
　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運営並びに農業農村整

備事業の推進にご尽力を賜り、心から厚くお礼申し上

げます。

　当改良区も合併から１０年が経過し、合併の成果と

して、昨年度、総務委員会で賦課金の新しい基準を設

定するために、事務的経費、維持管理経費の必要額を

勘案して、新基準を作成し理事会ならびに、３月１９

日に開催した通常総代会において新しい賦課基準が承

認されました。平成２８年度の組合費は、経常賦課金

は全地区一律の１０a当り１,５００円を１,３００円に、維持管

理賦課金については水利費及び施設規模等を勘案し、

地域差を縮めるよう負担軽減を図ることができました。

これも組合員の皆様のご理解・ご協力の賜物と感謝申

し上げます。

　さて、去る４月１４日に熊本県・大分県で震度７の地

震があり、多くの尊い命が失われました。その被害状

況は農業用施設等の損壊だけでも４千箇所を超えるほ
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ごあいさつ

ど甚大な被害をもたらし、

復旧の見通しすらたって

おりません。被災された

皆様には、一日も早い復

興をお祈り申し上げます。

　当管内の土地改良施設

は、農業的役割だけでな

く、地域の雨水排水によ

る洪水調整機能を担い、

災害を防止し、人命や財産を守る役割も果たしており

ます。近い将来、本県にも「東海・東南海・南海地

震」の三連動大規模地震が発生することや、大型台風

や近年多発しているゲリラ豪雨による大規模な水害の

発生が危惧されています。

　こうした中、愛知県は近年の社会情勢の変化に対応

する新たな計画として平成２８年３月に策定した「食と

緑の基本計画２０２０」の中にも農山漁村地域の強靭化に

向け、地震や豪雨等の自然災害から生命・財産を守る

ため防災・減災対策の推進、農業用排水機場の計画的

豊田土地改良区理事長　三　浦　孝　司
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《一般会計》
　収入決算額　520,013,580円

　支出決算額　419,020,950円

　差 引 差 額　100,992,630円（平成27年度へ繰越）

● 平成26年度　一般会計及び特別会計の収支決算の状況 ● 

　「臨時総代会」を平成２７年１０月１０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６５名が出席して開催しました。総代会は、三浦

理事長の挨拶に始まり、議長に深津眞一総代が選任さ

れ、議案審議に入りました。

　第１号議案　平成２６年度　事業報告の承認について

　第２号議案　平成２６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２６年度　財産目録の承認について

　第４号議案　平成２７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

　以上の４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、小島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
153,840,395円
30％

管理事務費
131,047,044円
31％

選挙費
329,904円  0％

補助金
61,722,544円
15％

繰出金
65,192,529円
16％

予備費　0円　0％諸支出
170,988円
0％

交付金・受託金
3,523,861円　1％

財産収入
54,723,912円　10％

寄付金
0円　0％ 

繰入金
77,119,119円
15％

諸収入
14,770,514円
3％

繰越金
121,551,030円  23％

収入の部 支出の部

使用料
65,353,733円
12％

補助金
29,131,016円
6％

寺部池・割目池の堤体等ため池の改修を実施しており

ます。また、生産性の向上を図る農地の集積・整備と

して中田地区の区画整理を実施しております。

　これから、水需要の最盛期となります。今年の１月

から５月までは平年並みの降雨であり、平年より４日

早い６月４日に梅雨入りをしましたが、枝下用水・明

治用水・矢作北部用水・新矢作用水・愛知用水を水源

とし、かんがい業務に従事する水土里ネット豊田とし

ては、効率的な水管理に心掛けますが、組合員の皆様

におかれましても、自主節水に心掛けた水管理をお願

い致します。

　最後になりますが、役員・総代・職員一丸となって、

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

ごあいさつといたします。

平成27年度 臨時総代会の開催

維持管理費
160,557,941円
38％

な更新やため池の耐震対策、また、生産者が将来に希

望を持てる競争力の高い農林水産業の実現にむけて、

多様な担い手の確保・育成、担い手への農地の集積や

省力化に向けたほ場の大区画化や用排水路の整備等、

生産基盤の整備など生産現場の改善を進めております。

当改良区も県営事業で耐震対策として鞍ヶ池・万精池・

鞍ヶ池堤体耐震対策施工状況



《その他特別会計》
◎県営畑総舞木・乙部地区事業特別会計

24,679,059円
21,784,105円
２,894,954円

◎農村自然環境枝下地区事業特別会計
3,117,480円
1,643,142円
1,474,338円

◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計
１24,302,312円
91,339,504円
32,962,808円

