
平成18年度より当土地改良区が鉄道運輸機構

から受託していた北陸新幹線建設に伴う認定外道

水路等の付替工事が完了しました。

この工事は、北陸新幹線が管内を通り、既存の

用排水路や農道等の土地改良施設が交差分断する

ことから、施設の機能補償工事として行ったもの

です。工事等に伴いご協力して頂きました皆様に

感謝申し上げます。
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 29,192,657 円 892,738 円 28,299,919 円

 159,906,225 円 1,054,925 円 158,851,300 円

 1,777,055 円 0 円 1,777,055 円

 100,001 円 71,067 円 28,934 円

 21,744,971 円 0 円 21,744,971 円

 収　入 支　出 収支差引額

昨年10月18日（土）小矢部市農村環境改善センター多目的ホールにおいて72名（総代定数

94名：欠員２名）の出席を得て第６回臨時総代会が開催されました。桜井理事長の挨拶後、

議長に水島地区の焼田和伊氏を選出され、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６回　臨時総代会開催

25年度　　一般会計 および 特別会計 収支決算

一 般 会 計

収入　484,775,525円
（予算比 91,806,475円 減）

支出　428,322,803円
（予算比  148,259,197円 減）

収入　160,344,870円
（予算比 25,353,130円 減）

支出　153,910,947円
（予算比 31,787,053円 減）

土地改良事業会計

適正化事業・市単事
業・用水費の負担金
18,876,259円

用水土改等へ
の負担金
10,661,651円

繰出金
5,488,688円

諸費・諸税
4,231,731円

維持管理費
45,574,058円

事務費
34,773,853円

選挙費
574,808円

地区委員会費
6,708,593円

事務所費
1,719,008円

還付金
183,441円施設使用料・

他目的使用料等
10,860,686円

補助金 5,199,066円

適正化事業交付金
12,510,000円

繰越金
5,824,646円

事業費
（基盤整備促進事業など）
63,769,388円

分担金及び
負担金
55,107,478円

償還金
31,001,436円

委託業務費
3,750,245円

還付金
80,000円

繰出金
202,400円

受託費
1,514,000円

繰入金 3,198,351円

雑収入 268,271円

特別賦課金
45,941,502円

補助金(助成金)
50,368,222円

区債及び
借入金
53,229,878円

新幹線関連委託業務 他
318,406,972円

財産収入
94,000円

負担金
174,308円

雑収入
2,047,771円

繰入金
292,400円

新幹線関連受託業務 他
319,687,784円

経常賦課金
65,020,092円

繰越金
50,013,159円

維持管理費
45,574,058円

新幹線関連委託業務 他
318,406,972円

新幹線関連受託業務 他
319,687,784円

経常賦課金
65,020,092円

繰越金
50,013,159円

収 入 支 出

収 入 支 出

事業費
（基盤整備促進事業など）
63,769,388円

議案第１号　　平成25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26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　　新規土地改良事業の施行について

議案第４号　　土地改良財産の処分について

議案第５号　　定款の一部改正について

議案第６号　　役員（理事）の補欠選挙について

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

功労者表彰積立金会計
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去る３月21日 春分の日（土）小矢部市農村環境改善センター（多目的ホール）において85名（総代定数94名：

欠員２名）の出席を得て開催されました。協議に先立ち、高岡農林振興センター永森所長、筱岡県議会議員より祝

辞を賜った後、議長に埴生地区の沼田市郎氏を選出し、議事に入りました。全９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15回　通常総代会開催

27年度　　　事　　業　　計　　画

（３）県単独農業農村整備事業　▲は、平成27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）

工　　種 地 区 名 事　業　量 事 業 費 附　　　記

用 排 水 路
整　　　備

 小矢中（その１） 安全施設整備 1.0式 1,200 右岸沈砂池　安全柵更新

▲ 小矢中（その２） 安全施設整備 1.0式 2,000 左岸沈砂池　安全柵更新

 小矢中（その３） 安全施設整備 1.0式 1,300 左岸取水樋管　蓋整備塗装

 関　　川 水路整備 1.0式 4,000 関川揚水機更新

 南　　部 水路整備 L=24m 5,300 南部用水6号線（関川水管橋）

 西　　町 水路整備 1.0式 3,500 西町揚水機更新

 了　　輪 地下水排除 1.0式 4,200 了輪地内　湧水処理

 浅　　地 水路整備 L=305m 3,600 浅地20号用水路　目地補修

▲ 安 養 寺 水路整備 L=40m 1,900 白沢用水路　JBF500
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 29,440

