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題字 三浦孝司理事長揮毫

ごあいさつ

組合員の皆様へ

豊田土地改良区理事長

猛暑の候、組合員の皆様方にはますます御健勝のこ
ととお慶び申し上げます。

三

浦

孝 司

及び水路の氾濫、決壊等
の甚大な被害が発生して

日頃より、水土里ネット豊田の業務運営、並びに事

おります。まさに、平成

業推進に対しましては、一方ならぬご理解、ご支援を

は自然災害と闘ってきた

賜りまして心より厚く感謝申し上げます。

時代であったと言っても

令和２年度の幕開けは、新型コロナウイルスの感染

過言ではありません。被

拡大防止に向けた対応から始まりました。今までに経

害を受けた方々に対し心

験したことのない非常事態ですので、皆様も十分に気

よりお見舞い申し上げま

を付けてわが身を守っていただきたいと思います。

す。国土強靱化の観点か

さて、昨年も、全国各地で異常気象がもたらす記録

らも農村地域の防災力を向上するための防災・減災対

的な豪雨や台風などにより土地改良施設の冠水や農地

策は喫緊の課題であるため、農業用水利施設の計画的
な保全管理が必要であります。
近年、全国各地で大規模地震が発生している中、当
管内においても国・愛知県・豊田市のお陰をもちまし
て念願でありました、枝下用水幹線水路の耐震化につ
いて、令和元年10月９日に、
「県営震災対策 農業水利
施設整備事業

枝下用水地区」の事業の無事を祈り安

全祈願祭並びに起工式を経て工事着工にこぎ着けたこ
とをご報告申し上げます。
安全祈願祭

水土里ネット豊田 No.15
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枝下用水は、明治16年に開削され、現水路は昭和39
年県営かんがい排水事業により更新してから半世紀以
上が経過しています。老朽化が進む基幹的な水利施設
を改修することにより、大規模地震が発生した場合、
人命そして中部経済産業被害を最小限に抑えることを
目的に耐震化事業の工事に着手する事ができました。
令和２年度は、幹線水路総延長12.3㎞の内、第１期
3.0㎞区間が本格的に工事に入り、残り9.3㎞も「枝下
用水２期地区」として事業採択され、１期地区と併せ
て、総事業費208億円で着手いたします。完了までに
は、長い年月が掛かる大規模事業ですが、円滑な事業
推進、早期完了に向け努めてまいります。

中田地区の畑部と県道市道交差点（南より北を望む）

そのほかにも、新規採択県営事業として、防災ダム

これから、水需要の最盛期となります。今年の１月

事業により孫目池と和田ケ池の耐震化に着手する予定

から５月は平年並みの降雨でありましたが、まだまだ

です。また、平成22年度より実施しております「県営

水の需要が必要な時期です。枝下用水・矢作北部用

経営体育成基盤整備事業

水・明治用水・愛知用水そして新矢作用水を水源とし、

中田地区」は、換地処分に

向けた権利者会議を行い、今年度事業完了の予定とな

かんがい業務に従事する水土里ネット豊田としては、

っております。関係者の皆様のご協力に感謝を申し上

効率的な水管理が重要であると考えております。

げます。

結びに、今回の新型コロナウイルスに罹患された

今後も計画的に多くの事業を推進していくため関係

方々や感染拡大により生活に影響を受けられている

機関と連携を密にしながら、組合員の皆様の要望に十

方々の一日も早い回復と、事態が早期に収束を迎え、

分応えられるよう努めてまいります。そして地域農業

皆様の日常と笑顔が戻り、そしてまた豊穣の秋を迎え

発展のため役職員一丸となって、より一層業務運営に

られますよう衷心よりご祈念申し上げ、私のご挨拶と

精進してまいります。

いたします。

令和元年度

臨時総代会の開催
決算の承認について

「臨時総代会」を令和元年10月５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

第3号議案

平成30年度

財産目録の承認について

代64名が出席して開催しました。総代会は、三浦理事

第4号議案

総代の書面又は代理人による議決権の
制限について

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。

以上の４議案を慎重に審議した結果、いずれも原案
第1号議案

平成30年度

事業報告の承認について

第2号議案

平成30年度 一般会計及び特別会計収支

議長に選任された太田博康総代
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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。

