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豊田土地改良区理事長　三　浦　孝　司

お見舞申し上げますとと
もに、被災地の一刻も早
い復興を祈念しておりま
す。ここ数年は毎年のよ
うにこれまで経験したこ
とがないほどの豪雨災害
が発生しており、当改良
区管内においても令和２
年度には、松平、猿投、
高岡地区を含む58カ所の法面崩壊等の災害が発生し復
旧工事を行いました。農業・農村の強靱化の観点から
も農村地域の防災力を向上するための防災・減災対策
は直近の課題であり、農業用水利施設の計画的な保全
管理が必要であります。
　昨年度より、本格的に工事施工をしている枝下用水
幹線水路の県営震災対策農業水利施設整備事業は、一
昨年の上流部と梅坪小学校の周辺の水路工260ｍ程を
施工いたしました。今年度も昨年度同様、断水期間を
多くとり工事を行います。工事完了までには長い年月

　組合員並びに関係の皆様方におかれましては、益々
ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より
水土里ネット豊田の運営並びに事業推進には格別のご
理解ご協力を賜り厚く感謝申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス
感染症が瞬く間に世界中に広がり、移動自粛や経済活
動の制限を受けました。国内では４月に１回目の緊急
事態宣言が全国に発出され、感染拡大防止のため外出
自粛となり、多くの人たちの日常生活に支障をきたし
ました。そのような中、７月３日より熊本県を中心に
九州から東北地方にかけての広い範囲で梅雨前線が停
滞し、記録的な大雨「令和２年７月豪雨」となり、こ
の雨により熊本県の球磨川、岐阜県の飛騨川など大河
川の氾濫が相次ぎ、特に熊本県の被害は多数の死傷者

も出るほどの大
災害となってし
まいました。被
害に遭われた
方々には心より
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「ふるさとの田んぼと水」子ども子ども絵画展

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自慢！」をテー
マに開催される「子ども絵画展　2021」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。

　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4,900作品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32作品、地域団体賞42作品、入選158作
品、佳作314作品が選ばれました。水土里ネット豊田

からも、9の小学校より191作品もの応募があり、
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、団体賞3点が選ばれました。
　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 2020
結果発表

　用水管理人  鈴木脩二・鈴木政光
　　　　　　  加納浩三・中川重幸

ごあいさつ

施行中の
枝下用水幹線水路（月見町）

入賞
・やまびこ賞　　　　　「家族力合わせた田うえ」　　　　　　　　　　駒場小学校 4年　　手嶌　美緒
・ 「生きものいっぱいこまばの田んぼ」　　　　　駒場小学校 2年　　手嶌　華菜

入選　　　　　　「明治緑道三連水車と田んぼ」　　　　　　　　若林東小学校 5年　北村蓮乃介

・水土里ネット豊田理事長賞　　 　　　　　　　　 6年　　太田　真央
・ 2年　　青木　寛菜
・ 「いた　くわがた　かぶとむし」　　　 4年　土井　蒼空

♦入賞（企業賞）
　・やまびこ賞　　　　　「家族力合わせた田うえ」　　　　　　　　　　駒場小学校 4年　　手嶌　美緒さん
　・内外ふるさと子ども賞「生きものいっぱいこまばの田んぼ」　　　　　駒場小学校 2年　　手嶌　華菜さん

♦入選　　　　　　「明治緑道三連水車と田んぼ」　　　　　　　　若林東小学校 5年　北村蓮乃介さん

♦団体賞
　・水土里ネット豊田理事長賞　　「はじめての田植え」　　　　　　　　若園小学校 6年　　太田　真央さん
　・水土里ネット豊田副理事長賞　「水路にいるいきものをとりにいったよ」 駒場小学校 2年　　青木　寛菜さん　
　・水土里ネット豊田総務委員長賞「いた　くわがた　かぶとむし」　　　寿恵野小学校 4年　土井　蒼空さん
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水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。
　冒頭に述べました、新型コロナウイルス感染症のワ
クチンの接種が医療従事者から開始され、高齢者や基
礎疾患のある方など優先順位はありますが、社会全体
に早期に行き渡り、コロナ禍が一刻も早く収束するこ
とを願ってやみません。
　結びに、組合員の皆様のご期待に添えるよう、役職員
一同職務に邁進する所存でありますので、今後ともより一
層のお力添えをお願い申し上げ、私の挨拶といたします。

