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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～ 

 

【Ｈ２６～ 事業実施】 

 

Ｒ３．４．８（開催予定日） 

  ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 総会（書面による会議） 

   場所   

内容  令和２年度事業報告及び事業決算、令和３年度事業計画及び事業予算について 

   出席者  

  ※新型コロナウイルス感染症対策により会議を中止 

 

Ｒ２．３．２３ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 

    場所  町民センター 小ホール 

    内容  令和３年度事業計画及び予算、地区推進委員会の開催ほか 

    出席者 促進期成会役員７人、小樽開建３人、ようてい農協２人、事務局３人 

 

Ｒ３．１．２８ 

  換地委員会南西部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員１０人、事務局２人 

 

Ｒ３．１．２１ 

  換地委員会東部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員７人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｒ３．１．１９ 

  換地委員会川北工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員９人、事務局３人 

 

Ｒ２．１１．４～１２ 

各地区推進委員会（全町８地区）の開催 

    場所  ニセコ地域コミュニティセンターほか地域コミュニティセンター等 

内容   令和３年度事業について 

    出席者 受益者４８人、小樽開建７人、事務局３人 

 

Ｒ２．１０．１９～２３ 

北海道教育庁による埋蔵文化財の現地調査  
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   場所  ニセコ、宮田、里見地区関係ほ場 

内容  現地踏査及び試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、小樽開建１人、事務局４人 

 

Ｒ２．１０．８ 

促進期成会役員会の開催 

    場所  ニセコ町民センター 

    内容  地区推進委員会の開催 

    出席者 促進期成会役員７人、小樽開建３人、ようてい農協２人、事務局３人 

 

Ｒ２．９．１７ 

促進期成会役員会の開催 

    場所  ニセコ町民センター 

    内容  地区推進委員会の開催（開催延期）、町内現地見学会（開催中止）、 

農地整備の通年施行促進費について 

    出席者 促進期成会役員８人、小樽開建４人、ようてい農協２人、事務局３人 

 

Ｒ２．４．１３～２２（開催予定日） 

地区推進委員会 

    場所   

    内容  令和元年度換地委員会協議結果、令和２年度換地作業項目及び換地委員会予定、 

令和２年度中心経営体農地集積促進事業、令和２年度実施事業の概要について 

    出席者  

  ※新型コロナウイルス感染症対策により会議を中止 

 

Ｒ２．４．８（開催予定日） 

  ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 総会（書面による会議） 

   場所   

内容  令和元年度事業報告及び事業決算、令和２年度事業計画及び事業予算について 

   出席者  

  ※新型コロナウイルス感染症対策により会議を中止 

 

Ｒ２．３．２３（開催予定日） 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会（書面による会議） 

    場所   

    内容  令和２年度事業計画及び予算、地区推進委員会の開催ほか 

    出席者  

  ※新型コロナウイルス感染症対策により会議を中止 

 

Ｒ２．２．３ 

  換地委員会南西部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 
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   出席者 換地委員１２人、小樽開建２人、振興局１人、事務局２人 

 

Ｒ２．１．２７ 

  換地委員会東部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員７人、水土里ネット北海道１人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｒ１．１２．２６ 

  換地委員会川北工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員７人、小樽開建２人、振興局２人、事務局３人 

 

Ｒ１．１１．１１ 

「農業農村整備の集い」への参加 

   場所  砂防会館別館及び自民党本部（東京都） 

内容  農業農村整備関連予算確保に向けた全国大会及び自民党道選出国会議員要請会 

   出席者 町長、農政課長、事務局１人 

 

Ｒ１．１１．５ 

農業農村整備関連予算等に関する中央要請 

   要請先 財務省、農林水産省政務三役及び各省関係部署、道選出国会議員ほか 

   出席者 促進期成会会長、町長、町議会議長、事務局１人 

 

