
　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

頃より、水土里ネット豊田の円滑な運営並びに事業の

推進に格別のご支援を賜り厚くお礼を申し上げます。

　また、昨年４月に発生した熊本地震をはじめ、８月

には北海道・東北地方を襲った台風１０号、１０月に発

生した鳥取中部地震など猛烈な自然災害に遭われまし

た地域の方々に心よりお見舞い申し上げます。

　さて、平成２９年度農業農村整備関連予算は、国、県

とも平成２８年度補正予算と平成２９年度当初予算を合わ

せた額で言えば、大幅な予算削減前の平成２１年度の水

準まで復活することができました。同時に、国は昨年８

月には、「新たな土地改良長期計画」が１年前倒しで閣

議決定されました。その中では、今後の農業のあり方と

して、単に農業農村環境や水利施設を次世代に引き継

ぐだけでなく、整備効果を最大限に発揮し、農業所得の

向上をもたらす強い農業のけん引が求められております。

　当改良区としては、漏水が多発する矢作北部用水系

統の幹線水路を本年度も水質保全対策事業矢作西部・

平成２９年７月７日 №１２
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ごあいさつ

矢作東部地区として実施

いたします。

　また、農地の大区画化

等による農業の体質強化

として経営体育成基盤整

備事業中田地区の区画整

理も引き続き実施いたし

ます。

　また、平成１９年度から

「農地・水・環境保全向上対策」として開始した制度は、

「多面的機能支払交付金」として名称を変え１１年目をむ

かえ、農地や農業用水は、農業生産の役割だけでなく、魅

力的な農村にとってかけがえのない大切な財産（資源）で

す。この資源を支えてきたのは「地域の共同活動」。これな

くしては、農村の環境を守ることはできません。当改良

区管内でも５５組織が継続、新規に活動を始めます。

　間もなく、水需要の最盛期となります。今年の１月か

ら４月の降雨量は平年並でしたが５月が平年の３分の１

と極端に少ない降雨であり、平年並の６月７日に梅雨

豊田土地改良区理事長　三　浦　孝　司
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組合員の皆様へ 
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《一般会計》
　収入決算額　855,747,168円

　支出決算額　782,681,272円

　差 引 差 額　  73,065,896円（平成28年度へ繰越）

● 平成27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２８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　豊田土地改良区定款の一部改正議決に

　　　　　　　ついて

　第２号議案　平成２７年度　事業報告の承認について

　第３号議案　平成２７年度　一般会計及び特別会計収

　　　　　　　支決算の承認について

　第４号議案　平成２７年度　財産目録の承認について

　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
153,329,982円
18％

事務所費
474,244,157円
60％

選挙費
0円  0％

補助金
36,830,217円
5％

繰出金
76,433,271円
10％

予備費　0円　0％諸支出
500,054円
0％

交付金・受託金
3,460,836円　1％

財産収入
112,143,358円　13％

寄付金
0円　0％ 

繰入金
377,051,651円
44％

諸収入
15,773,077円
2％

繰越金
100,992,630円  12％

収入の部 支出の部

使用料
65,802,292円
7％

補助金
27,193,342円
3％

無駄水を無くし、節水にご協力頂くとともに、個々の

農家の方々で水管理には十分注意して頂きますようお

願いいたします。

　最後に、私自身も土地改良区に就職し、土地改良事

業に携わり５５年が経ちました。その間には、ほ場整

備・用排水路の改修等多くの事業実施に努めて参りま

した。近年、管内に於いても大規模な事業開発や区画

整理などにより、多くの農地が転用されておりますが、

その区域に残る、農地の保全、土地改良施設の維持管

理、そして地域経済の発展の両立を考えていかなくて

はなりません。土地改良区の運営も、ますます厳しく

なって参りますが、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

ご挨拶といたします。

平成28年度 臨時総代会の開催

維持管理費
194,673,573円
25％

入りしましたが、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、組合員の皆さんにおかれましても、

猿投北部環境保全会による揚水機場ファームポンド清掃状況



《その他特別会計》
◎県営畑総舞木・乙部地区事業特別会計

22,847,800円
20,263,976円
2,583,824円

◎農村自然環境枝下地区事業特別会計
22,363,491円
22,334,037円
29,454円

◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計
164,281,671円
129,394,466円
34,887,205円