◎経営体育成基盤整備中田地区事業特別会計
125,031,490円
35,901,669 円
89,129,821円　令和２年度へ繰越

◎農業水利施設保全対策事業特別会計
149,695円

0円
149,695円　令和２年度へ繰越

◎基本財産積立金事業特別会計
66,199,980円

０円
66,199,980円　令和２年度へ繰越

◎転用決済金特別会計
450,090,655円
18,948,937円
431,141,718円　令和２年度へ繰越
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が掛かる大規模事業ですので円滑な事業推進に努めて
参ります。どうかご理解ご協力をお願いいたします。
　次に、中田地区の県営経営体育成基盤整備事業は、
地区面積約63ha、事業費約10億円で農地の区画整理
や用排水路、農道などの農業生産基盤の整備を行い、
農業生産性の一層の向上を図り、担い手への農地の利
用集積を促進するものでありました。準備委員会立ち
上げの平成17年から16年の長い年月をかけ、昨年度換
地処分を行い、今年度早々に登記完了し事業完了を迎
えることができました。地権者の皆様のご協力、国・
愛知県・豊田市の多大なご支援、そして地元役員の
方々のご尽力のおかげです。ありがとうございました。
また、当管内の農業用ため池においても、県営老朽ため
池等整備、防災ダム事業で耐震補強工事を８地区実施し
てきた中で、昨年度、東保見大池・新池、鎌切池、上ヶ
根池が事業完了いたしました。今後も計画的に事業を推
進していくため関係機関と連携を密にしながら、組合員
の皆様の要望に十分応えられるよう努めてまいります。
　これから、水需要の最盛期となります。今年の１月
から５月は平年並み以上の降雨があり、また、平年よ
り20日程早い５月16日に梅雨入りしましたが、まだま
だ水需要が必要な時期です。かんがい業務に従事する 組合費

0円　0％

負担金・償還金
2,742,000円
1％

繰出金
9,927,000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
391,879,900円

84％
交付金・受託金
0円  0％

繰入金
22,688,724円
5％
借入金
0円　0％
負担金
18,901,381円
4％

諸収入
18,694円　0％ 繰越金  33,926,317円  7％

事業費
423,413,192円

97％

収入の部 支出の部

● 平成３１（令和元）年度　一般会計及び特別会計の収支決算の状況 ● 

組合費
131,056,273円
26％

事務所費
124,898,789円
28％

選挙費
0円　0％

繰出金
71,525,665円
16％

予備費　0円　0％諸支出
758,339円
1％

交付金・受託金
3,830,744円　1％

財産収入
123,933,500円　25％

寄付金  0円  0％ 補助金
32,868,379円　6％ 

繰入金
63,643,024円
13％

諸収入
14,508,672円
3％

繰越金
60,346,494円  12％

使用料
69,761,989円
14％

補助金
115,547,668円
26％

維持管理費
127,202,426円　29％

収入の部 支出の部

収入決算額　 499,949,075円　　　支出決算額　439,932,887円
差 引 差 額　 60,016,188円 令和２年度へ繰越《一般会計》

収入決算額　 467,415,016円　　　支出決算額　436,082,192円
差 引 差 額　 31,332,824円　令和2年度へ繰越《事業特別会計》

事業完了した中田地区の田部（手前）、畑部（左奥）

令和２年度　臨時総代会の開催令和２年度　臨時総代会の開催
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《その他特別会計》
　第２号議案
　　平成31（令和元）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31（令和元）年度　財産目録の承認について

　以上の３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。

　「臨時総代会」を令和２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開催し
ました。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、書面による議決権行使書面賛成者79名と
総代４名の出席で行ないました。臨時総代会は、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（令和元）年度　事業報告の承認について

監査報告をする中根総括監事 臨時総代会の開催状況

◎事業基金特別会計
211,012,120円
　　　0円

211,012,120円　令和２年度へ繰越

◎減価償却積立金特別会計
123,732,733円

0円
123,732,733円　令和２年度へ繰越

◎退職給与積立金特別会計
120,494,278円
　　　0円

120,494,278円　令和２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」を令和３年３月16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。通常総代会も臨時総代会同様に新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため書面議決を行使し、規
模を縮小して平日に行いました。
　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、副議長に磯谷鐘夫総代が選任され、議案審
議に入りました。

　第１号議案　令和２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　令和３年度　事業計画の議決について
　第３号議案　令和３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４号議案　令和３年度　加入金の賦課並びに徴収
　　　　　　　時期の議決について
　第５号議案　令和３年度　地区除外処理規程による
　　　　　　　決済金の議決について
　第６号議案　令和３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７号議案　令和３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８号議案　令和３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９号議案　令和３年度　一時借入金及び限度額の
　　　　　　　議決について
　第10号議案　豊田南ＩＣ周辺の市街化区域編入・地
　　　　　　　区除外処理について
　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。