監査報告をする中根総括監事

小島副理事長の閉会のあいさつ

Midori net Toyota

● 平成30年度
《一般会計》

収入決算額 447,031,650円
支出決算額 386,685,156円
差 引 差 額 60,346,494円 平成31（令和元）年度へ繰越

繰越金
47,748,244円 11％

収入の部

支出の部

諸収入
14,974,602円
3％

組合費
131,763,249円
29％

繰入金
55,280,541円
12％

使用料
70,624,164円
16％

寄付金 0円 0％
財産収入
88,141,898円

補助金
33,713,969円

0％

繰入金
30,857,737円
7％

収入決算額
差引差額

交付金・受託金
31,500,000円 7％

予備費

諸支出
356,647円
0％

0円

0％

事務所費
129,781,877円
34％

繰出金
43,264,219円
11％

選挙費
210,298円
補助金
94,407,451円
24％

維持管理費
118,664,664円

0％

31％

433,738,849円
支出決算額
399,812,532円
33,926,317円 平成31（令和元）年度へ繰越

収入の部

支出の部
繰越金 29,689,816円 7％
組合費
0円 0％

借入金
0円 0％
負担金
20,345,544円
5％

8％

交付金・受託金
4,784,983円 1％

20％

《事業特別会計》
諸収入
16,992円

一般会計及び特別会計の収支決算の状況 ●

補助金
321,328,760円
74％

諸支出 0円

0％

予備費 0円

繰出金
8,997,000円
2％

0％

公共補償費
0円 0％
負担金・償還金
3,456,000円
1％

事業費
387,359,532円
97％

《その他特別会計》
◎事業基金特別会計
◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計
収入決算額 126,271,278円
収入決算額 180,519,817円
支出決算額
支出決算額
0円
37,485,340円
差引差額
差引差額
180,519,817円 平成31
（令和元）年度へ繰越
88,785,938円 平成31
（令和元）年度へ繰越
◎減価償却積立金特別会計
◎農業水利施設保全対策事業特別会計
収入決算額
収入決算額 112,039,463円
9,471,041円
支出決算額
支出決算額
0円
9,321,346円
差引差額
差引差額
112,039,463円 平成31
（令和元）年度へ繰越
149,695円 平成31
（令和元）年度へ繰越
◎退職給与積立金特別会計
◎基本財産積立金事業特別会計
収入決算額
収入決算額 110,132,422円
55,973,018円
支出決算額
支出決算額
0円
０円
差引差額
差引差額
110,132,422円 平成31
（令和元）年度へ繰越
55,973,018円 平成31
（令和元）年度へ繰越
◎転用決済金特別会計
収入決算額 436,689,373円
支出決算額
18,675,376円
差引差額
418,013,997円 平成31
（令和元）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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令和元年度

通常総代会の開催

「通常総代会」を令和２年３月14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開催
しました。
令和元年度臨時総代会において書面又は代理人によ
る議決権は当分の間行使しないことを議決いただきま
したが、今回は新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止を鑑み役員５名、書面による議決権行使書面者80
名と総代４名の出席で行ないました。また、本来であ
れば多くのご来賓をお招きして開催するところではご
ざいましたが、不本意ながらお断りをさせていただき
ました。皆様方のご協力に感謝いたします。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
議長に中川豊総代が選任され、議案審議に入りました。
第１号議案

平成31年度

事業特別会計収支補正予

第９号議案

行申請議決について

算の議決について
第２号議案

豊田土地改良区

利水調整規程の制定

第10号議案

第３号議案

令和２年度

事業計画の議決について

第４号議案

令和２年度

組合費の賦課徴収方法並

びに時期の議決について
令和２年度

第６号議案

令和２年度

地区除外処理規程による

決済金の議決について
第７号議案

令和２年度

第11号議案

役員・議長・副議長・総代

令和２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12号議案

令和２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

加入金の賦課並びに徴収

時期の議決について

県営防災ダム事業（和田ケ池地区）の
施行申請議決について

の議決について

第５号議案

県営防災ダム事業（孫目池地区）の施

第13号議案

令和２年度

一時借入金及び限度額の

議決について
第14号議案 「中央公園第二期整備事業」の地区除
外処理について

の報酬及び費用弁償額の議決について
第８号議案

県営震災対策農業水利施設整備事業
（枝下用水２期地区）の施行申請議決に
ついて

以上の14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、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。
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● 令和２年度