◎基本財産積立金特別会計
47,687,732円

0円
47,687,732円

　
◎転用決済金特別会計

364,354,793円
1,498,364円

362,856,429円

◎事業基金特別会計
77,867,434円

 0円
77,867,434円

◎減価償却積立金特別会計
57,610,415円

0円
57,610,415円

◎退職給与積立金特別会計
81,368,990円

0円
81,368,990円
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《事業特別会計》
　収入決算額　　284,424,268円

　支出決算額　　253,426,040円

　差 引 差 額　      30,998,228円（平成27年度へ繰越）

組合費　900,000円　1％

負担金・償還金
960,900円
0％

繰出金
6,772,000円
3％

公共補償費
0円　0％

諸支出  0円　0％
予備費  0円　0％

補助金
208,553,120円
73％

交付金・受託金  0円  0％

繰入金
31,304,256円
11％

借入金
0円　0％

負担金
11,589,904円
4％

諸収入  19,662円  0％ 繰越金  32,057,326円  11％

収入の部 支出の部

事業費
245,693,140円

97％

議長に選任された深津眞一総代 小島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27年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）
　

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成27年度へ繰越）
　

※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。
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　「通常総代会」を平成２８年３月１９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７６

名が出席し、衆議院議員 八木哲也様始め多数のご来

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、衆議院議員 八木哲也様の祝辞を頂

き、議長に太田博康総代、副議長に深津眞一総代が選

任され、また議事録記名人には兵藤慶治総代、吉橋享

総代を選任し議案審議に入りました。

　第１号議案　平成２７年度　経営体育成基盤整備中田

　　　　　　　地区　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　豊田土地改良区規程の一部改正議決に

　　　　　　　ついて

　第４号議案　平成２８年度　事業計画の議決について

　第５号議案　平成２８年度　一般会計並びに特別会計

　　　　　　　収支予算の議決について

　第６号議案　平成２８年度　組合費の賦課徴収方法並

　　　　　　　びに時期の議決について

　第７号議案　平成２８年度　加入金の賦課並びに徴収

　　　　　　　時期の議決について

　第８号議案　平成２８年度　地区除外処理規程による

　　　　　　　決済金の議決について

　第９号議案　平成２８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１０号議案　平成２８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１１号議案　平成２８年度　一時借入金及び限度額の

