で、一度でも甲
号のオンライン登記申請を行った会員が68名中36
名に達し、53％を記録しました。正確な統計はあ
りませんが、この数値は日本一と自負しております。
もし、うちの会・支部の方が上だと思われた方はご
一報ください。

橋本祐司支部長をはじめ、研修会等に積極的に参
加していただいた支部会員・法務局職員のオンライ
ン申請に対する意識の高さには敬意を表します。
（ここで申しております人数とは､一か月の登記

申請のうち､一件でも表示に関する登記のオンライ
ン申請をした会員数であります。表示に関する登記
のオンライン申請件数・利用率とは一致しない数値
ではありますが､現行制度ではどうしてもオンライ
ン申請になじまない登記申請があるのも事実です。
そこで、書面申請のみではなく、オンライン申請に
も対応できる会員を増やすことを当面の目標として
活動しております。）

利用者数が増えるにつれ、オンライン申請が成功
したことや失敗したこと、メリット・デメリットが
会員同士で話題となり、分らないところを教えあっ
たりして、自ずとオンライン申請が進んでいきます。
最近では、大先輩の先生方から「子供にオンライン
申請をやらせるので教えてくれ」といった、うれし
い問い合わせも増えてきています。

そして見えてきたもの・食わず嫌い

毎月のアンケートから、増えてきた利用者が減っ
ていないことに気付きました。さらに、個別の回答
を見るとオンライン申請ができる会員は、甲号申請
のオンライン申請率が限りなく100％に近い!!これこ

オンライン申請体験談

福島会でオンライン申請が浸透中

東北ブロック協議会オンライン登記申請促進組織リーダー・
福島県オンライン促進委員長　川瀬重則

ここでは、本来オンライン申請体験談として、オンライン申請の感想を述べるところではありますが、毎月の連
載により感想も一通り出尽くした感があります。そこで、今回はちょっと脱線しまして、私の所属する福島県土地
家屋調査士会のオンライン申請促進の取組みとその成果について紹介します。
また、「らくらく」をセットアップする事前準備のポイントについて触れたいと思います。
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そ、数が語るオンライン申請体験談ではないでしょ
うか？当初こそ「めんどくさい」・「紙のほうが早い」・

「使いづらい」・「初期投資が掛かる」と嫌われていま
したが、いざガマンして食べて、ガマンして食べて、
さらにガマンして食べると案外おいしいものなので
す。ただ、3回くらいはガマンしてください。

不動産登記法第18条第1項の行間の精神をもって、
今年度は県内のオンライン登記申請ができる調査士
50％超、そして甲号申請のオンライン申請利用率向
上を目標にしております。また全会員が乙号申請で
きるよう促進に当たっていきたいと思います。

福島調発  第 188 号 
平成 21 年 9 月 1 日 

会 員 各 位 

福島県土地家屋調査士会長 
    （担当 オンライン登記申請促進委員会） 

 

オンライン登記申請促進のためのアンケートについて(依頼) 

日頃、本会事業運営にご協力をいただき感謝申し上げます。 
さて、会員の皆様には毎月オンライン申請のアンケートにご協力をいただきありがとうご

ざいます。 
つきましては、今月もお忙しいところ恐縮ですが下記報告書により、Ｅメール又はＦＡＸ

にてご返信くださるようお願いいたします。 
なお、このアンケートは各月のオンライン申請状況把握のためであり、その他の目的には

使用いたしませんのでご協力くださるようお願いいたします。 
また、未だ回報のいただいていない会員各位には重ねてご協力方お願いいたします。 
アンケートは平成２２年３月まで毎月実施することとし、月初めにこの報告書を送ります。 

   ＊ ８月分 返信締切日 9 月１0 日（木）  事務局 FAX番号 ������������ 

切らずにご返信ください 

報 告 書 

  平成２１年８月に申請した件数 

  ・甲号（登記申請）事件総申請件数       件 

（書面申請＋オンライン申請件数） 

     内一般事件オンライン申請        件 

     内嘱託事件オンライン申請        件 

  ・乙号（登記事項証明書）事件総申請件数        件   

      内オンライン申請                件 

 

  ��事項�（����に�する�����） 

                                        

                                        

支部名                氏 名                 

資料1　福島県土地家屋調査士会　オンライン申請アンケート
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おわりに

