
　暑中お見舞い申しあげます。組合員の皆様方には

益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。日

頃は、水土里ネット豊田の円滑な運営並びに農業農村

整備事業の推進に格別のご指導とご協力を賜わり心か

ら感謝申し上げます。

　さて、昨年を振り返って見ますと、「３・１１」の東

日本大震災という未曾有の大災害、そして７月から９
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水の怖さと配水の責任

月にかけての台風６号、

１２号及び１５号の降雨に

よる河川の氾濫や山崩れ

と、国内各地で甚大な被

害に見舞われました。こ

れらの災害により尊い命

を失われました多くの

方々に衷心より哀悼の意

を捧げますとともに、被

災されました多くの皆様には、心よりお見舞いを申し

上げ、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

　この二つの災害に共通するものがあります。東日本

大震災では津波という「水」。また、台風がもたらし

た豪雨の「水」。どちらも「水」が重要なキーワード

になっています。私たち「水」を扱うものとしては改

めて「水」のこわさを知る一年であり、また、改良区

の責務でもあります農地に大切な「水」を配り、地域

を洪水から守る責任の重さを感じています。遠い土地

豊田土地改良区理事長　三　浦　孝　司
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のことのようですがこの豊田市でもいつ起こってもお

かしくない事、それが災害です。

　ところで、土地改良予算は平成２２年度大幅減額と

なり、平成２３年度においても同額の予算となりまし

たが、平成２４年度は「農業体質強化基盤促進事業」

など関連対策を含めると前年比１１２％となっておりま

す。愛知県においても平成２４年度当初予算について

は、厳しい財政状況のなか、土地改良の公共事業は前

年比１１１.７%です。また単独県費事業については、概

ね前年度と同額の予算を確保することができました。

しかしながら、農業を取り巻く環境は、非常に厳しい

ものがありますが、こうした時にこそ、「水」・土地

（土）・地域（里）が育む農業の再生に向けて、土地改

良事業を積極的に推進することが必要であり、我々の

責任であると思います。

　平成１９年度より始まった農地・水・環境保全対策

は昨年度で５年が経過し、農村地域の住民を中心とし

た活動が定着し始めました。こうした自分たちの住む

地域の景観保全活動への取り組みと、農地や農業用水

の持つ多面的機能を地域住民にも理解していただき、

貴重な資源を保全するとともに、活動を通じて人と人

との「絆」を強め、ひいては地域防災力の強化にもつ

なげたいと思います。本事業は、平成２８年度までの

継続が決定し、豊田市内でも新たに５組織が加わり４

２組織となり、地域ごとの特徴を生かした活動に感謝

申し上げます。

　これから、水需要の最盛期となります。今年の１月

から４月は降雨に恵まれましたが、５月は平年の３分

の1程度しか降雨がなく、また、６月に入っても降雨

が少なく、一時は右写真のように非常に厳しい状態で

した。枝下用水・明治用水・矢作川用水・矢作北部用

水・愛知用水を水源とし、かんがい業務に従事する水

　「臨時総代会」を平成２３年１０月８日㈯午前１０時より、

豊田土地改良会館・３階 水土里ホールにおいて、総代

７４名が出席して開催されました。総代会は、三浦理事

長の挨拶に始まり、議長に太田博康総代が選任され、議

案審議に入りました。

　第１号議案　平成２２年度  事業報告の承認について

　第２号議案　平成２２年度  一般会計及び特別会計収

　　　　　　　支決算の承認について

　第３号議案　平成２２年度  財産目録の承認について

　第４号議案　豊田土地改良区　会計細則の一部改正

　　　　　　　議決について

　第５号議案　豊田土地改良区　高岡地区委員会規程

　　　　　　　の一部改正議決について

　第６号議案　平成２３年度一般会計及び特別会計収支

　　　　　　　補正予算の議決について

土里ネット豊田としては、効率的な水管理が重要であ

ると考えておりますので、皆様お一人お一人のご協力

をお願いいたします。

　最後になりますが役職員が一丸となって、組合員各

位の期待に応えるため、業務運営により一層の努力を

して参りたいと考えておりますので、今後ともご協力

を賜りますようお願い申し上げまして、私のご挨拶と

いたします。

平成23年度 臨時総代会の開催

平成24年6月13日 鞍ヶ池

平成24年6月13日 寺部池
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《一般会計》
　収入決算額　656,791,812円