　　　　　　　議決について

　第１２号議案　「花本産業団地拡張事業」の地区除外

　　　　　　　処理について

　以上１２議案を慎重審議した結果、いずれも原案の

とおり承認・可決決定されました。

　続いて、豊田市副市長 幸村的美様、愛知県豊田加

茂農林水産事務所長 村瀬光延様、あいち豊田農業協

同組合 代表理事組合長　柴田文志様よりそれぞれご

祝辞を頂き、小島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。

平成27年度 通常総代会の開催

八木哲也衆議院議員

愛知県豊田加茂農林水産事務所 村瀬光延事務所長

幸村的美豊田市副市長

あいち豊田農業協同組合 柴田文志代表理事組合長

ご祝辞を賜った来賓の皆様



5

Midori net Toyota

《事業特別会計予算》

負担金・償還金
7,120千円
2％

公共補償費
20千円　0％

繰出金
10,700千円　2％

諸支出10千円　0％ 予備費 33,340千円　7％

補助金
307,850千円
68％

交付金・受託金
9,030千円　2％

繰入金
68,780千円　15％

借入金
10千円　0％

負担金
33,300千円　7％

諸収入　30千円　0％ 繰越金　31,300千円　7％

収入の部

収入の部

支出の部

事業費
402,810千円
89％

《一般会計予算》

● 平成28年度　一般会計及び特別会計の収支予算の状況 ●

組合費
133,300千円　30％

補助金
49,400千円　11％

繰出金
83,270千円
18％

予備費　3,620千円　1％

諸支出
5,010千円　1％

使用料
64,000千円　14％
補助金
27,950千円　6％

交付金・受託金
4,500千円　1％

財産収入
41,500千円  9％

繰入金
100,060千円  22％

寄付金
40千円　0％

諸収入
17,400千円　4％

繰越金
65,250千円  14％

支出の部

維持管理費
153,400千円　34％

管理事務費
158,800千円
35％

◎県営畑総舞木・乙部地区事業特別会計　収支予算額

◎農村自然環境枝下地区事業特別会計　収支予算額

◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計　収支予算額

◎農業水利施設保全対策事業特別会計　収支予算額

◎基本財産積立金特別会計　収支予算額

◎転用決済金特別会計　収支予算額

◎事業基金特別会計　収支予算額

◎減価償却積立金特別会計　収支予算額

◎退職給与積立金特別会計　収支予算額　　

収　入
454,000

千円

支　出
454,000

千円

組合費  
3,700千円　1％ 

《その他特別会計》

収　入
454,000

千円

支出
454,000

千円

※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。

選挙費
500千円　0％

１８,０００千円

５００千円

４９,０００千円

７,５００千円

５２,３００千円

２４２,０００千円

１３８,０００千円

８１,０００千円

９６,７００千円
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開 催 日 行　　　　　事　　　　　名 場　　　　　所 主 　　催 　　者

平成２７年度 主な行事結果 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶今年度に実施した主な行事・会議等をご報告します。

４月２日

16日

16日

30日

５月13日

27日

６月10日

24日

７月２日

８日

10日

22日

29日

８月５日

12日

17日

19日

28日

９月２日

16日

18日

18日

26日

10月９日

10日

30日

11月17日

17日

27日

28日

12月11日

11日

24日

H28

１月13日

２月16日

３月17日

19日

19日

第1回水調整委員会

枝下川神社例大祭・通水始祭

第2回水調整委員会

第3回水調整委員会

第4回水調整委員会

第5回水調整委員会

第6回水調整委員会

第7回水調整委員会

第1回理事会

第8回水調整委員会

第1回指名審査会

第9回水調整委員会

第1回入札

第10回水調整委員会

第2回指名審査会

第1回監事会

第11回水調整委員会

第2回入札

第12回水調整委員会

第13回水調整委員会

第2回理事会

第3回指名審査会

終水式

第3回入札

臨時総代会

第4回入札

第4回指名審査会

第1回総務委員会

第5回入札

新嘗祭

第3回理事会

第5回指名審査会

第6回入札

第7回入札

第4回理事会

第2回監事会

通常総代会

西澤真蔵翁追弔会

1階応接室

枝下川神社

枝下川神社

1階応接室

1階応接室

1階応接室

1階応接室

枝下川神社

2階小会議室

1階応接室

1階応接室

1階応接室

3階水土里ホール

1階応接室

1階応接室

2階小会議室

1階応接室

3階水土里ホール

1階応接室

1階応接室

2階小会議室

1階応接室

枝下川神社

3階水土里ホール

3階水土里ホール

3階水土里ホール

1階応接室

2階小会議室

3階水土里ホール

枝下川神社

2階小会議室

1階応接室

3階水土里ホール

3階水土里ホール

2階小会議室

2階小会議室

3階水土里ホール

高岡葬場殿

水調整委員会

枝下川神社総代

水調整委員会

水調整委員会

水調整委員会

水調整委員会

水調整委員会

水調整委員会

水調整委員会

工務委員会

水調整委員会

水調整委員会

工務委員会

水調整委員会

水調整委員会

工務委員会

枝下川神社総代
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枝下用水地区委員会
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賦課金のお知らせ
　賦課金の賦課通知書を7月に発行致します。なお、平成28年4月1日現在の地積を基準に発行して
いますので、納期内での納入にご理解・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ものです。

各種金融機関での改良区賦課金等の振込みについて
　「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行により金融機関の窓口において振込みをする場
合には本人確認のための公的機関の発行した証明書類等（運転免許証、保険証、年金手帳等）の提示
を求められることがあります。

