
平成23年度から着手し工事を進めてきた、県営ため池等整備事業高尾大池地区が平成26年

3月に完成しました。高尾大池は、小矢部市谷坪野地内に存置し、近年漏水が著しく、この

まま放置しておくと堤体が決壊し、ため池のみならず下流の農地や人家まで被害を及ぼす

恐れがあることや、約15haの農地のかんがいに必要な用水量の確保も困難な状況になるた

め、堤体の改修工事を行いました。
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県営ため池等整備事業

　高尾大池地区が完成しました!!

事業概要

場 所：谷坪野地内

施 設 名：高尾大池

工 種：ため池改修

事 業 費：145,500千円

貯 水 量：61,000

「水」は農業用水、地域用水

「土」は土地、農地、土壌

「里」は農村空間や農家・非農家の空間
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 27,297,162 円 178,744 円 27,118,418 円

 162,099,939 円 2,235,025 円 159,864,914 円

 2,164,767 円 649,970 円 1,514,797 円

 17,955,626 円 0 円 17,955,626 円

 収　入 支　出 収支差引額

職員退職給与積立金会計

役員退任慰労金積立金会計

基本財産積立金会計

農地転用決済金会計

昨年10月19日（土）午前10時より、小矢部市農村環境改善センター（多目的ホール）にお

いて84名（総代定数94名）の出席を得て第5回臨時総代会が開催されました。桜井理事長の挨

拶後、議長に松沢地区の砂田一誠氏を選出され、議事に入りました。全6件の提出議案につい

て慎重審議がなされ、原案のとおり可決されました。

第５回　臨時総代会開催

24年度　　一般会計 および 特別会計 収支決算

議案第１号　　平成24年度事業報告及び一般会計、特別会計収支決算並びに財産目録について

議案第２号　　平成25年度事業計画の変更及び一般会計、特別会計収支補正予算について

議案第３号　　政策公庫資金借入金の変更について

議案第４号　　新規土地改良事業の施行について

議案第５号　　定款の一部改正について

議案第６号　　土地改良財産の処分について
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去る3月21日 春分の日（金）午前10時より、小矢部市農村環境改善センター（多目的ホール）にお