◎農業水利施設保全対策事業特別会計
1,532,404円
1,532,397円

7円

◎基本財産積立金特別会計
49,312,097円

0円
49,312,097円

　
◎転用決済金特別会計

446,371,389円
220,737,908円
225,633,481円

◎事業基金特別会計
108,553,813円

 0円
108,553,813円

◎減価償却積立金特別会計
72,130,272円

0円
72,130,272円

◎退職給与積立金特別会計
86,599,962円

0円
86,599,962円
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《事業特別会計》
　収入決算額　　391,157,664円

　支出決算額　　359,815,367円

　差 引 差 額　      31,342,297円（平成28年度へ繰越）

組合費
2,756,160円　1％

負担金・償還金
3,351,000円
1％

繰出金
6,990,000円
2％

公共補償費
0円　0％

諸支出  0円　0％
予備費  0円　0％

補助金
290,101,614円

74％

交付金・受託金  13,500,000円  3％

繰入金
40,168,948円
10％

借入金
0円　0％

負担金
13,608,967円
4％

諸収入  23,747円  0％ 繰越金  30,998,228円  8％

収入の部 支出の部

事業費
349,474,367円

97％

議長に選任された太田博康総代 監査報告をする中根大総括監事

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28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。

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）
　

　収入決算額　　 
　支出決算額　　　
　差 引 差 額　　　　　　　　（平成28年度へ繰越）
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　「通常総代会」を平成２９年３月１１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７１

名が出席し、豊田市長　太田稔彦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、太田稔彦豊田市長の祝辞を頂き、議長

に深津眞一総代、副議長に三浦和久総代が選任され、

また議事録記名人には杉本鉃美総代、酒井克己総代を
選任し議案審議に入りました。

　第１号議案　平成２８年度　一般会計・事業特別会計

　　　　　　　並びに豊田西部地区特別会計収支補正

　　　　　　　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　豊田土地改良区規約の一部改正議決に

　　　　　　　ついて

　第４号議案　豊田土地改良区指名審査会規程の一部

　　　　　　　改正議決について

　第５号議案　平成２９年度　事業計画の議決について

　第６号議案　平成２９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２９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２９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２９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２９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１１号議案　平成２９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１２号議案　平成２９年度　一時借入金及び限度額の

　　　　　　　議決について

　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、愛知県豊田加茂農林水産事務所長　村瀬光

延様、豊田市役所産業部長　原田裕保様、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28年度 通常総代会の開催

太田稔彦豊田市長

原田裕保豊田市役所産業部長

村瀬光延愛知県豊田加茂農林水産事務所長

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
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《事業特別会計予算》

負担金・償還金
5,420千円
1％

公共補償費
20千円　0％

繰出金
9,300千円　2％

諸支出10千円　0％ 予備費 32,300千円　8％

補助金
276,600千円
68％

交付金・受託金
230千円　0％

繰入金
58,730千円　15％

借入金
10千円　0％

負担金
33,900千円　8％

諸収入　30千円　0％ 繰越金　31,400千円　8％

収入の部

収入の部

支出の部

事業費
357,950千円
89％

《一般会計予算》

● 平成29年度　一般会計及び特別会計の収支予算の状況 ●

組合費
131,300千円　23％

補助金
132,300千円　23％

繰出金
87,870千円
15％

予備費　3,770千円　1％

諸支出
5,010千円　1％

使用料
64,200千円　11％

補助金
28,180千円　5％
交付金・受託金
4,470千円　1％

財産収入
136,300千円  24％

繰入金
140,150千円  25％

寄付金
40千円　0％

諸収入
17,660千円　3％

繰越金
47,700千円  8％

支出の部

維持管理費
181,500千円　32％

管理事務費
158,950千円
28％

◎県営畑総舞木・乙部地区事業特別会計　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
405,000

千円

支　出
405,000

千円

組合費  
4,100千円　1％ 

《その他特別会計》

収　入
570,000

千円

支　出
570,000

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
600千円　0％

５,２００千円

１１７,０００千円

２,４００千円

６５,４００千円

２８３,４００千円

１９２,３００千円

９８,２００千円

１０６,７００千円
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開 催 日 行　　　　　事　　　　　名 場　　　　　所 主 　　催 　　者