Ｒ１．１１．１ 

促進期成会町内現地見学会の開催 

   場所  ニセコ町内（本年度工事施工ほ場） 

   内容  国営緊急農地再編整備事業「ニセコ地区」の現地見学 

   出席者 受益者１８人、小樽開建４人、ようてい農協１人、事務局４人 

 

Ｒ１．１０．２９～３１ 

北海道教育庁による埋蔵文化財の現地調査  

   場所  ニセコ、曽我、近藤、宮田地区関係ほ場 

内容  現地踏査及び試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、小樽開建３人、事務局４人 

 

Ｒ１．１０．２３～３１ 

各地区推進委員会（全町８地区）の開催 

    場所  ニセコ地域コミュニティセンターほか地域コミュニティセンター等 

内容   町内現地見学会、令和２年度事業について 

    出席者 受益者４２人、小樽開建５人、事務局４人 
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Ｒ１．１０．１５～１８ 

第４２回全国土地改良大会 

   場所  岐阜県メモリアルセンター で愛ドーム（岐阜県岐阜市） 

   内容  大会式典、基調公演、優良事例紹介、事業視察 

   出席者 促進期成会会長、事務局２人 

 

Ｒ１．９．１２ 

促進期成会役員会の開催 

    場所  ニセコ町役場 

    内容  地区推進委員会の開催、町内現地見学会、農地整備の通年施行促進費について 

    出席者 促進期成会役員７人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｒ１．８．２ 

北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会総会への参加 

   場所  札幌市 ホテルポールスター札幌 

   内容  平成３０年度事業報告及び収支報告、令和元年度事業計画及び収支予算について 

   出席者 副町長、事務局１人 

 

Ｒ１．７．１７ 

国営農地再編整備事業「ニセコ地区」連携会議幹事会の開催について 

場所  ニセコ町民センター 

内容  令和元年度実施事業の概要について 

    出席者 小樽開建、後志総合振興局、ようてい農協、農政課長、国営農地再編推進室長、事務局１人 

 

Ｒ１．６．５～６ 

「農業農村整備の集い」への参加 

   場所  東京都千代田区砂防会館別館及び自民党本部 

内容  農業農村整備関連予算確保に向けた全国大会及び自民党道選出国会議員要請会 

   出席者 促進期成会会長、町長、農政課長、事務局１人 

 

Ｈ３１．４．１８～２５ 

地区推進委員会 

    場所  西富地区町民センターほか地域コミュニティセンター等 

    内容  平成３０年度換地委員会協議結果、平成３１年度換地作業項目及び換地委員会予定、 

平成３１年度中心経営体農地集積促進事業、平成３１年度実施事業の概要について 

    出席者 受益者４３人、小樽開建５人、事務局４人 

 

Ｈ３１．４．１０ 

  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３０年度事業報告及び事業決算、平成３１年度事業計画及び事業予算について 

   出席者 促進期成会代表、副代表１５人、来賓５人、小樽開建、事務局 
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Ｈ３１．３．１８ 

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  平成３１年度事業計画及び予算、地区推進委員会の開催ほか 

    出席者 促進期成会役員７人、小樽開建５人、事務局３人 

 

Ｈ３１．１．２９ 

  換地委員会川北工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員７人、水土里ネット北海道１人、小樽開建２人、事務局３人 

 

Ｈ３１．１．２４ 

  換地委員会南西部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員１０人、小樽開建２人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ３０．１２．１３ 

  換地委員会東部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員９人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ３０．１１．１９～２２ 

北海道教育庁による埋蔵文化財の現地調査  

   場所  ニセコ、曽我、里見、西富地区関係ほ場 

内容  現地踏査及び試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、小樽開建８人、事務局４人 

 

Ｈ３０．１１．１４～１５ 

「農業農村整備の集い」への参加 

   場所  砂防会館別館及び自民党本部（東京都） 

内容  農業農村整備関連予算確保に向けた全国大会及び自民党道選出国会議員要請会 

   出席者 町長、事務局１人 

 