● 令和３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》

組合費
129,500千円 26％

補助金
91,300千円 18％

繰出金
72,100千円
15％

予備費　2,240千円 0％諸支出
5,310千円 1％

使用料
68,000千円 14％

補助金
31,200千円 6％
交付金・受託金
4,850千円 1％

財産収入
99,500千円 20％

繰入金
113,410千円 23％

寄付金
50千円 0％

諸収入
4,140千円 1％

繰越金
44,350千円 9％

維持管理費
166,400千円 34％

管理事務費
157,050千円
32％収　入

495,000
千円

支　出
495,000

千円
選挙費
600千円 0％

収入の部 支出の部

《その他特別会計》

※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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《事業特別会計予算》

負担金・償還金
4,120千円
1％

公共補償費
20千円 0％

繰出金
12,900千円 2％

諸支出10千円 0％ 予備費
28,350千円 5％

補助金
448,750千円
76％

交付金・受託金
430千円 0％

繰入金 63,700千円
11％

借入金
10千円 0％

負担金
45,750千円 8％

諸収入 70千円 0％ 繰越金 29,090千円　5％

事業費
543,600千円
92％

収　入
589,000

千円

支　出
589,000

千円

組合費  
1,200千円 0％ 

収入の部 支出の部

通常総代会の開催状況

議長に選任された太田博康総代 小島副理事長の閉会あいさつ

農業水利施設保全対策事業特別会計　収支予算額　　　　　　６,６００千円

基本財産積立金特別会計　収支予算額　　　　　　　　　　８０,６００千円

転用決済金特別会計　収支予算額　　　　　　　　　　　４８７,５００千円

事業基金特別会計　収支予算額　　　　　　　　　　　　２６１,５００千円

減価償却積立金特別会計　収支予算額　　　　　　　　　１４７,０００千円

退職給与積立金特別会計　収支予算額　　　　　　　　　１３７,０００千円

令和２年度　通常総代会の開催令和２年度　通常総代会の開催
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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。

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３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

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

翌年の３月末日までに直接、豊田土地改良区へ届出がありませんと台帳が
変わりませんのでご注意ください。

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７月末日に指定口座より引き落としを
　させていただきますので、納期前に残高の確認をお願いします。
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　毎年、用水管の空気弁、給水栓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。

▶職員・管理人による空気弁等の清掃講習会

吉原町（令和3年5月） 若林西町

排水路内に捨てられたゴミ 枝下用水除塵機

枝下用水除塵機で回収したごみ 給水栓に詰まった多くのゴミ

　毎年、豊田市内の小学校を対
象に地域の歴史や文化を学ぶ地
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
授業を行っておりましたが、昨
年度は新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から中止し、小
学校の先生方の現場見学会を実
施しました。

▶枝下用水現場見学会

活動報告
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枝 下 用 水

幹 線 名

全 　 線

地　　　　区

枝下用水区域全域

断 水 期 間（予定）

10月2５日～令和４年１月16日

令和４年３月10日～３月17日
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開催日 行　事　名 場　　　所 会　　議　　内　　容

令和２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。
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平成31（令和元）年度事業報告及び各会計の収支決算監査について 他

改正土地改良法について、令和2年度事業計画について 他

下和会№1地区　排水路改良工事 他18件

高橋№2地区　用水路改良工事 他10件

令和2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

猿投№4地区　農道舗装工事 他8件

吉原補助用水地区　測量設計業務　他7件

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

畝部東№1地区　用水路改良工事 他4件

県営経営体育成基盤整備事業　中田地区　権利者会議

高橋№1地区　用水路改良工事 他4件

土地改良区検査

若林№1地区　排水路改良工事 他6件

駒場№3地区　管水路改良工事 他5件

複式簿記会計への移行、職員給与規程の一部改正について 他
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枝下用水の説明をする工務課の長谷川課長補佐と
加藤技師

枝下用水暗渠を歩く先生方

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。

用水路や排水路、堤防に
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断水のお知らせ　　　　　　　　　　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 　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
農業用水管（パイプライン）の
漏水について



