
国営緊急農地再編整備事業の経過

項　目 内　容

地域課題を踏まえた地域の整備構想を検討

・地区受益農家への意向調査

・先進地視察

・地区調査移行に向けた採択申請及び要望活動

６月13日 ※１
促進期成会設立総会 期成会規約の制定、今後の取組等

６月30日 ※２
推進協議会設立総会 協議会規約の制定、今後の取組等

３月16日 促進期成会役員会 期成会規約の改正、今後の取組等

４月１日 農務課内に農地再編推進室を新設

４月５日 事業調査地区の決定 地区調査の開始

４月20日 第１回促進期成会役員会 事業計画及び予算の承認等

５月10日～

６月27日

７月～９月 土地所有者等意向調査 受益者への聞き取り調査

７月13日～

14日

７月25日 関係省庁への訪問
国土交通省北海道局及び農林水産省(東京
都)、３名参加

10月12日 第２回促進期成会役員会
土地所有者等意向調査結果及び整備に係る農
家負担支払者の方針

10月23日 先進地視察 ニセコ町、23名参加

11月27日 第１回推進協議会
期成会の取組状況及び今後の予定、整備に係
る農家負担支払者の方針等

12月６日～

18日

12月上旬～

３月下旬

平成30年度 ４月９日 第１回促進期成会役員会
事業計画及び予算の承認、事業費償還準備積
立金等

４月11日 関内地区の水田に係る説明会 関内地区水田作付けの方向性について

５月～３月
集落営農組織のあり方研究会
(長流米ブランド化研究会)

集落営農組織のあり方等の調査研究(全９回)
及び先進地視察(岩見沢市他)

５月21日～

６月18日

６月～12月 土地所有者等意向調査 受益者への聞き取り調査

６月～12月 モデル地区会議
農地利用集積案の検討、４回開催(６月、７
月、８月、12月)

７月～９月
将来の経営面積意向調査(耕作放棄地
おそれ調査)

将来の経営面積の見通し等を調査

12月～１月 モデル地区会議
農地利用集積案の検討、４回開催(12月、１
月)

各地区意見交換会

換地アンケート
受益者の経営状況及び換地に関する意向等を
調査

事業概要、今後のスケジュールの説明等
(全13回)

先進地視察 士別市及び鷹栖町、29名参加

地区説明会
意向調査の結果報告、換地の基礎知識等
(全７回)

日　程

平成25～28年度 地域整備方向検討調査

平成28年度

平成29年度

地区説明会
換地アンケートの結果、事業費償還準備積立
金の説明等(全７回)

資料１



項　目 内　容

７月17日～

18日

７月25日 関係省庁への訪問
国土交通省北海道局及び農林水産省(東京
都)、３名参加

８月７日 関係省庁への訪問 国土交通省北海道開発局(札幌市)、３名参加

８月22日
長和地区の水田のあり方についての
意見交換会

モデル地区の状況、意見交換等

９月19日 ＧＰＳ農業機械実演会
ＧＰＳを活用した農業機械の解説、デモ走行
及び試乗

12月25日 第２回促進期成会役員会
土地所有者等意向調査結果、地区推進委員会
の設立等

１月16日 第１回推進協議会
地区調査の今後について、期成会の取組状況
及び今後の予定、現在の問題点等

１月18日～

28日

４月５日 第１回促進期成会役員会 事業計画及び予算の承認等

６月～11月 土地所有者等意向調査 受益者への聞き取り調査

６月21日 第１回推進協議会 役員改選

８月２日 関係省庁への訪問
国土交通省北海道局及び農林水産省(東京
都)、３名参加

８月21日 関係省庁への訪問 国土交通省北海道開発局(札幌市)、３名参加

８月26日 第２回促進期成会役員会 役員の選任、換地検討部会の設立等

８月27日 農薬散布用ドローン実演会 農薬散布のデモ走行等、44名参加

８月29日～

30日

10月17日～

18日

10月24日 第１回換地検討部会 換地委員会の役割、換地の基礎等

11月26日 第２回換地検討部会 他地区の事例紹介等

12月３日 伊達市議会全員協議会 事業概要の説明

12月17日 第３回換地検討部会
換地の概要（講師　北海道土地改良事業団体
連合会）

１月８日 第３回促進期成会役員会
土地所有者等意向調査結果、伊達地区事業計
画及び工事施工順番の基本的な考え方

１月15日 第２回推進協議会
期成会の取組状況及び今後の予定、伊達地区
事業計画等

１月23日
集落営農組織のあり方研究会
(長流米ブランド化研究会)

長流米ブランド化研究会活動報告

地区説明会
地区調査の今後について、土地所有者等意向
調査結果等(全７回)

先進地視察 美唄市及び江別市、22名参加

日　程

先進地視察 中富良野町及び妹背牛町、20名参加平成30年度

平成31年度
(令和元年度)