Ｈ３０．１１．８ 

農業農村整備関連予算等に関する中央要請 

   要請先 財務省、農林水産省政務三役及び各省関係部署、道選出国会議員ほか 

   出席者 促進期成会会長、町長、事務局１人 

 

Ｈ３０．１１．２ 

促進期成会町内現地見学会の開催 
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   場所  ニセコ町内（本年度工事施工ほ場） 

   内容  国営緊急農地再編整備事業「ニセコ地区」の現地見学 

   出席者 受益者２１人、小樽開建４人、ようてい農協２人、事務局４人 

 

Ｈ３０．１０．１５～１８ 

第４１回全国土地改良大会 

   場所  宮城県総合運動公園 グランディ２１（宮城県仙台市） 

   内容  大会式典、基調公演、優良事例紹介、事業視察 

   出席者 促進期成会会長、事務局２人 

 

Ｈ３０．１０．２～２４ 

各地区推進委員会（全町８地区）の開催 

    場所  ニセコ地域コミュニティセンターほか地域コミュニティセンター等 

内容   町内現地見学会、平成３１年度事業、工事検討課題について 

    出席者 受益者４０人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ３０．９．２０ 

促進期成会役員会の開催 

    場所  ニセコ町役場 

    内容  地区推進委員会の開催、町内現地見学会、平成３１年度事業、工事検討課題について 

    出席者 促進期成会役員６人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ３０．８．７ 

北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会総会への参加 

   場所  札幌市 ホテルポールスター札幌 

   内容  平成２９年度事業報告及び収支報告、平成３０年度事業計画及び収支予算について 

   出席者 町長、事務局１人 

 

Ｈ３０．７．２５ 

国営農地再編整備事業促進期成会役員会の開催について 

   場所  ニセコ町役場 

   内容  工事の実施に関する協議（使用資材等）について 

   出席者 促進期成会役員８人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ３０．７．９ 

国営農地再編整備事業「ニセコ地区」連携会議幹事会の開催について 

場所  ニセコ町民センター 

内容  平成３０年度実施事業の概要について 

    出席者 小樽開建、後志総合振興局、ようてい農協、農政課長、国営農地再編推進室長、事務局１人 

 

Ｈ３０．６．１３～１４ 

「農業農村整備の集い」への参加 

   場所  東京都千代田区砂防会館別館及び自民党本部 
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内容  農業農村整備関連予算確保に向けた全国大会及び自民党道選出国会議員要請会 

   出席者 促進期成会会長、事務局２人 

 

Ｈ３０．４．１６～２６ 

地区推進委員会 

    場所  西富地区町民センターほか地域コミュニティセンター等 

    内容  平成２９年度換地委員会協議結果、平成３０年度換地作業項目及び換地委員会予定、 

平成３０年度事業実施予定（工事・業務）、埋蔵文化財の試掘調査等について 

    出席者 受益者４８人、小樽開建５人、事務局４人 

 

Ｈ３０．４．１０ 

  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２９年度事業報告及び事業決算、平成３０年度事業計画及び事業予算について 

   出席者 促進期成会代表、副代表１６人、来賓４人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ３０．３．２０ 

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３０年度事業計画及び予算、地区推進委員会の開催ほか 

    出席者 促進期成会役員７人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ３０．２．１５ 

  換地委員会南西部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員９人、小樽開建１人、振興局１人、事務局２人 

 

Ｈ３０．２．１５ 

  換地委員会東部工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員６人、小樽開建１人、振興局１人、事務局２人 

 

Ｈ２９．１２．１８ 

換地委員会川北工区第１回 

   場所  役場２階 議員控室 

   内容  換地計画原案及び一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員８人、小樽開建１人、振興局２人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１２．９ 

換地委員会川北工区第２回 

   場所  役場２階 第２会議室 
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    内容  平成２８年度工事ほ場を含む換地計画原案、平成２８年度工事ほ場一時利用地の指定について 