　支出決算額　573,469,738円

　差 引 差 額　  83,322,074円（平成23年度へ繰越）

● 平成22年度　一般会計及び特別会計の収支決算の状況 ● 

　第７号議案　国営土地改良事業「矢作川総合第二期

　　　　　　　地区」について

　第８号議案　（仮）豊田四郷土地区画整理事業の地区

　　　　　　　除外等処理についての議決について

　以上の８議案を慎重に審議した結果、いずれも原案

のとおり可決決定され、有我副理事長より閉会の挨拶

があり、臨時総代会は終了しました。

組合費
157,338,589円
24％

事務所費
143,473,981円
25％

選挙費
316,720円

維持管理費
145,792,118円
25％

補助金
204,969,901円
36％

繰出金
77,230,672円
13％

予備費 0円諸支出
1,686,346円  1％

使用料
53,261,523円
8％

交付金・受託金  4,972,260円  1％

財産収入
266,973,429円

40％寄付金 0円 

繰入金
39,716,418円
6％

諸収入
5,800,356円
1％

繰越金
103,772,121円  16％

収入の部 支出の部

補助金
24,957,116円
4％

《事業特別会計》
　収入決算額　　221,636,079円

　支出決算額　　200,690,723円

　差 引 差 額　      20,945,356円（平成23年度へ繰越）

組合費
1,114,200円

負担金・償還金
2,064,520円
1％

繰出金
4,648,000円
12％

公共補償費
0円

諸支出  0円
予備費  0円

補助金
171,729,350円

82％交付金・受託金
2,700,000円  6％

繰入金　17,767,202円
　　　　5％

借入金　0円

負担金
12,556,709円
　　　　 3％

諸収入　13,649円 繰越金
15,754,969円  4％

収入の部 支出の部

事業費
193,978,203円

89％

議長に選任された太田博康総代 有我副理事長の閉会のあいさつ



　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）

　収入決算額　　 

　支出決算額　　　

　差 引 差 額　　　　　　　　（平成23年度へ繰越）
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《その他特別会計》
◎県営畑総舞木・乙部地区事業特別会計

30,326,891円

28,842,608円

1,484,283円

◎農村自然環境枝下地区事業特別会計

19,239,682円

19,239,677円

5円

◎基本財産積立金事業特別会計

38,189,209円

0円

38,189,209円

◎転用決済金特別会計

273,611,341円

2,057,835円

271,553,506円

　
◎事業基金特別会計

51,203,428円

0円

51,203,428円

◎減価償却積立金特別会計

32,004,156円

 0円

32,004,156円

◎退職給与積立金特別会計

62,839,736円

0円

62,839,736円

◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計

18,948,476円

18,948,383円

93円

　「通常総代会」を平成２４年３月１７日㈯午前１０時よ

り豊田土地改良会館・３階 水土里ホールにおいて総

代７３名が出席し、愛知県豊田加茂農林水産事務所　

板倉孝延所長始め多数のご来賓をお迎えして開催しま

した。総代会は、三浦理事長の挨拶に始まり、議長に

太田博康総代、副議長に寺澤信男総代が選任され、議

案審議に入りました。

　第１号議案　平成２３年度　事業特別会計収支補正予

　　　　　　　算の議決について

　第２号議案　豊田土地改良区定款の一部改正議決に

　　　　　　　ついて

　第３号議案　平成２４年度　事業計画の議決について

　第４号議案　平成２４年度　一般会計並びに特別会計

　　　　　　　収支予算の議決について

※他に11地区特別会計の収支決算額についても、すべて承認されました。

平成23年度 通常総代会の開催

豊田市役所　太田稔彦市長 愛知県豊田加茂農林水産事務所　板倉孝延所長
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《事業特別会計》