いて83名（総代定数94名：欠員1名）の出席を得て開催されました。協議に先立ち、永森高岡農林振興

センター所長、筱岡県議会議員より祝辞を賜った後、議長に北蟹谷地区の中田幸男氏を選出し、議事に

入りました。全10件の提出議案について慎重審議がなされ、原案のとおり可決承認されました。

第14回　通常総代会開催

26年度　　　事　　業　　計　　画
（１）団体営土地改良事業

基盤整備促進事業 （単位：千円）

地 区 名 工事場所 事　業　量 事 業 費 附　　　記

二番割 芹川地内 電動鋼製水門 1.0式 35,000 二番割頭首工

南　部 名畑地内 頭首工整備 1.0式 18,000 鶴ヶ島頭首工

合　　計 53,000

（２）県単独農業農村整備事業　▲は、平成26年度当初予算において、箇所付けされておりません。 （単位：千円）

事　業　名 地 区 名 事　業　量 事 業 費 附　　　記

用 排 水 路
整　　　備

▲　野　端 水路補修 L=145m 8,400 北反畝用排水路ほか

▲　南　部 揚水ポンプ更新 1.0式 3,600 関川揚水機

▲　杉谷内 水路補修 L=80m 2,300 杉谷内57-2用水路

　　八講田 水路補修 L=105m 6,000 八講田81号用水路

　　松　尾 水路補修 L=33m 1,900 一ノ江用水路

　　水　島 水路補修 L=61m 2,000 25-1号用排水路（経田地内）

地下水排除 　　屋波牧 湧水処理 1.0式 2,000 暗渠排水

県営造成施設管理
体制整備促進事業

小矢部中部
水　  島

 1.0式 2,440

合　　計 28,640

議案第１号　　平成25年度事業計画の変更及び一般会計、特別会計第２次収支補正予算について

議案第２号　　新規土地改良事業の施行について

議案第３号　　平成26年度事業計画及び一般会計、特別会計収支予算について

議案第４号　　平成26年度組合費の賦課及び徴収方法について

議案第５号　　平成26年度政策公庫資金及び一時借入金について

議案第６号　　平成26年度積立金及び余裕金の預入先について

議案第７号　　平成26年度役員報酬及び費用弁償について

議案第８号　　平成26年度農地転用等地区除外決済金について

議案第９号　　土地改良財産の処分と取得について

議案第10号　　定款の一部改正について

（４）経営安定対策基盤整備緊急支援事業 （単位：千円）

地 区 名 事 業 費 附　　　記 備　考

水　　島 770  県営土地改良総合整備事業の償還金に対する利子軽減

（５）土地改良単独換地業務 （単位：千円）

地 区 名 事 業 費 附　　　記 備　考

臼　　谷 5,000 換地事前業務

（６）業務受託事業 （単位：千円）

業　務　委　託　者 受　託　業　務　名 受 託 料 備　考

 富　山　県  県営土地改良事業換地計画等事務 5,881

 独立行政法人 鉄道建設・運輸
 施設整備支援機構 鉄道建設本
 部北陸新幹線第二建設局

 北陸新幹線建設に伴う認定外道水路等の付替等工事 30,000

 小 矢 部 市  小矢部市農村環境改善センター管理業務 1,100

農地・水保全向上組織（５組織）
農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）
に伴う測量設計及び設計書作成業務

848

合　　計 37,829

（３）土地改良施設維持管理適正化事業 （単位：千円）

地 区 名 加　入　期 施　設　名 補修内容 事 業 量 事 業 費 附　記

南　　部 H23・35期 新ため池 洪水吐補修､安全柵補修 １．０式 2,900

若　　林 H24・26期 若林下中2工区
用水路整備補修（目地補修）
水門整備補修（点検整備）

L=1,411m
水門5門

10,800

若　　林 H25・27期 若林諏訪川地区
用水路整備補修（目地補修）
用水路整備補修（布設替）

L=2,118m
L=148.5m

18,200

津　　沢 H22・34期 鴨島用水路 鋼製水路橋補修 L=17.7m 3,700

合　計 35,600
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農地転用決済金会計

基本財産積立金会計

役員退任慰労金積立金会計

功労者表彰積立金会計

その他特別会計　収支予算

 29,113 千円 （前年度比 1,273千円 増）

 159,787 千円 （前年度比 133千円 減）

 2,040 千円 （前年度比 388千円 減）

 121 千円 （前年度比 21千円 増）

 24,795 千円 （前年度比 3,046千円 増）

26年度　　一般会計 および 特別会計 収支予算

（７）県営土地改良事業 （単位：千円）

事業名 地区名 工　種
全　　体 本年度

附　記
事業量 事業費 事業量 事業費

経営体育成
基盤整備事業

（ほ場整備型）
地崎

区画整理 22.9ha 313,487 1.0式 1,000

20年度着工

客　　土 22.3ha 42,600 − −

集落排水 0.3km 31,600 − −

その他 1.0式 66,313 1.0式 4,000

合　計 454,000 5,000

経営体育成
基盤整備事業

（農業生産法人等育成型）
金屋本江

用排水路工 5.7㎞ 246,500 0.5㎞ 37,300

23年度着工

農道工 3.9㎞ 90,000 3.7㎞ 3,700

区画整理 0.9ha 7,700 − −

その他 1.0式 105,800 1.0式 9,000

合　計 450,000 50,000

経営体育成
基盤整備事業

（面的集積型）
田川

用水路工 6.3㎞ 356,200 1.1㎞ 46,000
24年度着工
(23年度補正)