Midori net Toyota Midori net Toyota

　毎年、用水管の空気弁、給水栓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。

▶職員・管理人による空気弁等の清掃講習会

吉原町（令和3年5月） 若林西町

排水路内に捨てられたゴミ 枝下用水除塵機

枝下用水除塵機で回収したごみ 給水栓に詰まった多くのゴミ

　毎年、豊田市内の小学校を対
象に地域の歴史や文化を学ぶ地
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
授業を行っておりましたが、昨
年度は新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から中止し、小
学校の先生方の現場見学会を実
施しました。

▶枝下用水現場見学会

活動報告

水 　 系

枝 下 用 水

幹 線 名

全 　 線

地　　　　区

枝下用水区域全域

断 水 期 間（予定）

10月2５日～令和４年１月16日

令和４年３月10日～３月17日

8 9

開催日 行　事　名 場　　　所 会　　議　　内　　容

令和２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。

第1回監事会・監査

第1回理事会

第1回指名審査会

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

中田地区 権利者会議

第3回入札

土地改良区検査

第4回指名審査会

第4回入札

第3回理事会

第5回入札

第4回理事会

通常総代会

第2回監事会・監査

2階小会議室

2階小会議室

2階小会議室

3階水土里ホール

3階水土里ホール

2階小会議室

3階水土里ホール

3階水土里ホール

2階小会議室

中田区民会館

3階水土里ホール

3階水土里ホール

2階小会議室

3階水土里ホール

3階水土里ホール

3階水土里ホール

2階小会議室

3階水土里ホール

2階小会議室

平成31（令和元）年度事業報告及び各会計の収支決算監査について 他

改正土地改良法について、令和2年度事業計画について 他

下和会№1地区　排水路改良工事 他18件

高橋№2地区　用水路改良工事 他10件

令和2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

猿投№4地区　農道舗装工事 他8件

吉原補助用水地区　測量設計業務　他7件

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

畝部東№1地区　用水路改良工事 他4件

県営経営体育成基盤整備事業　中田地区　権利者会議

高橋№1地区　用水路改良工事 他4件

土地改良区検査

若林№1地区　排水路改良工事 他6件

駒場№3地区　管水路改良工事 他5件

複式簿記会計への移行、職員給与規程の一部改正について 他

中田№1地区　農道舗装工事

令和2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

令和3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

令和2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

７月30日

８月７日

８月７日

８月27日

９月４日

９月４日

９月25日

10月10日

10月16日

10月21日

11月４日

11月26・27日

11月30日

12月15日

12月23日

２月15日

２月17日

３月16日

３月23日

鴛鴨町（令和3年4月）大林町（令和2年5月）

枝下用水の説明をする工務課の長谷川課長補佐と
加藤技師

枝下用水暗渠を歩く先生方

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。

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。

断水のお知らせ　　　　　　　　　　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 　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
農業用水管（パイプライン）の
漏水について



10 11

令和２年度土地改良事業報告

Midori net Toyota Midori net Toyota

2018年3月撮影

緊急農地防災事業　
枝下地区
事業費：90,915,000円
事業量：水管理施設改修一式

緊急農地防災事業　
鎌切池地区（R2年度完了）
事業費：29,524,000円
事業量：ため池改修　1箇所の一部

老朽ため池等整備事業
本地新池地区
事業費：64,048,052円
事業量：ため池改修　1箇所の一部

たん水防除事業　上郷2期地区
事業費：573,214,317円 
事業内容：排水機場　1箇所の一部

震災対策農業水利施設整備事業　
枝下用水・枝下用水2期地区
事業費：782,225,060円 事業内容：用水路工　L＝0.38㎞

枝下用水幹線水路（月見町） 排水機場吐水槽施工中（畝部東町）

施工前（豊田市和会町）

単独土地改良事業
下和会№1地区　排水路改良工事：事業費 32,198,100円　事業量Ｌ＝295.7m

施工後

桝塚東№1地区　農道舗装工事：事業費 11,686,400円　事業量Ｌ＝454.1m

施工前（豊田市桝塚東町） 施工後

地震検出装置（管理センター内） 堤体完了（豊田市田籾町地内） 堤体張りブロック施工中（豊田市本地町地内）

中田地区　権利者会議採決状況（Ｒ2.10.21）

ほ場整備（経営体育成基盤整備）事業中田地区（令和2年度完了）
事業費：24,999,700円
事業内容：補完工事 一式、換地業務一式

近藤委員長謝辞補完工事の整理工

県営事業

改良区事業

左が既設ゲート、右が更新後の二段式ゲート

土地改良施設維持管理適正化事業
枝下用水5号放水門　ゲート整備工事：事業費 18,013,600円　事業量　ゲート更新一門

豊田市施工事業（枝下用水関係）

二段式ゲート

正面図

側面図

◎二段式ゲート
枝下用水が豪雨時に
増水した場合、ゲー
ト上部から水を越流
させて、下流の水位
上昇を防ぐものです。
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Midori net Toyota Midori net Toyota