議案第１号　　平成26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　　平成27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３号　　平成27年度組合費の賦課及び徴収方法について

議案第４号　　平成27年度政策公庫資金及び一時借入金について

議案第５号　　平成27年度積立金及び余裕金の預入先について

議案第６号　　平成27年度役員報酬及び費用弁償について

議案第７号　　平成27年度農地転用等地区除外決済金について

議案第８号　　土地改良財産の処分と取得について

議案第９号　　定款及び役員選挙規程の一部改正について

（５）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 530 県営土地改良総合整備事業の償還金に対する利子軽減

（６）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 2,100 換地業務

（７）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

小 矢 部 市 小矢部市農村環境改善センター管理業務 1,100

多面的機能 活動組織（５組織）
多面的機能支払交付金・資源向上支払交付金（長寿命化）
に伴う測量設計及び設計書作成業務

848

小矢部市農村環境保全向上地域協議会 多面的機能支払事業に係る事務 3,500

合　　計 5,448

（４）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 付　記

小矢部中部 H23・35期 浅地経田取水堰
防護柵、転倒ゲート（扉体ゴム）
取水ゲート補修、点検塗装

1.0式 2,500

南　　谷 H23・35期 道坪野揚水機（2台） 水中ポンプ2台更新 1.0式 2,900

南　　部
H23・35期

鶴ヶ島用水堰
（施設変更の予定）

トラフ蓋、油圧ユニット、油圧
配管パイプ等更新

1.0式 5,800

H27・39期 関川揚水機 水路橋整備補修 1.0式 4,800

水　　島 H24・36期 神吾揚水機
水中ポンプ
操作盤整備補修

1.0式 4,800

若　　林
（施設改善）
H25・27期

若林黒石川地区
用水路整備補修
（目地補修）

L=3,230m 14,400

合　　計 35,200

（１）団体営土地改良事業
基盤整備促進事業（農業用用排水施設） （単位：千円）

地 区 名 工事場所
全体 平成27年度

附　記
事業量 事業費 事業量 事業費

下川崎 下川崎 送水管補修 1.0式 48,000 測量設計等 1.0式 6,000 測量設計、用地買収

（２）団体営調査設計委託
地 区 名 事 業 費 附　　　記 備　考

河　原 3,600 河原頭首工改修に伴う事業計画書の作成
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その他特別会計　収支予算

