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ニセコ町国営農地再編整備事業 ～今までの主な経過～ 

 

【Ｈ１９～Ｈ２１ 地域整備方向検討調査】 

農家意向調査 

 Ｈ１９．７ アンケート実施（回収率８４％） 

土地利用計画策定 

 Ｈ２０．２ 一次評価（戸別評価） 

Ｈ２０．６ 二次評価（地域評価） 

Ｈ２０．８ 三次評価（農業委員評価） 

 

基盤整備要望調査（平成２０年６月～平成２１年２月） 

自己負担１０％（約６２０ｈａ、約１００戸） 

 

基盤整備要望調査（平成２１年３月～平成２１年４月） 

自己負担 ５％（約６７０ｈａ、約１００戸） 

 

 

 

 

←（Ｈ１９～２０経過の詳細） 
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Ｈ２１．４  

後志地域国営事業地区推進検討委員会 

目的  新たに国営事業の調査や着工を予定している地区にあっては、各種農業施策や関連事業との一体

となった効果的な展開を図るため、関係機関による「国営事業地区推進検討委員会」を設置し、連

絡調整を行う。 

   構成  小樽開建・後志支庁・普及センター・ようてい農協・ニセコ町 

  

Ｈ２１．４．２８ 

後志地域国営事業地区推進検討委員会 幹事会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  国営農地再編整備事業「ニセコ地区」の計画概要及び検討委員会について 

 

Ｈ２１．５．１２ 

後志地域国営事業地区推進検討委員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  国営農地再編整備事業「ニセコ地区」の平成２２年度調査開始要望について 

 

Ｈ２１．５．２０ 

国営農地再編整備事業ニセコ地区調査採択申請 

   申請先 北海道開発局長（北海道知事経由） 

 

Ｈ２１．１１．１８ 

国営農地再編整備事業の要請活動 

   場所  衆参議員会館、農林水産省、国土交通省 

   内容  国営農地再編整備事業に関する要望書提出 

 

Ｈ２２．２．５ 

国営農地再編整備事業促進期成会 設立準備会 

   場所  ニセコ町公民館 

   内容  期成会の設立について 

    出席者 代表、副代表２２人、事務局 

 

Ｈ２２．２．２５ 

  国営農地再編整備事業促進期成会 設立準備会 

   場所   ニセコ町公民館 

   内容   役員選任・規約について 

   出席者  代表、副代表２７人、事務局 
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【Ｈ２２～Ｈ２５ 地区調査】 

ニセコ地区国営農地整備事業計画の概要 

地区調査期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

   実施要望期間  平成２６年度から平成３５年度まで 

   受益面積    １，４９０ｈａ 

 

Ｈ２２．４．２１ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 設立総会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  促進成会規約の審議、役員の選出ほか  

   出席者 代表、副代表３８人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．４．２８ 

ニセコ町国営農地再編整備事業推進協議会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  推進協議会規約の審議、役員の選出、受益者負担について（地元負担７％の内、４％を町が負担） 

   出席者 代表、副代表１４人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．６．２２ 

平成２２年度第１回 環境に係る情報協議会 

   場所  ＫＫＲホテル札幌（札幌市） 

   内容  環境に配慮した土地改良事業について 

   出席者 非常任委員２人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．６．２４ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  事業計画、収支予算、視察研修、座談会について 

   出席者 役員７人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．７．５～８．４ 

第１回地区座談会 

   場所  元町地域コミュニティセンターほか８箇所 

   内容  水路の確認、要望なしの農地の確認 

   出席者 受益者８９人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．７．２２～２３  

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修 

   場所  富良野市、由仁町、南幌町 

   内容  国営農地再編整備事業先進地区の現地視察 

   参加者 受益者１６人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２２．８．３～５ 

  ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修 

   場所  真狩村 

   内容  国営農地再編整備事業「真狩地区」の現地視察 

   参加者 受益者３３人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．８．１８ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  第２回地区座談会について 

   出席者 役員６人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．８．２５～９．１３ 

第２回地区座談会 

場所  ニセコ地域コミュニティセンターほか７箇所 

   内容  農業者や後継者の年齢確認、国公有地の整備要望確認 

   出席者 受益者５９人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．９．２１～２２、１１／４～５ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  西富、福井、宮田、里見の関係ほ場 

   内容  農地における所在（Ａ）調査 

   出席者 北海道教育庁、ニセコ町教育委員会、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．９．２８ 

環境に係る情報協議会現地検討会 

  場所  ニセコビュープラザ、ミルク工房、町内農地 

   内容  環境に配慮した土地改良事業について 

   出席者 環境委員５人、小樽開建８人、事務局２人 

 