平成２８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。

７月29日

７月29日

８月３日

８月19日

９月15日

９月15日

10月４日

10月８日

11月11日

11月22日

12月14日

12月14日

12月26日

H29 1月24日

２月16日

３月11日

第1回理事会

第1回指名審査会

第1回監事会・監査

第1回入札

第2回理事会

第2回指名審査会

第2回入札

臨時総代会

第3回指名審査会

第2回入札

第3回理事会

第4回指名審査会

第4回入札

総務委員会

第4回理事会

通常総代会

2階小会議室

1階応接室

2階小会議室

3階水土里ホール

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

1階応接室

3階水土里ホール

2階会議室

1階応接室

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

工務委員会

工務委員会

工務委員会

工務委員会

総務委員会

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。

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。

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29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。

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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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
農地の取得・譲与・売買などされた場合
経営世帯主を交代された場合



平成28年度土地改良事業報告 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

Midori net Toyota

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：60,766,244円　　事業内容：区画整理 1.9ha

▶畑地帯総合整備事業　舞木乙部地区
　事業費：40,998,960円

　事業内容：用水路工　L=0.1㎞

　　　　　　道路工　　L=0.8㎞

▶農業水利施設保全対策事業
　枝下用水地区
　事業費：49,869,000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2期地区
　事業費：64,729,800円

　事業内容：水管理施設改修 1式

▶たん水防除事業　上郷2期地区
　事業費：128,104,256円

　事業内容：旧機場の取壊し等　1式

平成29年1月撮影

8

8号河川門　ブロック積の更新 中央管理センター　映像監視装置の更新

▶防災ダム事業　万精池地区
　事業費：31,999,320円

　事業内容：堤体補強　1式

完了した堤外地

◀乙部揚水機場
　場内整備完了

農道舗装完了▶

◀完成した仮設屋外燃料タンク

旧機場　　　
取壊し状況▶

▶防災ダム事業　寺部池地区
　事業費：24,999,840円

　事業内容：堤体改修　1式

完成した緊急放流施設



Midori net Toyota

改良区事業 ▶単独土地改良事業　○豊田土地№１地区　太陽光発電施設設置工事：事業費 8,077,320円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業量　太陽光施設設置1式

9

施工前（豊田市司町） 施工後

施工前（豊田市上郷町） 施工後

施工前（豊田市畝部西町） 施工後

施工前（豊田市保見町地内） 施工後

○西大№１地区　農道舗装工事：事業費 12,723,480 円　事業量　L=635.2m

○畝部西町№1地区　排水路改良工事：事業費 　8,133,480円　事業量　L=192.7m

○保見№１地区　用水路改良工事：事業費 4,410,720円　事業量L=175.0m
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　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（写真①）や排水路、農道（写真②）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。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。

▶用水路や排水路、堤防にゴミを捨てないで下さい

写真①写真① 写真②写真②

　　　　　　　　　　農業用水管（パイプライン）更新工事
及び調査により右記の幹線水路を断水いたします。実際の
断水期間は、断水日間近の水土里ネット豊田のHPでご確認
ください。断水につきましてはご理解ご協力をお願いします。
URL:http://toyotochi.org E-mail:toyo-kai@waltz.ocn.ne.jp

　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

2017.5　中根町 2016.9　配津町

断水のお知らせ 水 　 系

枝下用水

矢作用水

矢作用水

矢作用水

幹 線 名

全 　 線

東部幹線

西部幹線

北部幹線

地　　　　区

枝下用水区域全域

高橋地区

猿投・豊田西部・逢妻地区

舞木・豊田北部地区

　断水期間（予定）　

12月上旬～1月下旬

11月1日～2月28日

11月1日～2月28日

12月15日～12月25日
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　また、期間中には東京から西澤眞蔵の孫・秀隆さん