 30,252 千円 （前年度比 1,139千円 増）

 166,323 千円 （前年度比 6,536千円 増）

 2,106 千円 （前年度比 66千円 増）

 106 千円 （前年度比 15千円 減）

 27,884 千円 （前年度比 3,089千円 増）

251,407千円（前年度比 24,017千円 増）

120,424千円（前年度比 43,587千円 減）

一 般 会 計

土地改良事業会計

収 入 支 出

経常賦課金
65,900千円 適正化事業・市単事

業・用水費の負担金
20,267千円

施設使用料使用料
他目的使用料等
52,345千円補助金

6,060千円

受託業務
5,448千円

雑収入
796千円

繰入金
13,080千円

負担金
230千円

事務費
52,805千円

用水土改等への負担金
8,918千円

維持管理費
71,722千円

繰出金 23,718千円

諸費・諸税
2,488千円

委託業務
3,340千円

予備費等
78,064千円

地区委員会費
8,252千円

事務所費
2,100千円

収 入 支 出

特別賦課金
38,502千円

委託業務費
2,100千円

補助金（助成金）
24,874千円

雑収入
21千円

繰入金
4,128千円

区債及び
借入金
44,750千円

繰越金
8,149千円

予備費
4,599千円

事業費
（県単など）
34,320千円

分担金及び負担金
45,265千円

償還金
34,140千円

適正化事業交付金
31,680千円

繰越金
55,533千円

加入金
68千円

27年度　　一般会計 および 特別会計 収支予算

（８）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

（農業生産法人等育成型）
金屋本江

用排水路工 5.7㎞ 252,200 0.3㎞ 18,880

23年度着工

農 道 工 3.9㎞ 91,200 − −

区画整理 0.9ha 7,700 − −

その他 1.0式 104,900 − 4,120

合　計 456,000 23,000

経営体育成
基盤整備事業

（面的集積型）
田川

用水路工 6.3㎞ 360,200 0.3㎞ 5,900

24年度着工その他 1.0式 71,800 1.0式 14,100

合　計 432,000 20,000

農業用河川工作物
応急対策事業

五ヶ村

取水堰工 1.0式 232,426
1.0式 10,000

25年度着工その他 1.0式 17,574

合　計 250,000 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 241,000

26年度着工その他 1.0式 1.0式 9,000

合　計 1,440,000 250,000

農村地域防災減災事業
（ため池整備）

伊次郎大池

堤体工（外） 1.0式 186,600 1.0式 35,000

25年度着工その他 1.0式 33,400 1.0式 5,000

合　計 220,000 40,000

農村地域防災減災事業
（ため池整備）

きじヶ谷
堤体工（外） 1.0式 134,000 1.0式 15,000 27年度着工

※新規合　計 134,000 15,000

６地区合計 2,932,000 358,000

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

職員退職給与積立金会計
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役員 (理事) の就退任のおしらせ

第9選挙区の東蟹谷地区において、役

員（理事）2名の欠員に伴い、第6回臨

時総代会にて補欠選挙を行いました。

とやま水土里コンクールにおいて知事表彰を埴生大池地区委員会が受賞されました

団体営　基盤整備促進事業　二番割地区が完成しました（荒川地区委員会）

小矢部市土地改良区　功労者表彰

昨年10月10日（金）に南砺市井波総合文化センターにおい

て、「とやま水土里フォーラム」が開催され、日頃の土地改良

施設の維持管理や、多面的機能の発揮のための活動に対して、

「とやま水土里賞（富山県知事賞）」として当土地改良区 埴生

大池地区委員会の代表として石尾太八理事が表彰されました。

その後、「源平合戦ゆかりの地 埴生大池」と題して埴生大池

地区の沼田市郎氏より、地区の歴史・維持管理の活動等の事例

発表が行われました。

二番割頭首工は、芹川と金屋本江境の乱馬川に

存置しており、芹川、石王丸、水落、柳原の４集

落、約66haをかんがいしている頭首工です。県

営かんがい排水事業により造成されてから約50

年が経過し、頭首工全体の腐食等による老朽化が

著しく、これまで補修等を行いながら取水してき

ましたが、洪水時の自動転倒にも不具合が生じて

いるため、頭首工の改修工事を行いました。

第15回通常総代会において、長年に亘り当土地改良

区の施設である、頭首工、取水樋門、ため池等の適切な

操作管理にあたられた３名の方々が、小矢部市土地改良

区功労者表彰を受賞されました。表彰式では、桜井理事

長より賞状と記念品が授与され、水島地区の柴田明悟さ

んが受賞者を代表して謝辞を述べられました。

頭首工の工事をするため、一級河川 乱馬川の

迂回路として仮設水路を設置

事業概要

施 設 名　二番割頭首工

所 在 地　小矢部市芹川・金屋本江

受益面積　66.1ha

関係集落　芹川・石王丸・水落・柳原

工事内容　電動鋼製水門1.0式

(水位一定方式による自動制御運転)

事 業 費　35,000千円

選 挙 区 退　任 就　任

第９選挙区（東蟹谷地区） 加 藤 　 楙 坂 田 良 俊

〃 多 田 　 勲 荒 永 誠 治

（順不同）

受 賞 者 施　設　名

柴 田 明 悟 四ヶ村頭首工

西 谷 邦 夫 小竹ため池

米 田 淳 一 小矢部川中部用水浅地樋管・浅地用水堰

仮設水路

乱馬川
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団体営 基盤整備促進事業 鶴ヶ島地区が完成しました（南部地区委員会）