オンライン申請というと、どうしてもメリット・
デメリット、費用対効果などばかりに注目が集まり
がちです。法律に明文化されている以上、どちらの
申請もできるようにしておくのが、調査士の使命で
はないでしょうか？不味そうと思って敬遠している
調査士の方も、地目変更登記や表題登記などを特例
方式（別送・持参方式）で挑戦されてはどうでしょう
か。思ったより簡単で、慣れれば美味しいですよ。

ご健闘をお祈りします。

付録・セットアップ事前準備の注意点

ここからは促進委員としてセットアップのサポー
トをしてきて、オンライン申請の入口、コンピュー
タのセットアップについて特に重要なポイントを挙
げてみます。

「らくらく」ができてからセットアップに頭を悩ま
すことが少なくなりました。それでも一度でスムー
ズに完了するケースはなかなか少なく、セットアッ
プに失敗したケースが多々見受けられました。失敗
する主な原因は「らくらく」をスタートさせる事前の
準備が十分でないケースがほとんどですので、「ら
くらく」をダブルクリックする前にぜひ一読し、参

考になれば幸いです。
（一番簡単なオンライン申請である、特例方式（別

送方式・申請情報のみをオンラインで送信し、添付
書類はすべて別送・持参する方法）を行うための事
前準備で重要なポイントについてご案内します）

1 セットアップはすべて自己責任
セットアップはコンピュータの中を操作しますの

で、他のソフトに悪影響を及ぼす可能性が0ではあ
りません。そこをよく理解されてセットアップに望
んでください。インターネットに接続しますからセ
キュリティの面から見ても一番安全なのはオンライ
ン申請専用に一台コンピュータを購入することで
す。現在は5万円以下でも買える時代ですので、な
るべく業務で使用するパソコンと別のパソコンのほ
うがいいでしょうね。

2 インターネットに接続するためセキュリティソフ
トは必須
研修会等で持参するコンピュータを見るとセキュ

リティソフトの使用期限が切れていたり、全く更新
されていないコンピュータが見られます。これはウ
イルス感染など大変危険であります。情報流出が相
次ぐ昨今、危機意識のない方が多いようです。情報
の流失など事故のないようにしましょう。

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 人数/会員数 率

福島 59人
6件

（1人）
14件

（3人）
26件

（2人）
15件

（2人）
49件

（7人）
78件
（11人）

133件
（17人）

113件
（17人）

92件
（19人）

158件
（25人）

170件
（27人）

168件
（30人）

３６／６８ 53%

安達 9人 4件（1人） 4件（1人） 2件（1人） 3件（1人） 3件（1人） 2件（1人） 福島支部に統合

郡山 73人 16件（3人） 14件（4人） 17件（4人） 18件（3人） 40件（3人） 32件（8人） 98件（14人） 103件（17人） 58件（10人） 109件（13人） 62件（12人） 76件（11人） ２２／７３ 30%

会津 43人 4件（3人） 3件（2人） 8件（3人） 6件（1人） 3件（2人） 12件（3人） 22件（3人） 15件（3人） 16件（4人） 20件（4人） 19件（3人） 16件（5人） ８／４３ 19%

白河 40人 0件（0人） 3件（1人） 2件（1人） 13件（2人） 13件（2人） 30件（5人） 38件（5人） 64件（8人） 46件（6人） 44件（7人） 45件（8人） 27件（6人） ９／４０ 22%

いわき 51人 0件（0人） 0件（0人） 6件（2人） 6件（1人） 5件（1人） 20件（5人） 36件（7人） 34件（8人） 39件（9人） 36件（8人） 63件（11人） 44件（11人） １８／５１ 35%

相双 31人 0件（0人） 0件（0人） 0件（0人） 0件（0人） 2件（1人） 3件（2人） 1件（1人） 4件（1人） 7件（3人） 13件（4人） 11件（4人） 24件（4人） ７／３１ 22%

計 306人 30件（8人） 38件（11人） 61件（13人） 61件（10人） 115件（17人） 177件（35人） 328件（47人） 333件（54人） 258件（51人） 380件（61人） 370件（65人） 370件（67人） １００／３０６ 33%