一般会計及び特別会計の収支予算の状況 ●

《一般会計予算》
収入の部

支出の部

繰越金
44,640千円 9％

組合費
129,000千円 25％

諸収入
14,160千円 3％

収 入
515,000

繰入金
121,740千円 24％
寄付金
50千円 0％

使用料
67,200千円 13％

千円

補助金
33,160千円 6％
交付金・受託金
4,550千円 1％

財産収入
100,500千円 19％

諸支出
4,900千円 1％

繰出金
76,250千円
15％

予備費

管理事務費
166,150千円
32％

支 出
515,000

選挙費
600千円 0％

千円

補助金
91,900千円 18％

1,400千円 0％

維持管理費
173,800千円 34％

《事業特別会計予算》
収入の部
諸収入 140千円 0％

支出の部
繰越金 35,820千円

繰入金 65,900千円
10％

公共補償費
20千円 0％

千円

負担金
40,900千円 6％

支 出
630,000
千円

負担金・償還金
2,500千円
1％

補助金
471,600千円
75％

交付金・受託金
13,530千円 2％

予備費
12,720千円 2％

繰出金
19,450千円 3％

組合費
2,100千円 1％

収 入
630,000

借入金
10千円 0％

諸支出10千円 0％

6％

事業費
595,300千円
94％

《その他特別会計》
◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計
◎農業水利施設保全対策事業特別会計
◎基本財産積立金特別会計
◎転用決済金特別会計
◎事業基金特別会計

収支予算額

収支予算額

収支予算額

収支予算額
収支予算額

１１４,０００千円
１５,０００千円
７５,０００千円
４７０,０００千円
２４０,０００千円

◎減価償却積立金特別会計

収支予算額

１３５,０００千円

◎退職給与積立金特別会計

収支予算額

１３４,０００千円

※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。
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事務局からのお願いとお知らせ
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、令和２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。

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。

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協議をして、後々問題が残らないよう手続きをお
願い致します。なお公共事業で寄付をされた時や地籍調査事業において地目変更等をされた場合にお
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。
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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
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▶出前授業
活動報告

童子山小学校が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、出前授業をしました。

授業をする工務課の加藤技師

○×クイズをする豊田加茂農林水産事務所の丹羽技師

▶職員・管理人による空気弁等の清掃講習会
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。

吉原町（令和2年5月）

若林西町（令和元年7月）

▶用水路や排水路、堤防に
ゴミを捨てないで下さい
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
ではペットボトル、電化製品などの
投棄が目立ちます。
地域環境美化のためにもゴミや草
刈後の草を用・排水路内に捨てない
ようにお願いします。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。

多くがペットボトル

農道沿いに捨てられた冷蔵庫と洗濯機

枝下用水除塵機で回収したごみ
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令和元年度 主な行事結果
開催日

行

事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 今年度に実施した主な行事・会議等をご報告します。

名

場

所

会

議

内

容

７月31日

第1回監事会・監査

2階小会議室

平成30年度事業報告及び各会計の収支決算監査について 他

８月８日

第1回理事会

2階小会議室

土地改良法の改正について 他

８月８日

第1回指名審査会

1階応接間

下和会№2地区 排水路改良工事 他5件

８月22日

第1回入札

3階水土里ホール

吉原補助用水路事業計画業務委託 他5件

９月６日

第2回理事会

2階小会議室

令和元年度臨時総代会の開催日時及び場所・提出議案について 他

９月24日

第2回指名審査会

1階応接間

高岡№3地区 農道舗装工事 他10件

10月５日

臨時総代会

3階水土里ホール

令和元年度事業報告、一般会計及び特別会計収支決算の承認について 他

10月９日

枝下用水震災対策農業水利施設起工式

豊田産業文化会館

安全祈願祭及び起工式典

10月10日

第2回入札

3階水土里ホール

配津№1地区 揚水機修繕工事 他10件

11月７日

第3回指名審査会

1階応接間

高岡№1地区 水路改良工事 他10件

11月20日

第3回入札

3階水土里ホール

下和会№1地区 排水路改良工事 他7件

12月５日

第3回理事会

2階小会議室

豊田土地改良区職員給与規定の一部改正、令和2年度事業計画について 他

12月５日

第4回指名審査会

1階応接間

四郷№1地区 用水路改良工事 他2件

12月13日

第4回入札

3階水土里ホール

堤本町№1地区 用水路改良工事 他3件

２月20日

第4回理事会

2階小会議室

令和元年度通常総代会の開催日時及び場所・提出議案について 他

３月14日

通常総代会

3階水土里ホール

令和2年度事業計画・一般会計及び特別会計収支予算について 他

３月18日

第2回監事会・監査

2階小会議室

令和元年度業務内容及び各会計の収支予算の中間監査について

▶農業用水管（パイプライン）
の漏水について
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。
本田町（令和元年7月）