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
ますのでご注意して下さい。
　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、非農地の設定を受けた農地ならびに土地区画整理事業、公共事業用地（道路、河
川敷、鉄塔敷等）に買収される場合にも、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。なお公共事業で寄付をされた場合においても手続きが必要になります。
　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された場合
　賦課金を滞納されている土地を取得しますと新しい権利者に支払い義務が生じます。事前に改良区
にご確認ください。

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。

事務局からのお願いとお知らせ

賦課金の納入は口座振替が便利です

取扱金融機関　　愛知県下の農協
◎申込手続きは、改良区の徴収係へお問い合せ下さい。　　　　
◎口座振替をご利用の方は納期前に残高の確認をお願いします。
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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：129,482,389円　　事業内容：区画整理 1.7ha

施工後

施工前（豊田市舞木町）

▶畑地帯総合整備事業
　舞木乙部地区
　事業費：79,999,920円

　事業内容：用水路工　L=2.8㎞

　　　　　　道路工　　L=0.1㎞

施工後

施工前（豊田市永覚町）

▶農村自然環境整備事業
　枝下地区
　事業費：112,999,320円

　事業内容：用排水施設　L=0.6㎞

　　　　　　集落道　　　L=0.4㎞

更新した中央管理センターデータ処理装置

更新した4号放水門テレメーター盤

▶農業水利施設保全対策事業
　枝下用水2期地区
　事業費：112,789,800円

　事業内容：水管理施設改修　1式

▶農業水利施設保全対策事業
　枝下用水地区
　事業費：36,299,880円

　事業内容：水管理施設改修　1式

新設した西の池揚水機場（中田町） 完成した畑地かんがい施設（中田町）
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改良区事業 ▶緊急農地防災事業
　○亀首地区　排水路整備工事その2：事業費 24,201,720円　事業量　L=238.0m

9

施工前（豊田市亀首町） 施工後

▶土地改良施設維持管理適正化事業
○枝下用水地区　しゅんせつ整備補修工事：事業費 15,905,160 円　事業量　用排水路しゅんせつ工　1式

施工前（豊田市若林東町） 施工後

▶単独土地改良事業
○猿投№1地区　水管橋改良工事：事業費 　6,113,880円　事業量　1箇所　   

施工前（豊田市猿投町） 施工後

○下和会第一地区　排水路改良工事：事業費 14,276,520円　事業量　L=310.2m

施工前（豊田市和会町） 施工後
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　パイプラインの漏水事故が年間を通じて、数十件発生しています。

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。

▶農業用水管（パイプライン）の漏水について

　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。

▶管理人・職員による空気弁等の清掃講習会

　本土地改良区では、毎年、用水路や排水路、農道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。

　特に、最近では家庭用ゴミ袋や家具類、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、用水管の空気弁や給水栓・排泥弁に異物が詰まり水漏れ等の原因になります。

 2016.5  前林町  2016.5  天王町

▶用水路や排水路、堤防にゴミを捨てないで下さい
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ていることを実感しました。その後、９月５日「枝下