その他 1.0式 71,800 1.0式 4,000

合　計 428,000 50,000

農業用河川工作物
応急対策事業

五ヶ村

取水堰工 1.0式 190,500
1.0式 139,000 25年度着工

(24年度補正)
その他 1.0式 14,500

合　計 205,000 139,000

ため池等整備
事業(ため池整備)
※震災対策農業水利施設整備事業

伊次郎大池

堤体工(外) 1.0式 183,300
1.0式 10,000 25年度着工

(24年度補正)
その他 1.0式 22,700

合　計 206,000 10,000

基幹水利施設
ストックマネジメント事業

四ヶ村

水路工 5.8㎞
1,440,000 1.0式 100,000

26年度着工その他 1.0式

合　計 1,440,000 100,000

６地区合計 3,183,000 354,000

職員退職給与積立金会計
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小矢部市土地改良区　功労者表彰

第5回臨時総代会と第14回通常総代会において、当土地改良区の役員として土地改良事業の運営等に

功績のあった方々と管内の頭首工、ため池、揚水機の適切な操作管理にあたられた方々への、小矢部市

土地改良区功労者表彰を行いました。

小矢部市土地改良区功労者表彰 （順不同）

受　賞　者 所属地区 在任期間

山 本 一 夫 荒川 理事 12年

白 澤 忠 茂 松沢 〃　８年

吉　岡　良太郎 小矢部川中部用水 〃　８年

宇 川 傳 治 水島 〃　12年

安 田 重 信 戸久 〃　８年

岡 崎 良 作 南谷 〃　８年

辻 章 水島 〃　８年

平成25年10月19日第5回臨時総代会において

土地改良施設維持管理適正化事業

当事業は土地改良施設【揚水機・頭首工及び樋(水)門・ため池・用排水路】の機能低下防止・機能回

復のため、定期的に行うポンプの オーバーホール、ゲートの点検整備・塗装、用排水路の補修などの

整備補修する事業です。

■法楽寺第1揚水機補修工事

工事内容

渦巻きポンプ

Φ125×2.4㎥/min×36.0m×30kw 1.0台

ポンプ浸水対策嵩上げ工 1.0式

揚水機配管  1.0式

工　期；Ｈ25.8.30〜Ｈ25.12.6

事業費；2,500千円

■若林下中1工区目地補修工事

工事内容

水路延長：L= 870m

工　期；Ｈ25.8.30〜Ｈ25.12.13

事業費；5,400千円

補助金の割合　国30%、県30%、市10%、地元負担30%

水管理操作員功労者表彰 （順不同）

受　賞　者 施　設　名

長 田 信 夫 上浄土寺ため池

市 川 忠 男
棚田口用水堰、川原用水堰、
塔ヶ島取水堰

朱 亀 　 明 平野江用水堰

前 田 一 雄 野寺頭首工

宮 西 佐 作 小神頭首工

荒 田 久 進 横江宮川第3頭首工

岡 本 和 男
第1揚水機場、第3揚水機場、
臼谷第1揚水機、猪谷池

平成26年3月21日第14回通常総代会において

工事中の様子 完　成

着工前 完　成
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団体営農業基盤整備促進事業　小矢部地区

昨年、国の経済対策による補正予算を活用し、当土地改良区では団体営農業基盤整備促進事業小矢部

地区として8工区の水路整備を実施しました。

県営経営体育成基盤整備事業　金屋本江地区

金屋本江地区は、昭和39年から48年にかけて、団体営ほ場整備事業にて整備されたが、用排水路の

老朽化が著しいため、平成23年度より県営経営体育成基盤整備事業金屋本江地区として工事着工して

います。当事業は、用排水路・農道・暗渠排水の改良と一部赤倉地内において区画整理を行っていま

す。また、これらの整備を契機に、営農組合の法人化が進められています。事業完了は、平成28年度

を予定しています。

地区 地区委員会 工区 工事名 事業量 事業費（千円）

小矢部

埴生大池
埴　生 谷内用排水路改修工事 157m 7,310

蓮　沼 埴生大池用水13-2号線水管橋補修工事 7m 2,940

南　　部 南　部 南部用水1号線外改修工事 546m 5,970

子撫川流域 宮　須 宮須7号排水路改修工事 77m 2,170

松　　沢 福　上 福上1号用水路改修工事 48m 2,600

蟹　　谷 松　尾 一ノ江用水路改修工事 152m 3,870

薮　　波 安養寺 薮波204号用水路改修 220ｍ 7,970

水　　島 経　田 水島25-1号用排水路改修工事 91m 4,370

1地区 8工区 計 37,200

埴生工区 安養寺工区 松尾工区

着工前 着工前 着工前

完　成 完　成 完　成

完　成 農作業の様子
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県営基幹水利施設ストックマネジメント事業　四ヶ村地区が始まります

国営附帯県営農地防災事業　庄川左岸二期地区（苗加用排水路）

昭和36年〜42年にかけて、用排水改良事業により改修

された四ヶ村用排水路は、かんがい用水の確保及び浸水被

害の防止に役立ってきましたが、水路の老朽化が進行し用

水・排水機能に支障が生じてきたため、地元関係者から早

期の整備要望をされていました。昨年10月下旬より地元

説明会及び同意徴集を行い、今年度より県営基幹水利施設

ストックマネジメント事業四ヶ村地区として採択され、当

施設の整備着手することになりました。工期は平成31年

度完成を目標に事業実施されます。

農業用排水路が近年の都市化による降雨時の排水量増

加の影響により頻繁に洪水被害が発生することから、水

路の排水能力を高めて、洪水被害の防止対策・農業生産

の安定を図るため、庄川左岸地域で水路改修工事が進め

られています。

昨年は、当土地改良区管内の苗加用排水路 L=約750m

（小矢部市下後亟地内）において工事着手されました。

今年度は、残り区間の水路改修工事と、水島地内にお

いて洪水時の排水量のピークを一時的に貯留する洪水調

整池の新設工事も進められます。

事業概要

工事内容　コンクリート内張り、FU布設

　　　　　四ヶ村用排水路　L=5.1km

　　　　　茶ノ木用排水路　L=0.7km

受益面積　525ha

工　　期　平成26年度〜平成31年度

　　　　　　　　　　　　　（6カ年）

総事業費　14億４千万円

三方コンクリート水路（幅5.0、高さ1.8） 苗加第２取水工（自動）

コンクリート擁壁が老朽化している様子

ブロック積が抜け落ちている様子

完　成

工事中の様子

小矢部市下後亟地内 小矢部市下後亟地内
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平成26年度　賦課金納入のお願い