Ｈ２２．１０．１３ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

    場所  役場２階 第２会議室 

   内容  事業要望確認について 

   出席者 役員７人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．１０．２０～１１．８ 

整備要望確認調査 

   場所  ニセコ地域コミュニティセンターほか７箇所 

   内容  自己負担３％での整備要望確認 

   出席者 受益者６７人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２２．１２．１ 

国営農地再編整備事業「ニセコ地区」連携会議 幹事会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  規約、調査スケジュールについて 

   出席者 幹事１１人、振興局５人、事務局 

 

Ｈ２２．１２．１ 

国営農地再編整備事業「ニセコ地区」営農検討会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  会の設立、営農計画の策定について 

   出席者 受益者１５人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．１２．２１ 

農地所有者説明会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  農地所有者へ個別に事業説明及び要望確認 

   出席者 受益者１８人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２２．１２．２１ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

    場所  役場２階 第２会議室 

   内容  平成２３年度期成会予算について、個人情報に関する同意書について 

   出席者 役員６人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．１．１９ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  換地制度及び国公有地取得に関する説明会についてほか 

   出席者 役員７人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．２．２ 

換地制度および国公有地取得に関する説明会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  換地制度について、国公有地取得方法について 

   出席者 受益者３１人、小樽開建、事務局 

   講師  換地センター所長 

 

Ｈ２３．２．３～３．９ 

用水路及び国公有地処理地区打合せ会議 

   場所  黒川集会所ほか９箇所 

   内容  用水路改修要望調査、国公有地取得要望調査 

   出席者 受益者５２人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２３．３．１４～２５ 

地区推進委員会 

   場所  福井地区コミュニティセンターほか４箇所 

   内容  推進委員会規約の改正について、受益地の概定について 

   出席者 受益者５５人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．４～ 

国営農地再編整備推進室の設置 

   場所  役場庁舎２階西側（旧第１会議室内） 

   構成  推進室長（農政課長兼任）、農地再編係長、農地再編係主任、臨時職員 

 

Ｈ２３．４．６ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  期成会総会について、埋蔵文化財調査について 

   出席者 役員５人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ２３．４．２５～２８、５．６ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  町内全域 

   内容  農地における所在（Ａ）調査 

   出席者 北海道教育庁、ニセコ町教育委員会、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．４．２８ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 総会 

    場所  ニセコ町民センター 

   内容  平成２２年度事業報告及び事業決算、平成２３年度事業計画及び事業予算（案）について 

   出席者 代表、副代表３４人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．６．２２ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  先進地視察研修についてなど 

   出席者 役員６人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．７．６～７ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修 

   場所  士別市、妹背牛町、栗山町 

   内容  国営農地再編整備事業先進地区の現地視察 

   参加者 受益者２２人、小樽開建３人、事務局２人 
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Ｈ２３．７．７ 

国営農地再編整備事業に関する中央要請 

   場所  東京都 

要請先 民主党幹事長、農林水産省（大臣・副大臣・政務官等・農村振興局長・次長・部課長） 

国土交通省（大臣・副大臣・北海道局農林水産課長） 

衆参議院農水委員長、道内選出国会議員 

参加者 町長 

北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会（会員１４地区２０人） 

                

Ｈ２３．７．１４～１５ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修 

   場所  真狩村、蘭越町 

   内容  国営農地再編整備事業「真狩地区」の現地視察（畑） 

       中山間地域総合整備事業（蘭越町）の現地視察（水田） 

   参加者 受益者３１人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２３．１１．１０ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  受益地の決定について、各地区推進委員会日程について 

   出席者 役員５人、小樽開建５人、事務局３人 

 

Ｈ２３．１１．１７～２５ 

地区推進委員会 

    場所  西富町民センター外７箇所 

   内容  受益地の決定について 

   出席者 受益者４６人、小樽開建、事務局 

     

Ｈ２４．１．２３ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  ニセコ地区計画概要等、平成２４年度事業計画及び予算について等 

   出席者 町長、役員７人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２４．２．２０～３．２６ 

地区推進委員会 

    場所  西富町民センター外７箇所 

   内容  負担金概算、Ｈ２３年度調査結果報告、土地利用計画の承認について 

   出席者 受益者６１人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２４．４．１２ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  期成会総会について、埋蔵文化財調査について 

   出席者 役員８人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ２４．５．１ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 総会 

    場所  ニセコ町民センター 

   内容  平成２３年度事業報告及び事業決算、平成２４年度事業計画及び事業予算（案）について 

    出席者 代表、副代表２６人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２４．５．１５～５．１７ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  町内全域 

   内容  農地における所在（Ａ）調査 

   出席者 北海道教育庁、ニセコ町教育委員会、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２４．６．７ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  ニセコ町役場 第二会議室 

   内容  期成会視察研修、国営緊急農地再編整備事業へ移行の検討、各地区推進委員会の開催について 

   出席者 役員７人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ２４．７．５ 

国営農地再編整備事業に関する中央要請の参加（ニセコ町長） 

   場所  東京都 

   要請先 農林水産省、国土交通省 

   参加者 町長、事務局１人 

参加団体：北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会（会員１７地区 団体長２２人） 

 