用水史を読む会」（竹上管理区役員会、竹上区民会館）、

10月９日「『枝下用水史』－130年間の地図－」（愛知県

土地家屋調査士会豊田支部研修会、豊田市商工会議所）、

10月15日「農と森と水のセミナー」第1回「農・森・水を学

ぶ」「『枝下用水史』を編んで」（愛知県豊田加茂農林

水産事務所主催、豊田加茂総合庁舎）と講演をさせて

いただきました。こうした場は話題を提供することで、

新たな資料にも出会う機会が生まれます。今後も出前

講座を実施していきたいと思います。

企画展「枝下用水（仮）」開催決定

　『枝下用水史』発刊を記念して、2016年12月６日～

2017年３月12日、「豊田市近代の産業とくらし発見

館」（豊田市喜多町４丁目45番地。名鉄豊田市駅から

徒歩５分）において企画展「枝下用水（仮）」の開催

が決定しました。豊田土地改良区資料室としても、展

示内容はもちろんのこと、期間中のイベントについて

も協力して取り組み、枝下用水への興味を多くの方に

もっていただけるよう準備を始めています。ぜひ、ご

来場ください。

　豊田土地改良区資料室は、補助用水や揚水機、それ

らにまつわる水の苦労や多くの知恵、そうした埋もれ

てしまう記録と記憶を聞き取り、続巻としての準備を

進めています。資料となる写真や書類をお持ちの方、

ぜひお知らせください。

（文責：豊田土地改良区資料室長　逵　志保）

枝下用水130年史編集委員会から
豊田土地改良区資料室へ

　『枝下用水史』刊行を機に、平成27年４月から豊田

土地改良区資料室として、続編刊行に向けて新たに歩

みを始めました。手紙や電話、E-mailなどで次々と感

想が返ってきて、本を刊行することは決してゴールで

はなく、これからの調査研究のスタートなのだと自覚

することができました。

•資料室歳時記•

長崎で語り継がれる西澤眞蔵

　中日新聞に『枝下用水史』刊行の記事が掲載された

ことから、長崎出身で名古屋市在住の方から、父親が

西澤眞蔵の孫で、いまも枝下用水のこと、西澤眞蔵の

ことを懐っていますと連絡がありました。そのことが

縁となり、東京に暮らす眞蔵の孫（次男）、長崎にい

まも暮らす眞蔵の孫（三男）にお会いすることができ

ました。これまで眞蔵の用水路開削事業を金銭面で支

えたのが長崎在住の眞蔵の弟・伊三郎だと記してきま

したが、伊三郎には子どもがなく、眞蔵の四男・太四

郎が養子となり、伊三郎没後、西澤商店を継ぐために

夫婦で長崎に向かったとのこと。これまで西澤眞蔵の

用水開削事業とそれを支えた伊三郎と考えられていた

関係は、西澤一族の大事業であったと考えなくてはな

らないことに気付かされました。

•資料室歳時記•

公開講座・出前講座を始めました

　９月２日「『枝下用水史』出版報告研究会」（豊田土地

改良会館）は、予想以上に多くの方が参加くださり、枝下

用水が受益者だけのものではなく、多くの関心を寄せ

豊田土地改良区資料室の1年を振り返って

豊田土地改良区資料室　

〒470-0331　豊田市平戸橋町波岩86-36 

TEL・FAX：0565-45-1036　E-mail：mizubann@hm.aitai.ne.jp 

ブログ「枝下用水日記」：http://blog.goo.ne.jp/shidareyousui

●季刊発行紙『枝下用水日記』は交流館にて入手いただくか、

　直接、資料室にお問い合わせください。

豊田土地改良区資料室

西澤家関係者の枝下用水訪問（昭和31年）
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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

　2000年より、全国の未就学児から小学6年生まで

を対象に「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展を、

全国水土里ネット・水土里ネット愛知主催で開催され、

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7,163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23点、入選111点、地方団体賞42点が選ばれ

ました。水土里ネット豊田からも、12の小学校より

438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、入選3点、団体賞3点が選

ばれました。入賞、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3

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。

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2015
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としては、「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　2016」に協賛することで計画を進めていますの

で、多数のご応募をお待ちしております。

　お申し込みにつきましては、水土里ネット豊田　総務課までご連絡ください。

事務局組織図

事務局長（兼工務課長）野場嘉輝

総務課長  佐藤邦彦

経 理 係 長  澤田高子・都築璃映

財産管理係  粕谷卓未

徴　収　係  岩月真奈美・加藤利明・高橋恵美  

工務課長補佐  長谷川芳徳

工務第２係長  水越美智代

工務第１係長  岩月洋佑・加藤光一・鈴木進平  

総 務 係 長  近藤淳子総務課長補佐  伊達光宏

用水管理人  鈴木脩二・鈴木政光・小野田哲久
　　　　　  　村田賢二

（財産管理・徴収係長）

◆入　選

　　「わたしとたんぼ」　　　　竹村小学校　1年　神谷　蘭さん

　　「近所の風景」　　　　　　伊保小学校　5年　上野　蒼波さん

　　「田植えを楽しむ自分」　　堤小学校　　5年　峯澤　啓太さん

◆団体賞

　・水土里ネット豊田理事長賞　「灯籠流し」　　　　　　　山之手小学校　5年　村口明寿華さん

　・水土里ネット豊田副理事長賞「おっちゃんの大切なぶどう」駒場小学校　　3年　火石　愛美さん

　・水土里ネット豊田総務委員長賞「とんぼ」　　　　　　　若林東小学校　5年　田中　大地さん