平成26年度の賦課金納入期限は下記のとおりです。
お忘れのないようにお願いいたします。

発行　平成26年7月1日

経常賦課金　納入期限　　平成26年７月31日

特別賦課金　納入期限　　平成26年12月１日

※ 重要ポイント！！

土地改良区に、転用に伴う決済金を納入し、地区か

ら除外する必要があります。

決済金とは？　農地を転用することで、残った農地

面積で土地改良施設の運営・維持管理費を負担するこ

ととなり、残存農地が過重負担することになります。

そこで、農地転用を行うとき、維持費として農地転用

決済金を徴収しています。また、事業中の場合、事業

の償還金が残っているので事業費の決済金として潰れ

地相当額を精算して頂くことになります。手続きしな

い場合、土地改良区の台帳の更新がされず、現況が道

路や宅地であっても、受益地として賦課金が生じてい

くことになりますのでご注意ください。

貯金口座振替依頼書　を提出して下さい。

※本土地改良区では賦課金の口座振替を農協のみです

が実施しています。口座番号・口座名義人の変更す

る場合は、貯金口座振替依頼書の提出が必要になり

ます。

●組合員が亡くなられたとき

●組合員が農業者年金を受給するため後継者に経営移

譲を行ったとき

●農地を売買、贈与、交換したとき

●農地を貸借契約または解約したとき

届出書類：組合員資格得喪通知書

※組合員（権利）の変更があった場合は、土地改良

区への届出が義務づけられています。

（土地改良法第43条）

編 集 後 記
この広報誌が、皆様のお手元に

届く頃には、暑い日々が続いてい

るのではないでしょうか？農作業等で外にでるとき

は熱中症には十分注意しましょう。また、河川で遊

ぶ際は夕方などに降る突然の雨による増水に気をつ

けて、楽しい「夏」をお過ごしください。

●用排水路に橋をかけたいとき

　（住宅への車の乗入など）

●家庭雑排水を排水路に放流するとき

　（合併浄化槽設置時など）

　届出書類：他目的使用申請書

表　　彰

平成25年度富山県土地改良事業団体連合会長賞
表彰（平成26年3月26日 ホテルグランテラス）

槻 尾 義 治

平成25年度高岡地区土地改良協議会長賞
表彰（平成26年3月19日 ふくおか総合文化センター）

加 藤 　 楙  砂 田 清 三

それぞれの届出用紙は、土地改良区事務所あるいは小矢部

市土地改良区ホームページから入手することができます。

ホームページアドレス：http://www1.tst.ne.jp/oyb-dki/

土地改良区の概要（平成25年４月１日現在）

設　　　立　　　　　　平成13年４月１日

受益面積及び組合員数　3,273ha／3,535名

総代定数及び役員定数　総代94名／理事31名／監事４名

職　員　数　　　　　　９名

発　　　行 ／ 平成26年7月1日

発　行　所 ／ 小矢部市鷲島38番地1 水土里ネットおやべ

　　　　　　　TEL 0766−67−5551　FAX 0766−67−5552

編集・印刷 ／ 神島印刷株式会社

水路にゴミ等の不法投棄が見られます。草刈後の刈草や

空き缶・ペットボトル・家庭から出るゴミ等が、下流で水

路を詰まらせる原因となっています。水路施設はみんなの

大切な財産です。ゴミは、ごみ箱へ。ご協力お願いします。

土地改良施設を他目的に使用するとき

組合員資格の得喪又は変更があったとき

口座番号・口座名義人の変更するとき農地を転用する際は土地改良区にお知らせください

組 合 員 の 皆 様 へ

受賞者の方（敬称略）

小矢部に引っ越してき

て３年、これまで出会っ

た方々のご縁で働かせて

いただくことになりました。

仕事と富山弁の習得がんばります。

趣味：ジグソーパズル

工務管理課　松 永 規 子

新人職員の

紹　介

水路にゴミを捨てないで!!

水土里ネットおやべ（8）