負担金・償還金
4,120千円
1％

公共補償費
20千円

繰出金
6,400千円  2％

諸支出10千円 予備費  16,350千円  4％

補助金
233,140千円
62％

交付金・受託金
2,730千円  1％

繰入金
96,710千円　26％

借入金
10千円
負担金
20,800千円  6％

諸収入  350千円 繰越金  17,960千円  5％

収入の部 支出の部

事業費
346,100千円
93％

《一般会計》

● 平成24年度　一般会計及び特別会計の収支予算の状況 ●

組合費
158,010千円
36％

補助金
73,300千円  17％

繰出金  31,770千円
7％

予備費  9,900千円  2％諸支出  5,010千円  1％

使用料
55,000千円  13％

補助金  27,480千円  6％

交付金・受託金  5.310千円  1％

財産収入
81,600千円  18％

繰入金
57,790千円  13％

寄付金  10千円

諸収入  10,550千円
2％

繰越金
48,250千円  11％

収入の部 支出の部

維持管理費
155,400千円  35％

事務所費
168,600千円
38％

選挙費  20千円

◎県営畑総舞木・乙部地区事業特別会計

　収支予算額　67,000千円

◎農村自然環境枝下地区事業特別会計

　収支予算額　51,500千円

◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計

　収支予算額　70,000千円

◎基本財産積立金特別会計　収支予算額　47,000千円

◎転用決済金特別会計　収支予算額　　 356,000千円

◎事業基金特別会計　　収支予算額　　　51,500千円

◎減価償却積立金特別会計　収支予算額　34,200千円

◎退職給与積立金特別会計　収支予算額　70,100千円

収　入
373,000

千円

支　出
373,000

千円

組合費  
1,300千円 

《その他特別会計》

収　入
444,000

千円

支出
444,000

千円

　第５号議案　平成２４年度　組合費の賦課徴収方法と

　　　　　　　その時期の議決について

　第６号議案　平成２４年度　加入金の賦課並びに徴収

　　　　　　　時期の議決について

　第７号議案　平成２４年度　地区除外処理規程による

　　　　　　　決済金の議決について

　第８号議案　平成２４年度　役員・議長・副議長・総代

　　　　　　　の報酬及び費用弁償額の議決について

　第９号議案　平成２４年度　会計保管にかかる歳計現

　　　　　　　金の預入先の議決について

　第１０号議案 ｠平成２４年度　一時借入金及び限度額の

　　　　　　　議決について

以上の１０議案を慎重審議した結果、いずれも原案の

とおり可決決定されました。

　続いて、豊田市役所　太田市長、愛知県豊田加茂農

林水産事務所　板倉所長よりそれぞれご祝辞を頂き、

出席していただいた来賓紹介をして、有我副理事長よ

り出席者に対し日頃の業務に対するお礼を述べ、通常

総代会は閉会しました。

※他に11地区特別会計の収支予算額についても、すべて可決決定されました。　
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平成23年度土地改良事業報告 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

県営事業 ▶ほ場整備（経営体育成基盤整備）事業　中田地区
　事業費：121,998,450円　　事業内容：区画整理 9.5ha

▶畑地帯総合整備事業
　舞木地区
　事業費：164,998,470円

　事業内容：用水路工

　L=3.3km　揚水機場整備　1式

▶畑地帯総合整備事業
　舞木乙部地区
　事業費：101,999,100円

　事業内容：用水路工

　L=3.1km

平成23年度整備された舞木新第1揚水機場
（豊田市舞木町地内）

▶農村自然環境整備　枝下地区
　事業費：119,998,950円　　事業内容：用排水施設　　L=1.1km　　集落道 L=0.4km

施工前（豊田市大林町地内） 施工後

整備区域図 施工年度図

Ｈ23年度施工済み 6.4ha

Ｈ24年度施工予定 18.3ha

Ｈ25年度以降 14.5ha

凡　　　例

施工年度 施工量区　分
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改良区事業

▶戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業
　排水路改良工事：事業費 18,135,600円　　事業量：L=631.6m