鶴ヶ島頭首工は、名畑地内の砂馳川に存置しており、昭和49年に造成されてから、これまで油圧

ホースの補修等整備を行ってきましたが、今回油圧シリンダー腐食部からの漏油が確認され、水質保

護、取水面積約32haの用水量の適切な管理を図るため、シリンダーの交換等を行い整備をしました。

県単独農業農村整備事業の紹介

国庫補助事業の対象とならない小規模な農業用施設や農地の整備を県が単独で補助する事業です。

地区名 工　事　名 事業量 事業費（千円） 備　考

八　講　田 八講田81号用水路改修工事 水路補修 L=83m 6,000 1次要望

松　　　尾 一ノ江用水路改修工事 水路補修 L=27m 2,200 〃

水　　　島 水島25-1号用排水路改修工事 水路補修 L=61m 1,700 〃

屋　波　牧 屋波牧地区湧水処理工事 湧水処理1.0式 1,130 〃

野　　　端 北反畝用排水路改修工事 水路補修 L=155m 8,400 2次要望

北　蟹　谷 臼谷第1揚水機補修工事 水中ポンプ更新1.0式 3,400 〃

合　計 6件 22,830

平成26年度 事業実施地区 負担割合：県40％（50％）・市20％・地元40％（30％）（　）は、中山間地区の場合

注）平成25年度→26年度に繰越した地区（工事）は、記載していません。

事業概要

施 設 名 　鶴ヶ島頭首工

所 在 地 　小矢部市名畑

受益面積　32.7ha

関係集落　道林寺・長・蓮沼

工事内容　頭首工整備1.0式

事 業 費　18,000千円

八講田地区

北蟹谷地区

着工前 コンクリート水路の布設 完　成

既設水中ポンプの撤去 新旧の配管 新しい水中ポンプを設置

油圧シリンダーの更新

水土里ネットおやべ（6）



団体営　基盤整備促進事業 下川崎地区（農地耕作条件改善事業）が始まります

県営　農村地域防災減災事業（ため池整備事業)　きじヶ谷地区が始まります

下川崎地区は、昭和40年代の団体営ほ場整備事業により整備されたましたが、ここ数年は送水管の

老朽化により、ヒューム管から漏水が発生（平成22年・平成24年）し、水管理及び維持管理に支障を

きたしていました。そのため、地元関係者から早期の整備要望がされていました。

今年度は、測量設計と用地買収を行い、平成28年度

から工事着手し完成（予定）となっています。

きじヶ谷池は、明治時代に築造され、その後取水施設等の整備や補修を行っていましたが、堤体の法

面勾配が堤高に対し急であり安定性に乏しく、波浪による浸食等が発生し漏水も目立っていました。現

状での継続利用は、ため池の決壊の恐れにつながり、農地のみならず、下流域における人家等への甚大

な被害が想定されるため早急に施設の改修が必要とされています。

今年度より事業着手し、平成29年度に完了（予定）となっています。

事業概要

施 設 名　きじヶ谷池

所 在 地　小矢部市北一

受益面積　5.7ha

工事内容　ため池改修1.0式

（堤体工、洪水吐工、取水口）

事 業 費　134,000千円

（別途：事務費あり)

事業期間　平成27年度〜平成29年度

事業概要

所 在 地　小矢部市下川崎

受益面積　14.3ha

工事内容　FRPM管φ450

　　　　　L=400m

事 業 費　48,000千円

（別途：事務費、工事雑費あり)

事業期間　平成27年度〜平成28年度

送水管から漏水している様子。H22年4月

堤体からの漏水により農地の湿田化

堤体法面が、波浪により侵食

水土里ネットおやべ （7）



平成27年度　賦課金納入のお願い

平成27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27年７月１日
　経常賦課金 納入期限　平成27年７月31日
　特別賦課金（償還金） 納入期限　平成27年11月30日

今年度より、口座振替で賦課金を納入されている方
は、口座通帳記入（引き落とし）をもって、領収書に
かえさせて頂くことになりましたので、よろしくお願
いします。

※ 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・口座名義人を変更す

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
表紙にも記載しましたが、3.14（円周率）の縁起

のいい日に、北陸新幹線が開業しましたね!!皆さん

は新幹線に乗車しましたか!?東京まで近くなり便

利になりました。そして、三井アウトレットパーク

北陸小矢部の開業と平成27年度は、小矢部市の飛

躍の年ですね ! !
皆様にとっても飛躍する年となりますように。

●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26年度富山県土地改良事業団体連合会長賞
表彰（平成27年３月23日　ホテルグランテラス）

理事　山 口 誠 一

平成26年度高岡地区土地改良協議会長賞
表彰（平成27年３月17日　射水平野土地改良区）

理事　上 田 成 志

職員　森　由美子 ・ 荒 井 継 治

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26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　3,268ha／ 3,531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27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

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・口座名義人を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

土地改良区の運営に、献身的なご尽力を

賜りましたご功績に感謝申し上げますと共

に、衷心よりご冥福をお祈りいたします。

謹んでお悔やみ申し上げます

理 事　多　田　　勲　 氏（平成26年６月29日ご逝去）

理 事　石 尾 太 八 氏（平成27年３月29日ご逝去）

受賞者の方（敬称略）

水土里ネットおやべ（8）