オンライン登記申請者実数

福島県土地家屋調査士会　オンライン申請アンケート集計結果（平成２０年９月～平成２１年８月）

甲号事件（登記申請）　　　　オンライン件数　・　人数

資料2　福島県土地家屋調査士会　オンライン申請アンケート集計結果（平成20年9月～平成21年8月）
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3 連合会ホームページの「会員の広場」のIDとパス
ワードを確認

「らくらく」を起動すると「会員の広場」から複数の
ソフトを自動でダウンロードしますので、ID・パ
スワードを用意してください。研修会等ではまだ取
得していない会員が多数おりました。取得していな
い会員は、本誌62ページ「会員の広場を利活用くだ
さい」にID申請方法が記載されていますので、発行
の手続きをとってください。

4 「会員の広場」から最新の「らくらく」をダウンロー
ドする
最新の「らくらく」をデスクトップにダウンロード

してください。古いバージョンの「らくらく」でセッ
トアップを行うと途中でエラーになります。

5 コンピュータのユーザー名は半角英数
法務省オンライン申請システムは、ユーザー名に

全角（または半角カナ）文字は使用できません。半角
英数文字を使用してください。

ユーザー名の確認方法は、コントロールパネルを開
き、ユーザーアカウントをクリックすると確認できます。

ユーザー名が半角英数でない時には「新しいユー
ザーアカウント」を作ります。これは、同じパソコ
ンの中に、全く別の新しい環境を作る作業です。そ
して、その新しい環境の中に必要なソフトをインス
トールしていきます。再度メール受信の設定が必要
になる場合があります。
※新しいユーザーアカウントで既存のJRE等を削

除しようとするとエラーになります。元のアカウ
ントで削除してから新しいユーザーアカウントで
セットアップしてください。

※「アカウント名を変更」を選択するとコンピュータ
に不具合が生じることがありますので選択しない
でください。

6 WindowsXPのServicePack2を適用している場
合は、ポップアップブロック機能の設定が必要
設定は「法務省オンライン申請システム」のホーム

ページのトップページ→ご利用方法→ご利用環境→
オペレーテングシステム（OS）のこちらをクリック
し、設定方法を確認してください。
（5番、6番はコンピュータの苦手な方にとって苦

しい処で、つまずき易いのでお近くの促進委員に聞
きながらセットアップした方がいいと思います。ご
自分で挑戦するという方は、熊本会の坂本先生の

ホームページに詳しく載っていますのでご覧になる
と良いでしょう（インターネットの検索エンジンで

「オンライン申請入門」と入力してみてください）。
セットアップからオンライン登記申請まで詳細に記
載されていてとても参考になります。

ホームページを参照する場合は、セットアップす
るパソコンとは別のパソコンでホームページを見る
と便利です。）

7 土地家屋調査士ICカードのPIN番号を確認
電子署名をする時、ICカードと一緒に同封され

たPIN番号を入力しますので確認願います。万一
PIN番号を紛失した場合、ICカードは使えません
ので再発行の手続きを取るようになります。

研修会では、PIN番号を紛失した方が数名いまし
た。どこに問い合わせをしてもPIN番号は判りま
せんので、再発行の手続きを取ってください。

登記事項証明書申請の場合、ICカードのPIN番
号は不要です。

8 法務省オンライン申請システムのユーザー登録
オンライン申請を行う時、法務省オンライン申請

システムにログインする必要があります。事前に
「IDとパスワード」を取得する必要があります。「ら
くらく」の中でもできますが、事前に行っていた方
がスムーズに進められます。
「法務省オンライン申請システム」のホームページ

のトップページ→ご利用方法→事前準備→1．環境
設定作業およびユーザ登録（必須）のユーザ登録から
登録してください。

以前に登録して「IDとパスワード」を忘れてしまっ
たという方は、複数登録可能ですから別のIDで登録
してください。“satou”や“suzuki”というIDは全国的
に多いと思いますので工夫してIDを決めてください。

9 セットアップの作業は法務省オンライン申請シス
テムが稼動している時間に行う
休みの時や連休で時間のある時にセットアップし

ますという方がいますが、法務省オンライン申請シ
ステムが稼動中でないと、正しくセットアップでき
たかどうか確認できません。ユーザー登録もできま
せん。稼動している時間内で行ってください。

稼動は月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、12
月29日から1月3日の年末年始を除く。）の8時30分
から20時までとなっています。