    出席者 換地委員８人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２９．１１．２ 

農業農村整備関連予算等に関する中央要請 

   要請先 道内選出及び関係国会議員（東京都永田町議員会館）、財務省、農林水産省、国土交通省 

   出席者 町長、事務局１人 

 

Ｈ２９．１１．２ 

促進期成会町内現地見学会の開催 

   場所  ニセコ町内（本年度工事施工ほ場） 

   内容  国営緊急農地再編整備事業「ニセコ地区」の現地見学 

   出席者 受益者１９人、小樽開建５人、事務局３人 

 

Ｈ２９．１０．２５～２６ 

第４０回全国土地改良大会 

   場所  ふじのくに千本松フォーラムプラザヴェルデ（静岡県沼津市） 

   内容  大会式典、基調公演、優良事例紹介、事業視察 

   出席者 促進期成会会長、町長、事務局１人 

 

Ｈ２９．１０．２４～２７ 

北海道教育庁による埋蔵文化財の現地調査  

   場所  曽我、里見、宮田地区関係ほ場 

内容  現地踏査及び試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会２人、小樽開建３人、事務局３人 

 

Ｈ２９．１０．１０～１９ 

各地区推進委員会（全町８地区）の開催 

    場所  宮田集会所ほか地域コミュニティセンター等 

内容   町内現地見学会、平成３０年度事業、工事検討課題について 

    出席者 受益者４１人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２９．１０．３ 

促進期成会役員会の開催 

    場所  ニセコ町役場 

    内容  地区推進委員会の開催、町内現地見学会、平成３０年度事業、工事検討課題について 

    出席者 促進期成会役員６人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２９．８．３０ 

平成２９年度水土里ネット北海道臨時総会への参加 

   場所  札幌市 ホテルポールスター札幌 

   内容  平成２８年度事業報告及び収支報告、平成２９年度収支補正予算、役員の補欠選任について 

   出席者 事務局１人 
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Ｈ２９．８．９ 

北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会総会への参加 

   場所  札幌市 ホテルポールスター札幌 

   内容  平成２８年度事業報告及び収支報告、平成２９年度事業計画及び収支予算、役員改選について 

   出席者 副町長、事務局１人 

 

Ｈ２９．７．２５ 

国営農地再編整備事業促進期成会役員会の開催について 

   場所  ニセコ町役場 

   内容  除礫作業の検討について他 

   出席者 促進期成会役員６人、小樽開建５人、事務局４人 

 

Ｈ２９．７．６ 

国営農地再編整備事業「ニセコ地区」連携会議幹事会の開催について 

場所  ニセコ町民センター 

内容  連携会議規約の改正、平成２９年度事業概要について 

    出席者 小樽開建、後志総合振興局、ようてい農協、農政課長、国営農地再編推進室長、事務局１人 

 

Ｈ２９．６．２６～２７ 

「農業農村整備の集い」への参加 

   場所  東京都千代田区砂防会館別館及び自民党本部 

内容  農業農村整備関連予算確保に向けた全国大会及び自民党道選出国会議員要請会 

   出席者 町議会議長、事務局１人 

 

Ｈ２９．４．２５ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  小花井の客土土取場 

内容  試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、小樽開建３人、事務局２人 

 

Ｈ２９．４．１７～２７ 

地区推進委員会 

    場所  宮田集会所ほか地域コミュニティセンター等 

    内容  平成２９年度事業実施内容及び工事・業務等の実施予定箇所について 

工事おける課題等について 

    出席者 受益者５２人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２９．４．１３ 

  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２８年度事業報告及び事業決算、平成２９年度事業計画及び事業予算について 

   出席者 促進期成会代表、副代表１８人、来賓４人、小樽開建、事務局 



 - 10 - 

 