施工前（豊田市貝津町地内） 施工後

▶単独土地改良事業（単県事業）
　枝下用水安全対策工事：事業費 4,013,100円　　事業量：法張工・フェンス　2か所

施工前（豊田市小坂町地内） 施工後

▶単独土地改良事業（単県事業）
　農道舗装工事：事業費 5,073,600 円　事業量：L=272.6m

施工前（豊田市畝部東町地内） 施工後
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　昨年も、パイプラインの漏水事故が年間を通じて、数十

ヵ所発生しています。漏水は突然発生します。田や道路上

に水が噴いているなど、お気づきになりましたら、

工務課（0565-28-2856）までご連絡ください。

2012.5.2 浄水町

▶農業用水管（パイプライン）の漏水について

 2011.8.20 堤町

用水管の空気弁等の清掃講習会を開催し、参加された管理区長及び地元役員は熱心に聴き入っていました。

豊田市天王町地内豊田市若林西町地内

▶管理人・職員による空気弁等の清掃講習会

▶出前授業

地域の歴史や文化を学ぶ授業で、
地域のかんがい用水である枝下
用水の歴史や役割について学ぶ
（竹村小学校／2011.11.9）

3年生の生徒が
地域の行事について学ぶ
（寿恵野小学校／2011.12.6）

枝下用水について学ぶ
（若林西小学校／2012.1.19）
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　本土地改良区では、毎年、水路や堤防に捨てられたゴミ

や除塵機にかかったゴミの処理に多額の費用を使っていま

す（写真1）。特に、最近では廃棄家電品や家具類、自転車

等の投棄が目立ちます。

　地域環境美化のた

めにもゴミを捨てな

いことはもちろんの

こと、もし捨ててい

る人を見掛けたら注

意しましょう。また、

用水管の空気弁・給

水栓に詰まり水漏れ

等の原因になります

（写真2）。

写真2写真1

▶水路や堤防にゴミを捨てないで下さい

　全国の小学生以下を対象に「新発見！ぼくのわたし

のふるさと」を見つけよう！をテーマに、全国水土里

ネット・水土里ネット愛知主催の「こども絵画展

2011」が開催され、水土里ネット豊田としても協

賛しました。結果、全国の小学生等から10,807点

もの応募がありました。全国水土里ネット主催の審査

会で厳正なる審査の結果、入賞18点、入選106点、

団体賞33点が選ばれました。水土里ネット豊田から

も、11の小学校より422点もの応募があり、うれし

い限りです。応募に関し、各小学校の諸先生のご苦労

に対し心から感謝申し上げます。当改良区からは入賞

1点、入選2点、団体賞4点が選ばれました。

　入選作品については、水土里ネット愛知のホームペ

ージ（http://www.aichi‐doren.or.jp）にて掲載さ

れておりますのでご覧下さい。団体賞の4作品につい

ては、豊田土地改良区事務室にて展示してありますの

でお立ち寄りの際には是非ご覧下さい。

◆水土里ネット豊田副理事長賞
  「私の大好きな風景」

伊保小学校　5年 恩地 来海さん

◆水土里ネット総務委員長賞
  「はたけでとれたおいしいスイカ」

寿恵野小学校　2年 榎本 恭之さん

◆水土里ネット工務委員長賞　
  「ぼくたちの女川クリーン作戦」

堤小学校　1年 早川 英輝さん

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2011
結果発表

今年もたくさんのご応募をお待ちしています！
今年度も水土里ネット豊田は、「新発見！ぼくのわたしのふるさと」をテーマに開催さ

れる「子ども絵画展　2012」に協賛する計画を進めていますので、多数のご応募をお

待ちしています。お申し込みにつきましては、水土里ネット豊田「子ども絵画展担当」

までご連絡ください。連絡先については本紙最終ページに記載してあります。

◆入賞
  「おじいちゃんとおばあちゃんの作った苺いた
　  だきま～す。」  四郷小学校　4年 澤田 萌花さん

◆入選
  「なすの馬流し」

寿恵野小学校　5年 岡松 佳吾さん

  「夕日のかぶる田んぼ」
若園小学校　5年 土橋 八枝さん

◆水土里ネット豊田理事長賞
  「新城の千枚田」竹村小学校　6年 清水 泰晶さん
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事務局からのお願い