（92歳）がご一家で足を運んでくださいました。当日

は旧観光ホテル加茂園跡地に再び建った「澤流後世」

碑もご覧いただきました。この碑は明治30年の西澤眞

蔵没後、受益地域の代表者が集まり、西澤眞蔵の偉業

を讃えようと初めて建てた顕彰碑です。「祖父も喜ん

でいることでしょう」と話し、じっと碑をみつめる秀

隆さんの姿に、枝下用水開削の歴史がいまも生きてい

ることを実感することができました。

『枝下用水史』が
農業農村工学会賞・著作賞受賞

　補助用水という新たな課題とともに、こうして枝下

用水とともに生きてきた人びととの関係を途絶えさせ

ることのないよう、これからも調査研究の場であるこ

とはもちろんのこと、発信できる資料室でありたいと

考えています。

　そんな矢先、農業農村工学会から枝下用水130年史

編集委員会にあてて、『枝下用水史』の著作について

平成29年度農業農村工学会賞・著作賞授賞との報が届

きました。本の内容とともに、その後の資料室の活動

も評価されたようです。喜びと感謝を胸に豊田土地改

良区資料室は今年も一歩前に進みます。

（文責：豊田土地改良区資料室長　逵　志保）

新たな課題としての「補助用水」

　『枝下用水史』刊行間近、理事長・三浦孝司さんか

ら「本当の水の苦労は、水路ができても水が来なかっ

た地域の補助用水に現れている。この苦労がまだ書け

ていない」と新たな課題がだされました。豊田土地改

良区資料室は、補助用水の調査に取り組むところから

始まりました。

　枝下用水では用水路はできても末端まで水が足りず、

大正末期から昭和30年代にかけて、水源を枝下用水だ

けでなく他にも求め、揚水機を設置し、水を汲み上げ

て使いました。また、いちど田に送った水を末端で集

め、それを汲み上げて再び使うという方法で水を確保

しました。枝下用水受益地は、こうして足りない水を

文字通り「補助用水」で補ってきたのです。

　この補助用水が、全国的にはとても珍しいものであ

ることがわかってきました。他所から訪ねて来る方に

補助用水の話をすると、ほぼ間違いなく「それはなん

ですか」と問い返されるのです。水路末端の苦労をと

取り組み始めた補助用水は、枝下用水の大きな特徴で

あることがわかってきました。

　それだけではありません。補助用水に取り組む過程

で、私たちの視点は大きく変わりました。それまで私

たちは、用水路は水源から水を導き田を潤して稔りを

もたらす配水としてしか見ていませんでした。しかし

補助用水に目を向けたことで、用水路は周辺の雨水を

受ける排水の役目も担っていること、それは防災の機

能としても重要なことを知ることができました。『枝

下用水史』続編にむけて資料踏査を進めています。

豊田市近代の産業とくらし発見館企画展
「枝下用水130年史」

　『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に

おいて企画展「枝下用水130年史」が開催されました。

豊田土地改良区は準備段階から全面的に協力し、期間

中には会場でギャラリートークを、豊田土地改良区で

も公開研究会をおこないました。参加者の多くが枝下

用水とは関係ないけれど、興味があって参加したとい

う方たちでした。展示期間中の発見館の来館者は

2,940人を数え、2016年度の企画展のなかで一番の来

館者数だったそうです。

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『枝下用水日記』を発行しています。豊田土地改良区

　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。

「澤流後世」碑の前に立つ西澤眞蔵の孫・秀隆さん

豊田土地改良区資料室

『枝下用水史』続編にむけて
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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

生等から昨年を上回る7,879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164点、地域団体賞42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

268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2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 2016
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　2017」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 工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

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
　　　　　  　加納浩三

（財産管理・徴収係長）

◆入　選
　　「消毒をする人」　　　　　　　　　 若園小学校　　　4年　樹神　市朗さん

　　「いろいろないきものがいる田んぼ」 寿恵野小学校　　2年　土井　桜子さん

◆団体賞
　・水土里ネット豊田理事長賞　　「田んぼで大きな機械発見」　加納小学校　　4年　水野　七星さん

　・水土里ネット豊田副理事長賞　「小学生の田植え体験」　　　若林西小学校　6年　米山　さくらさん

　・水土里ネット豊田総務委員長賞「たんぼのみちをあるいたよ」 山之手小学校　1年　林　郁斗さん

おくやみ　総代樹神正彦氏が去る平成28年1月に、総代近藤鋹孝氏が去る平成28年4月に、総代清水
錞氏が去る平成28年7月にご逝去されました。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。