Ｈ２９．３．２１ 

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２９年度事業計画及び予算、地区推進委員会の開催ほか 

    出席者 促進期成会役員８人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２９．２．６ 

換地委員会南西部工区第３回 

   場所  役場２階 第２会議室 

    内容  平成２８年度工事ほ場一時利用地の指定について 

    出席者 換地委員１１人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１２．１６ 

農業農村整備関連予算等に関する中央要請 

   要請先 道内選出国会議員（東京都永田町議員会館） 

   出席者 促進期成会会長、町長、町議会議長、事務局１人 

 

Ｈ２８．１２．９ 

換地委員会川北工区第２回 

   場所  役場２階 第２会議室 

    内容  平成２８年度工事ほ場を含む換地計画原案、平成２８年度工事ほ場一時利用地の指定について 

    出席者 換地委員８人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１２．８ 

換地委員会南西部工区第２回 

   場所  役場２階 第２会議室 

    内容  平成２８年度工事ほ場を含む換地計画原案について 

    出席者 換地委員１２人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１２．７ 

換地委員会東部工区第２回 

   場所  役場２階 第２会議室 

    内容  平成２８年度工事ほ場を含む換地計画原案、平成２８年度工事ほ場一時利用地の指定について 

    出席者 換地委員８人、小樽開建１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１１．２ 

ニセコ町内国営事業工事現場の見学 

   場所  ニセコ町内（本年度工事施工ほ場） 

   内容  国営緊急農地再編整備事業「ニセコ地区」の現地見学 

   出席者 受益者２１人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２８．１０．２５～２７ 
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埋蔵文化財所在調査（試掘調査） 

   場所  近藤、宮田、福井、西富、ニセコ、曽我の関係ほ場 

内容  現地踏査及び試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、小樽開建４人、事務局２人 

 

Ｈ２８．１０．２４～２７ 

第３９回全国土地改良大会 

   場所  石川総合スポーツセンター（石川県金沢市） 

   内容  大会式典、基調公演、優良事例紹介、事業視察 

   出席者 促進期成会会長、事務局２人 

 

Ｈ２８．１０．２１ 

ニセコ高校への設計積算実習講師派遣 

   場所  ニセコ高校 

   内容  地形測量結果による設計積算実習 

出席者 ニセコ高校農業工学班７名、小樽開建２人、事務局１人 

 

Ｈ２８．１０．１１～２１ 

地区推進委員会 

    場所  宮田集会所ほか地域コミュニティセンター等 

    内容  町内現地見学会の開催、平成２９年度工事施工区域について、工事における課題等について等 

    出席者 受益者５１人、小樽開建６人、事務局４人 

 

Ｈ２８．９．２７ 

ニセコ高校への測量実習講師派遣 

場所  ニセコ高校 

内容  測量知識の説明と学校敷地内の地形測量実習 

出席者 ニセコ高校農業工学班７人、小樽開建１人、工事施工事業者２名、事務局１人 

 

Ｈ２８．９．２６ 

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  地区推進委員会の開催、町内現地見学会、客土材採取地について 

    出席者 促進期成会役員８人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ２８．８．２９ 

ニセコ高校生現場見学会 

場所  ニセコ町全域 

内容  国営事業ニセコ地区のほ場整備現地見学 

出席者 ニセコ高校農業工学班７人、小樽開建１人、事務局２人 

 

Ｈ２８．７．２０ 

ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会 役員会 
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   場所  第２庁舎 １階大会議室 

   内容  客土材の土取場計画について 

   出席者 促進期成会役員７人、小樽開建７人、事務局４人 

 

Ｈ２８．７．２０ 

ニセコ高校への講師派遣 

場所  ニセコ高校 

内容  国営事業ニセコ地区の概要について 

出席者 農業工学班７人、小樽開建１人、事務局２人 

 