Ｈ２４．７．１１～１２ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修 

   場所  鹿追町、札幌市 

   内容  国営農地再編整備事業先進地区の現地視察、ＪＡ鹿追町コントラ施設視察・酒造会社見学 

   参加者 受益者１９人、小樽開建３人、事務局２人 

 

Ｈ２４．７．２０～２４ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修（管内） 

 場所  真狩村、蘭越町 

   内容  国営農地再編整備事業「真狩地区」の現地視察（畑） 

       中山間地域総合整備事業（蘭越町）の現地視察（水田） 

   参加者 受益者２２人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２４．８．２８～３０ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  元町の関係ほ場 

   内容  埋蔵文化財試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁、ニセコ町教育委員会、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２４．１０．２５～２６ 

土壌調査 

   場所  ３箇所（字元町・近藤・宮田） 

   内容  土性、土質の調査 

   出席者 小樽開建、事務局 

 

Ｈ２４．１２．２６ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  平成２５年度事業計画・予算、今後の予定等について 

   出席者 役員６人、小樽開建３人、事務局 

 

Ｈ２５．１．１７ 

北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会中央要望活動 

   要望先 道内選出議員、農林水産省、国土交通省、財務省など 

   参加者 町長 

 

Ｈ２５．２．１３ 

  ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第２会議室 

内容  現在の事業状況、地区推進委員会の開催、中央要請、臨時総会などについて 

    出席者 役員５人、小樽開建４人、事務局 

 

Ｈ２５．２．２０～３．４ 

地区推進委員会、仮同意取得 

   場所  曽我活性化センターほか７箇所 

   内容  事業概要説明及び事業施行仮同意押印、地区推進委員役員の選出について 

   出席者 受益者７４人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２５．３．１８ 

  ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 臨時総会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  事業概要の合意、仮同意取得状況、中央要請活動の実施、顧問の選出について 

   出席者 代表、副代表２９人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２５．３．１８ 

  ニセコ町国営農地再編整備事業推進協議会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  事業概要の合意、仮同意取得状況、中央要請活動の実施、役員改選について 

   出席者 代表、副代表１７人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２５．３．２１～２２ 

国営農地再編整備事業に関する中央要請 

   場所  東京都 

   要請先 道内選出議員、農林水産省、国土交通省 

   参加者 町長、議長、期成会役員３人、事務局２人 

 

Ｈ２５．５．１ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 総会 

    場所  ニセコ町民センター 

   内容  平成２４年度事業報告及び事業決算、平成２５年度事業計画及び事業予算（案）、 

役員の選出について 

出席者 代表、副代表３０人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２５．６．２６～２７ 

国営農地再編整備事業に関する中央要請 

   場所  東京都 

   要請先 道内選出議員、農林水産省、国土交通省 

   参加者 町長、議長、期成会役員４人、事務局２人 

 

Ｈ２５．７．１６～１７ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修 

   場所  中富良野町、北広島市 

   内容  国営農地再編整備事業先進地区の現地視察、換地センターにて換地のあらましについて研修 

   参加者 受益者２１人、小樽開建２人、事務局３人 

 

Ｈ２５．８．２７ 

  国営緊急農地再編整備事業ニセコ地区営農検討会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  地域農業の状況を踏まえた国営緊急農地再編整備事業ニセコ地区における営農計画 

   出席者 役員２人、小樽開建２人、ようてい農協１人、普及センター１人、振興局１人、 

ニセコ町農業委員会１人、事務局３人 
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Ｈ２５．９．３ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 先進地視察研修（管内） 

 場所  真狩村、共和町 

   内容  国営農地再編整備事業「真狩地区」の現地視察（畑） 

       中山間地域総合整備事業（共和町）の現地視察（水田） 

   参加者 受益者１５人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２５．１１．２５ 

 ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 第二会議室 

   内容  工事施行順番、地区推進委員会の開催について 

   出席者 役員５人、小樽開建４人、事務局３人 

 

Ｈ２５．１１．２７～２８ 

国営農地再編整備事業着手に関する中央要請 

   場所  東京都 

   要請先 道内選出議員、農林水産省、国土交通省 

   参加者 町長、議長、期成会役員４人、事務局２人 

 

Ｈ２５．１２．１０～１８  

地区推進委員会 

   場所  福井地区コミュニティセンター外７箇所 

   内容  事業実施に向けた施工順番等、受益者負担金軽減対策について 

   出席者 受益者６０人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２６．２．６ 

 ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  平成２６年度事業計画及び予算、平成２６年度測量設計箇所、事業施行申請に係る同意書等必要 

書類の徴集について 

   出席者 役員５人、小樽開建４人、事務局３人 

 

Ｈ２６．３．２６ 

 ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  国営農地再編整備事業促進期成会総会の開催について 

   出席者 役員５人、小樽開建４人、事務局３人 

 

 

 

 

 

 