豊田土地改良区理事長　三　浦　孝　司

お見舞申し上げますとと
もに、被災地の一刻も早
い復興を祈念しておりま
す。ここ数年は毎年のよ
うにこれまで経験したこ
とがないほどの豪雨災害
が発生しており、当改良
区管内においても令和２
年度には、松平、猿投、
高岡地区を含む58カ所の法面崩壊等の災害が発生し復
旧工事を行いました。農業・農村の強靱化の観点から
も農村地域の防災力を向上するための防災・減災対策
は直近の課題であり、農業用水利施設の計画的な保全
管理が必要であります。
　昨年度より、本格的に工事施工をしている枝下用水
幹線水路の県営震災対策農業水利施設整備事業は、一
昨年の上流部と梅坪小学校の周辺の水路工260ｍ程を
施工いたしました。今年度も昨年度同様、断水期間を
多くとり工事を行います。工事完了までには長い年月

　組合員並びに関係の皆様方におかれましては、益々
ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より
水土里ネット豊田の運営並びに事業推進には格別のご
理解ご協力を賜り厚く感謝申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス
感染症が瞬く間に世界中に広がり、移動自粛や経済活
動の制限を受けました。国内では４月に１回目の緊急
事態宣言が全国に発出され、感染拡大防止のため外出
自粛となり、多くの人たちの日常生活に支障をきたし
ました。そのような中、７月３日より熊本県を中心に
九州から東北地方にかけての広い範囲で梅雨前線が停
滞し、記録的な大雨「令和２年７月豪雨」となり、こ
の雨により熊本県の球磨川、岐阜県の飛騨川など大河
川の氾濫が相次ぎ、特に熊本県の被害は多数の死傷者

も出るほどの大
災害となってし
まいました。被
害に遭われた
方々には心より

・組合員の皆様へ………………………

・令和２年度臨時総代会の開催………

・令和２年度通常総代会の開催………

・事務局からのお願いとお知らせ……

・活動報告など…………………………

・令和元年度主な行事結果など………

・令和２年度土地改良事業報告………

・子ども絵画展2020結果発表…………
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「ふるさとの田んぼと水」子ども子ども絵画展

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自慢！」をテー
マに開催される「子ども絵画展　2021」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。

　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4,900作品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32作品、地域団体賞42作品、入選158作
品、佳作314作品が選ばれました。水土里ネット豊田

からも、9の小学校より191作品もの応募があり、
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、団体賞3点が選ばれました。
　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 2020
結果発表

　用水管理人  鈴木脩二・鈴木政光
　　　　　　  加納浩三・中川重幸

ごあいさつ

施行中の
枝下用水幹線水路（月見町）

入賞
・やまびこ賞　　　　　「家族力合わせた田うえ」　　　　　　　　　　駒場小学校 4年　　手嶌　美緒
・ 「生きものいっぱいこまばの田んぼ」　　　　　駒場小学校 2年　　手嶌　華菜

入選　　　　　　「明治緑道三連水車と田んぼ」　　　　　　　　若林東小学校 5年　北村蓮乃介

・水土里ネット豊田理事長賞　　 　　　　　　　　 6年　　太田　真央
・ 2年　　青木　寛菜
・ 「いた　くわがた　かぶとむし」　　　 4年　土井　蒼空

♦入賞（企業賞）
　・やまびこ賞　　　　　「家族力合わせた田うえ」　　　　　　　　　　駒場小学校 4年　　手嶌　美緒さん
　・内外ふるさと子ども賞「生きものいっぱいこまばの田んぼ」　　　　　駒場小学校 2年　　手嶌　華菜さん

♦入選　　　　　　「明治緑道三連水車と田んぼ」　　　　　　　　若林東小学校 5年　北村蓮乃介さん

♦団体賞
　・水土里ネット豊田理事長賞　　「はじめての田植え」　　　　　　　　若園小学校 6年　　太田　真央さん
　・水土里ネット豊田副理事長賞　「水路にいるいきものをとりにいったよ」 駒場小学校 2年　　青木　寛菜さん　
　・水土里ネット豊田総務委員長賞「いた　くわがた　かぶとむし」　　　寿恵野小学校 4年　土井　蒼空さん