Ｈ２８．６．２９ 

換地委員会東部工区第１回、川北工区第１回、南西部工区第１回 

場所  町内東部工区ほ場、川北工区ほ場、南西工区ほ場 

内容  換地受益地における土地の評価 

    出席者 換地委員８人（東部工区）、７人（川北工区）、１０人（南西部工区）、地区担当換地士１人、

小樽開建２人、振興局１人、事務局４人 

 

Ｈ２８．５．２７ 

国営緊急農地再編整備事業「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  連携会議規約の改正、平成２８年度事業概要について 

   出席者 促進期成会副会長、小樽開建、振興局、普及センター、ようてい農協、農政課長、事務局 

 

Ｈ２８．４．２８ 

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２７年度事業報告及び事業決算、平成２８年度事業計画及び事業予算、役員の選出について 

   出席者 促進期成会代表、副代表１５人、来賓３人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２８．２．２９～３．１０ 

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７箇所 

内容  期成会役員及び委員の改選、平成２７年度換地委員会協議結果及び換地業務の報告、平成２８年

度換地作業項目及び換地委員会の予定、平成２８年度中心経営体農地集積促進事業、平成２８年

度事業実施について 

    出席者 受益者４９人、小樽開建２人、事務局４人 

 

Ｈ２８．２．２４ 

  換地委員会川北工区第３回 

   場所  役場２階 議員控え室 

   内容  従前地図調整及び従前地再調査、土地評価について 

   出席者 換地委員７人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 
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Ｈ２８．２．２３ 

  換地委員会南西部工区第４回 

   場所  役場２階 議員控え室 

   内容  土地評価について 

   出席者 換地委員９人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．２．２２ 

  換地委員会東部工区第４回 

   場所  役場２階 議員控え室 

   内容  土地評価について 

   出席者 換地委員８人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．２．１６ 

  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 議員控え室 

   内容  平成２８年度期成会事業計画及び予算、期成会役員及び委員の改選、地区推進委員会の開催、平

成２７年度換地委員会協議結果及び換地業務の報告、平成２８年度換地作業項目及び換地委員会

の予定、平成２８年度中心経営体農地集積促進事業、平成２８年度事業実施について 

   出席者 促進期成会役員７人、小樽開建３人、事務局４人 

 

Ｈ２８．１．２５ 

  換地委員会南西部工区第３回 

   場所  第２庁舎 ２階中会議室 

   内容  平成２７年度工事実施ほ場一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員１３人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１．１９ 

  換地委員会川北工区第２回 

   場所  役場２階 議員控え室 

   内容  換地設計基準（案）及び換地清算金算定基準（案）について 

   出席者 換地委員９人、振興局２人、事務局３人 

 

Ｈ２８．１．１３ 

  換地委員会東部工区第３回 

   場所  役場２階 議員控え室 

   内容  平成２７年度工事実施ほ場一時利用地の指定について 

   出席者 換地委員９人、地区担当換地士１人、小樽開建１人、振興局２人、事務局３人 

 

Ｈ２７．１１．１７ 

  換地委員会東部工区第２回 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  換地計画原案（平成２７年度工事ほ場）、土地評価について 

   出席者 換地委員７人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 
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Ｈ２７．１１．１６ 

  換地委員会南西部工区第２回 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  換地計画原案（平成２７年度工事ほ場）、土地評価について 

   出席者 換地委員１２人、小樽開建１人、事務局３人 

 

Ｈ２７．１１．９ 

  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 大ホール 

   内容  中心経営体農地集積促進事業予算（案）、中心経営体農地集積促進事業に係る促進費負担協定書

（案）、ニセコ町国営農地再編整備事業促進期成会規約の一部改正、換地委員会の開催予定、平

成２７、２８年度事業内容について 

   出席者 促進期成会代表、副代表１６人、小樽開建３人、事務局４人 

 