国有地の取得に関する説明会
農地として占用されている無番地の取扱いに
ついて



項　目 内　容

平成31年度
(令和元年度) ２月17日、19日

第１回換地検討部会
（17日 関内地区、19日 長和地区）

換地の選定方法、換地区の設定及び伊達地区
の換地区の考え方

２月20日～

28日

２月～ 仮同意書の徴集 受益者からの仮同意書の徴集

４月８日 第１回促進期成会役員会 事業計画及び予算の承認等

５月８日 伊達地区推進検討委員会(書面開催) 広域産地収益力向上基盤整備基本構想

５月～10月 換地に係る希望調査 受益者への聞き取り調査

８月７日 伊達地区提案書の送付
国土交通省北海道局、農林水産省及び国会議
員に郵送

８月26日、27日
第１回換地検討部会
（26日 長和地区、27日 関内地区）

一時利用料精算

９月10日 第２回促進期成会役員会
「伊達地区」提案書、事業費償還準備積立金
の単価の設定等

10月19日
北海道財務局現地調査及び意見交換
会

水田ほ場１か所、畑ほ場２か所

10月26日、27日 中央要請
国土交通省北海道局、農林水産省、財務省及
び国会議員(東京都)に要請、５名参加

11月16日、20日
第２回換地検討部会
（16日 関内地区、20日 長和地区）

換地に係る希望調査、換地区の設定等

11月19日 第１回長流米ブランド化研究会 多収米そらゆきの試験結果等

12月１日 伊達市議会全員協議会 国営緊急農地再編整備事業(伊達地区)の概要

12月16日 第３回促進期成会役員会
換地に係る希望調査の結果、年次別工事施工
計画等

12月22日 第１回推進協議会 年次別工事施工計画、換地委員会の概要

２月５日～

10日

２月24日、25日
第３回換地検討部会
（24日 長和地区、25日 関内地区）

一時利用料精算に係る単価設定、換地委員の
募集状況等

３月24日 第４回換地検討部会
伊達市換地委員会条例、換地委員会に係る委
員長、副委員長の選出方法等

４月８日 第１回促進期成会役員会 事業計画及び予算の承認等

４月21日
第１回換地検討部会
（新規委員予定者勉強会）

換地委員会の役割、換地の基礎

５月12日 第１回伊達地区換地連携会議 第１回換地委員会へ向けたスケジュール等

６月14日 第２回伊達地区換地連携会議 換地設計基準、換地清算金算定基準等

令和２年度

令和３年度

日　程

地区説明会
伊達地区事業計画、工事施工順番の考え方、
地区推進委員会役員選出等（全７回）

地区説明会
年次別工事施工計画、事業実施に係る基本事
項及び取り決め事項、事業費償還準備積立金
の単価の設定等（全７回）



項　目 内　容

６月22日～

28日

６月29日 専門技術者による調査報告
国営伊達土地改良事業計画に係る専門技術者
の報告書検討会（リモート開催）

６月30日
第２回換地検討部会
（新規委員予定者勉強会）

一時利用料精算制度

７月～ 本同意書の徴集 受益者からの本同意書の徴集

７月２日 第３回伊達地区換地連携会議 土地評価基準、等位別価額表

７月16日 第１回推進協議会（書面開催） 推進協議会規約改正

７月26日 第２回促進期成会役員会 畑の場合の工種ごとの工事費負担方法

８月13日 第２回推進協議会（書面開催） 水田・畑作経営所得安定対策等支援計画

９月１日 事業施行申請

９月15日、17日
第１回換地検討部会
（15日 長和地区、17日 関内地区）

換地設計基準、換地清算金算定基準等

10月11日
第１回換地委員会（上館山地区、大
平地区）

会議等の運用、委員長、副委員長の選出、換
地設計基準

10月28日 北海道知事協議に伴う現地調査
スマート農業等の説明、畑ほ場２か所の現地
調査等

11月２日 第３回促進期成会役員会 農業経営高度化促進事業(促進費)の活用

11月12日 第２回換地委員会（上館山地区）
従前地の土地評価基準（面積と形状の評価、
傾斜の評価、現地調査等）

11月29日 第１回長流米ブランド化研究会 多収米そらゆきの試験結果等

12月３日 事業計画決定

12月６日～

１月７日

１月25日 事業計画確定

 ※１ 促進期成会

 ※２ 推進協議会

　伊達地区国営緊急農地再編整備事業推進協議会のこと。促進期成会との連携や国などへの提案

日　程

・要請活動を行うために、平成28年６月30日に市、伊達市農協、農業委員会、胆振農業改良普及

センター、伊達土地改良区、促進期成会の各代表で設立した。

　伊達地区国営緊急農地再編整備事業促進期成会のこと。受益者及び関係機関の連携と事業実施

に関する調整を行うために、平成28年６月13日に農業者23名で設立した。令和３年11月29日現在

令和３年度

で農業者が32名となっている。

計画概要等公告

官報公告・縦覧

期成会役員会 中央要請