断水のお知らせ

勘八町（令和元年7月）

農業用水路（オープン水路、パイプライン）の更新工事により下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ホームページでご確認ください。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

水

線

名

E-mail:toyo-kai@waltz.ocn.ne.jp

系

幹

枝 下 用 水

全

矢 作 用 水

東 部 幹 線

豊田北部の一部・高橋地区

10月１日〜令和３年２月28日

矢 作 用 水

西 部 幹 線

猿投・豊田西部・逢妻地区

10月１日〜令和３年２月28日

線

地

区

枝下用水区域全域

断 水 期 間（予定）
10月26日〜令和３年１月17日
令和３年３月10日〜３月17日
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令和元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：41,999,100円
事業内容：区画整理 0.2ha、換地業務一式

畑の整地完了

▶震災対策農業水利施設整備事業 枝下用水地区
事業費：172,074,040円

2018年3月撮影
事業内容：用水路工

L＝0.09㎞

枝下用水幹線水路（月見町）

▶緊急農地防災事業

鎌切池地区

事業費：30,314,900円
事業量：ため池改修

1箇所の一部

竪樋施工中（豊田市田籾町地内）

10

▶たん水防除事業

上郷2期地区

事業費：223,284,715円
事業内容：排水機場

1箇所の一部

排水機場上屋竣工（畝部東町）

▶水質保全対策事業

逢妻地区

事業費：61,999,300円
事業量：用水路工L=0.1㎞

管更生施工中（豊田市堤本町地内）

Midori net Toyota

改良区事業

▶緊急農地防災事業
●緊急農地防災事業
事業費

上和会地区

55,231,800円

排水路整備その1 工事

事業量Ｌ＝295.6m、測量試験一式

施工前（豊田市和会町）

▶単独土地改良事業

施工後

●鴛鴨№1地区

農道舗装工事：事業費 7,753,900円

事業量Ｌ＝275.5m

施工前（豊田市鴛鴨町）

●広美№1地区

揚水機改良工事：事業費 8,030,000円

施工前（豊田市広美町地内）

施工後

事業量

圧力タンク1基

施工後
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「ふるさとの田んぼと水」
子ども絵画展 2019
結果発表

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5,224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24点、入選129点、地方団体賞45点が選ばれ
ました。水土里ネット豊田からも、9の小学校より
191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。

団体賞
・水土里ネット豊田理事長賞・

・水土里ネット豊田副理事長賞・

・水土里ネット豊田総務委員長賞・

「ぼくのふるさと

桃畑」

「きれいないねかりの風景」

「トマトしゅうかく」

朝陽さん

若園小学校 4年

加納小学校 5年

山田

竹内

宏輔さん

竹村小学校 1年

久保田

伊織さん

今年もたくさんのご応募をお待ちしています！

土地改良功労者
豊田土地改良区処務規程に勤続満30年・満
15年に達したもので、勤務が模範に足ると
認めた職員に対して表彰を行うとあります。

◎勤続30年表彰
◎勤続15年表彰

総務課

経理係長

総務課

徴収係長

工務課

工務係長

工務課

工務係長

澤田高子
岩月真奈美
岩月洋佑
加藤光一

事務局組織図
事務局長（工務課長）野場嘉輝
技術専門監 矢頭更三
総務課長 佐藤邦彦

総務課長補佐 伊達光宏

（財産管理係長）

総 務 係 長 近藤淳子
経 理 係 長 澤田高子
財産管理係 粕谷卓未
徴 収 係 長 岩月真奈美・高橋恵美・鈴木進平

工務課長補佐 長谷川芳徳

工 務 係 長 水越美智代
工 務 係 長 岩月洋佑・加藤利明
工 務 係 長 加藤光一・林

稜太

用水管理人 鈴木脩二・鈴木政光
加納浩三・中川重幸
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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
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ＦＡＸ 0565-28-2858
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