Ｈ２７．１１．９ 

ニセコ町内国営事業工事現場の見学 

場所  ニセコ町内（本年度工事施工ほ場） 

内容  国営緊急農地再編整備事業「ニセコ地区」の現地見学 

参加者 受益者２４名、ようてい農協２人、小樽開建２人、事務局４人 

 

Ｈ２７．１１．４ 

  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  中心経営体農地集積促進事業予算（案）、中心経営体農地集積促進事業に係る促進費負担協定書

（案）、期成会規約の一部改正、ニセコ町内国営事業工事現場の見学、期成会臨時総会の開催、

換地委員会の開催予定、平成２７年度、平成２８年度事業実施、各地区推進委員会役員の改選に

ついて 

   出席者 促進期成会役員７人、小樽開建３人、事務局４人 

 

Ｈ２７．１０．２７～３０ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  曽我、ニセコ、里見、福井の関係ほ場 

内容  現地踏査及び試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、小樽開建２人、事務局２人 

 

Ｈ２７．１０．５ 

平成２８年度農業農村整備事業に関する説明会・意見交換会 

   場所  札幌市 北海道開発局研修センター 

内容  農林水産省からの情報提供、意見交換会 

   出席者 促進期成会会長、町長 

 

Ｈ２７．８．２４ 

  換地委員会川北工区第１回 
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   場所  第２庁舎 1階大会議室 

   内容  換地委員会規則の説明、委員長及び副委員長の選出、換地の説明会について 

   出席者 換地委員６人、地区担当換地士１人、小樽開建１人、振興局１人、事務局３人 

 

Ｈ２７．８．２０～９．３ 

地区推進委員会 

    場所  ニセコ地域コミュニティセンターほか３箇所 

内容  農地整備の通年施工促進費、埋蔵文化財の現地調査、期成会臨時総会の開催について 

    出席者 受益者４８人、小樽開建３人、事務局４人 

 

Ｈ２７．７．２８ 

  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  期成会視察研修、農地整備の通年施工促進費、換地委員会での協議内容及び本年度の予定、 

       地区推進委員会の開催、平成２７年度事業実施予定（案）、平成２８年度事業実施予定（案）、

平成２８年度工事状況、基本設計について 

   出席者 促進期成会役員７人、小樽開建３人、事務局４人 

 

Ｈ２７．７．２１ 

  換地委員会東部工区第１回、南西部工区第１回 

   場所  役場２階 第２会議室 

   内容  換地設計基準（案）及び換地清算金算定基準（案）、平成２７年度工事実施ほ場土地評価につい

て（案）、換地委員会等スケジュールについて 

   出席者 換地委員９人（東部工区）、１３人（南西部工区）、事務局３人 

 

Ｈ２７．７．３ 

  後志中部農業開発事業所安全連絡協議会安全祈願祭 

   場所  三橋ほ場（字宮田） 

   内容  安全祈願祭 

   出席者 促進期成会役員８人、小樽開建１４人、役場１１人 

 

Ｈ２７．６．２５ 

国営農地再編整備事業「ニセコ地区」連携会議 幹事会 

   場所  ニセコ町民センター 

   内容  規約の改正、概要及び平成２７年度実施予定（案）について 

   出席者 幹事１２人、事務局 

 

Ｈ２７．４．３０ 

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２６年度事業報告及び事業決算、平成２７年度事業計画及び事業予算（案）について 

   出席者 促進期成会代表、副代表１３人、来賓４人、小樽開建、事務局 
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Ｈ２７．２．２４ 

  換地委員会東部工区第２回、南西部工区第２回 

   場所  ようてい農協ニセコ支所 金融店舗 ２Ｆ大会議室 

   内容  従前地図調整及び従前地図再調査、換地設計基準（案）及び換地清算金算定基準（案）について 

   出席者 換地委員９人（東部工区）、１１人（南西部工区）、事務局３人 

 