●賦課金のお知らせ

　賦課金の賦課納付書は7月に発行致します。な
お、平成24年4月1日現在の地積を基準に発行し
ていますので、納期内の納入にご理解・ご協力を
お願い致します。
◎経常賦課金は、土地改良区の運営事務費など
　に使われています。
◎維持管理賦課金は、用排水路や揚排水機場な
　どの施設の維持管理のために使われています。
◎事業賦課金は、各種土地改良事業の地区負担
　金に充てるためのものです。

●農地転用決済金のお知らせ

　農地転用や地区除外をされる場合は、豊田土地
改良区への申請手続きと農地転用決済金が必要に
なります。これらの手続きが行なわれないと、台
帳から除外できないため、従来通り賦課金が賦課
されますのでご注意ください。
　転用決済金は、残存農地が将来過重負担になら
ないために必要なもので、市街化区域内及び、現
況証明の農地転用や、公共事業用地（道路、河川
敷、鉄塔敷等）に買収及び、寄付をされる場合も、
転用決済金が必要となりますので用地買収の時点
に、どちらが申請の手続きを行うか、転用決済金
を支払うかを話し合って、後々問題が残らないよ
う特別のご配慮をお願い致します。
　農地転用決済金は一定の要件を満たす場合は、
譲渡費用と認められることがあります。詳しくは

税務署にご相談ください。

●組合員資格得喪通知書の提出を
　お忘れなく

　下記の用件が発生した場合、速やかに資格得喪
通知書等の手続きをお願い致します。法務局への
変更登記、市役所への変更手続きにあわせて土地
改良区への変更手続もお忘れなく。
　直接、豊田土地改良区へ届け出がありませんと
台帳が変りませんので御注意ください。
☆組合員が死亡（相続）された場合
☆組合員が住所、氏名等を変更された場合
☆組合員が農地を喪失または、取得（譲与・売
　買・競売・異動など）された場合
☆農業者年金の受給による経営世帯主を交代し
　た場合

●個人情報について

　業務を円滑に実施するために取得した、個人情
報は厳密に管理しています。なお、ご本人から開
示請求された場合は、本人確認をお願いすることが
ありますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

●枝下用水の断水のお知らせ

　枝下用水では夏期に通水し、冬期に水路施設の
維持補修や改修工事を行っています。工事により
パイプラインを断水することがあります。本年度
も逢妻支線・前林支線・中田支線・車坂支線・和
会支線などで断水を予定しています。詳細につい
ては、関係者の方に回覧等でご連絡します。

水土里ネット 豊田
〒471-0831  豊田市司町3丁目8番地
ＴＥＬ 0565-28-2855（代表・総務課）28-2856（直通・工務課）
ＦＡＸ 0565-28-2858
Ｅ-mail toyo-kai＠waltz.ocn.ne.jp

事務局長（兼工務課長）野場嘉輝　　
　　総務課長補佐  佐藤邦彦　　総務係長  近藤淳子
　　　　　　　　　　　　　　  経理係長  澤田高子・佐藤千恵子
　　　　　　　　　　　　 　　  財産・徴収係長  伊達光宏　　財産係  加藤光一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徴収係  岩月真奈美・加藤利明・白山恵美
　　　　　　　　　　　　 　　 工務第1係長  長谷川芳徳・岩月洋佑・粕谷卓未・鈴木進平
　　　　　　　　　　　　 　　 工務第2係長  水越美智代
　　　　　　　　　　　　　　  用水管理人  鈴木脩二・鈴木政光・小野田哲久・村田賢二

事務局組織図

理事 森和康氏が去る平成24年6月14日、総代 山田和之氏が去る平成23年12月2日に逝去されました。

生前土地改良区の運営並びに土地改良事業の推進にご尽力賜りましたことに深く感謝を申し上げ、

謹んでご冥福をお祈り致します。

おくやおくやみ