Ｈ２７．２．９～２．１８ 

地区推進委員会 

   場所  西富町民センター外７箇所 

   内容  農地整備の通年施工促進費、換地委員会等、町が負担する共同の農業施設の扱い、水田・畑作経 

営安定対策等支援事業、平成２７年度事業実施予定（案）、事業費負担構成（案）、ニセコ地区 

基本設計（概略）について 

   出席者 受益者５６名、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２７．１．２８ 

  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２７年度事業計画及び予算、農地整備の通年施工促進費、換地委員会等、町が負担する共同 

の農業施設の扱い、水田・畑作経営安定対策等支援事業、平成２７年度事業実施予定（案）、事

業費負担構成（案）、ニセコ地区基本設計（概略）について 

   出席者 促進期成会役員６人、小樽開建４人、事務局４人 

 

Ｈ２７．１．２６ 

  換地委員会東部工区第１回、南西部工区第１回 

   場所  第２庁舎 １階大会議室 

   内容  換地委員会規程、換地委員会委員長及び副委員長の選出、その他について 

   出席者 換地委員９人（東部工区）、１３人（南西部工区）、地区担当換地士１人、小樽開建１人 

振興局２人、事務局３人 

 

Ｈ２６．１０．２７～３１ 

埋蔵文化財所在調査 

   場所  ニセコ、元町、西富の関係ほ場 

   内容  埋蔵文化財試掘（Ｂ）調査 

   出席者 北海道教育庁１人、ニセコ町教育委員会１人、事務局２人、小樽開建２人 

 

Ｈ２６．１０．２５ 

事業計画の確定 

   申請者   申請人代表 荒木隆志 他１９名 

事業概要  受益面積 1,490ha（区画整理）、受益戸数 115戸 

事業費   17,500百万円 

 

Ｈ２６．９．２ 

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） 
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 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６人、小樽開建、事務局 

 

Ｈ２６．８．６～７ 

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  厚真町、伊達市、今金町 

   内容  国営農地再編整備事業先進地区 

       道営経営体育成基盤整備事業、生産者支援事業の現地視察 

   参加者 受益者１９人、事務局４人、小樽開建２人 

 

Ｈ２６．７．１４～１７ 

地区推進委員会 

    場所  曽我活性化センターほか３箇所 

内容  農地整備の通年施工促進費、換地委員の選任、受益者負担金軽減対策について 

出席者 受益者５９人、小樽開建、事務局４人 

 

Ｈ２６．７．１０ 

北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会中央要請 

場所  東京都 

要請先 農林水産省、国土交通省、議員会館 

参加者 副町長、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 ２７人） 

 

Ｈ２６．７．９ 

北海道による現地調査の実施 

場所  町内ほ場、ニセコ町民センター 

内容  現地検討会、ほ場視察 

出席者 北海道８人、開発局７人、ようてい農協１人、受益者代表１人、事務局４人 

 

Ｈ２６．７．２ 

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  農地整備の通年施工促進費、換地委員の選任、期成会視察研修について 

出席者 促進期成会役員７人、小樽開建２人、事務局４人 

 

Ｈ２６．６．２５ 

専門技術者現地調査 

   場所  町内ほ場、ニセコ町民センター 

内容  ほ場視察、現地検討会 

   出席者 専門技術者４人、開発局１１人、ようてい農協１人、受益者代表１人、事務局５人 

 

Ｈ２６．５．１５ 
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国営緊急農地再編整備事業施行申請 

   申請事業 国営ニセコ土地改良事業（区画整理） 

申請者  申請人代表 荒木隆志 他１９名 

申請先  農林水産大臣宛（北海道知事、北海道開発局長経由） 

事業概要 受益面積 1,490ha（区画整理）、受益戸数 115戸  

事業費  17,500百万円 

 

Ｈ２６．５．１ 

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２５年度事業報告及び事業決算、平成２６年度事業計画及び事業予算（案）について 

規約の改正について 

   出席者 促進期成会代表、副代表２０人、来賓６人、小樽開建、事務局 


