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　梅の花も咲きほころぶ暖かな春の訪れも間

近と感じられる頃となりました。

　本日、第３４回東播用水土地改良区通常総代

会を開催いたしましたところ、総代の皆様方

には、大変お忙しい中お繰り合わせ御出席を

いただきまして誠にありがとうございます。

　また、ご来賓の皆様方には、年度末、公務御

多忙の中にも関わりませず御臨席賜りました

ことに、心から御礼申し上げますとともに、

平素より格段の御指導、御高配を賜っており

ますことに、重ねて厚くお礼を申し上げます。

　昨年の夏は記録的な猛暑の日が続きました。

また例年になく台風の襲来が多く、県下でも

土砂災害や床上、床下浸水に見舞われました。

又、新潟中越地震の発生といった、かつて経

験したことがない甚大な被害が相次ぎました。

被災者の皆様方には心からお見舞い申し上げ

ます。本土地改良区といたしましても、施設

の危機管理等改めて考えさせられる年でもあ

りました。

　さて、農業を取り巻く諸情勢は依然厳しい

ものがあります。しかし、農業農村は国民に

安全で安定的な食料を供給する役目を担って

おり、生産性の向上のために土地改良事業等

にも力を注いでおります。現在「２１世紀土地

改良区創造運動」が全国的に展開され、土地改

良区が地域と共に歩んでいくため農地・水・

担い手の確保、又、国土の保全、水資源の涵養

や自然環境の保全、良好な景観形成、文化の

伝承の実現に向けての取組みが活発化してお

ります。農業者の代表である土地改良区が地

域住民の参画を得て、新しい地域づくりも可

能ではないでしょうか。豊かな自然がいっぱ

いの農村は、私たちにとっても精神の拠り所

であり、また、子供たちの情操教育の場とし

ても多面的な役割を十分果たしている様に思

われます。今後とも足腰の強い水土里ネット

を構築出来るようがんばる所存です。

　最後になりましたが、本日１０件の議案を御

提案申し上げておりますが、総代各位の賢明

なご理解により宜しくご審議を賜り本会がス

ムーズに終了させて頂くこととなりますよう

ご祈念申し上げ開会のごあいさつといたしま

す。
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「理事長のあいさつ」

理　事　長

加　古　房　夫

通　常　総　代　会
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〔来賓あいさつ〕

淀川水系土地改良調査管理事務所　池田次長兵庫県土地改良事業団体連合会　安部常務理事

　平成１７年３月２５日、三木市役所に於いて第３４回通常総代会を開催、総代定数１０５名中８９名出席、来賓として

衆議院議員井上喜一先生、近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所池田久記次長、兵庫県土地改良事業

団体連合会安部優吉常務理事、兵庫県農林水産部農林水産局農地整備課ニ位孝夫主幹、以下国・県・市町等

関係者多数のご臨席のもと、大村伊三夫常務理事の開会宣言により開会、議長に田中正義総代（加古郡稲美

町）、議事録署名人に大塚浩洋総代（三木市口吉川町）岩崎忠彦総代（美嚢郡吉川町）を選任後議事につい

て慎重に審議され全議案原案どおり可決決定されました。

提出議案
第１号議案　　平成１５年度事業報告並びに一般会計・特別会計収支決算及び財産目録に

　　　　　　　ついて

第２号議案　　平成１６年度一般会計・特別会計収支補正予算の理事会専決処分の承認に

　　　　　　　ついて

第３号議案　　平成１７年度事業計画について

第４号議案　　平成１７年度賦課金の賦課徴収について

第５号議案　　平成１７年度加入金について

第６号議案　　平成１７年度役員及び総代の報酬・日当について

第７号議案　　地区除外決済金額について

第８号議案　　平成１７年度一般会計・特別会計収支予算について

第９号議案　　平成１７年度一時借入金の限度額及び借入方法について

第１０号議案　　平成１７年度余裕金及び積立金の預入先について

第３４回　 通常総代会の開催



１．東播用水水利施設の維持管理を適正に行う。

�東播用水土地改良区維持管理事業計画書及び

関係諸規程を遵守し、施設の保守点検、整備、

その他日常の管理業務を適切に行う。

主要施設概要

　 用 水 路 ２３路線（約３６３ｋｍ）

　 揚水機場 ２４機場

　 頭 首 工 ２ヶ所

　遠方監視制御施設

　　　　　　　２９局（セミル－プ局を含む。）

�県営等事業造成施設の管理委託又は譲与に関

する協議調整を推進する。

　　東播用水末端水路関係整備事業

１）県営ほ場整備事業地区

　　　神戸市北区　　４地区

　　　神戸市西区　　１地区

　　　三　木　市　　２地区

　　　吉　川　町　　３地区

２）県営土地改良総合整備事業地区

　　　稲　美　町　　１地区

３）団体営土地改良総合整備事業地区

　　　神戸市北区　　４地区

　　　神戸市西区　　３地区

　　　三　木　市　　３地区

　　　吉　川　町　　３地区

４）その他関連事業

　　　吉　川　町　　１地区

　�管理施設の補修整備、改修を計画的に進める。

１）長期整備計画樹立のための調査、検討を進

める。

２）土地改良施設維持管理適正化事業を計画

的に実施する。

平成１７年度加入　２９期生

岩岡支線水路１５号池分水工整備

３）直轄補修整備、改修工事を計画的に実施

する。

�国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制

整備型）｢東播用水地区｣を円滑に推進する。

１）多面的機能発揮のための維持管理業務

２）多面的機能発揮のための高度化施設の整

備を計画的に行う。

３）水利施設のライフサイクル延長のため予

防保全対策を計画的に行う。

４）管理体制整備推進協議会の運営と地域住

民参画による管理体制整備を推進する。

�新農業水利システム保全対策事業「東播用水地

区」の事業化を図る。

�関連事業等の推進並びに維持管理に考慮され

た施設整備のため関係機関及び関係土地改良

区と協調を図り事業効果の早期発現に努める。

　　　ほ場整備事業　神戸市北区　３地区

�関連事業及び他事業による改築追加工事等、

水路整備に関する協議調整を行う。

１）東播都市計画公園三木総合防災公園整備

事業 淡河幹線水路

２）県道三木三田線志染バイパス建設事業

 窟屋支線水路

３）国道１７５号線神出バイパス及び拡幅に伴う

道路改良事業 旧岩岡支線水路

２．配水管理を適切に行う。

�管理体制を整備し配水地域の水利用調整を適

切に行う。

　　　配水溜池等の個所　　４７８ヶ所

　　　配水予定地区面積　　７，２８０ｈａ

�節水に対する意識の高揚と啓蒙を図る。

�施設整備進捗に伴う新規配水可能地区の管理

体制の整備と拡充を図る。

　　　北３号支線水路　淡河町野瀬南地区

　　　北４号支線水路　淡河町野瀬北地区

�現況用水系統の実態調査を進め水利用調整手

法を検討する。

３．加古川水系広域農業水利施設総合管理事業の
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平成１７年度　 事業計画
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円滑な実施、推進に協力する。

４．河川取水地区の用水調整方策を検討する。

　　　受益管内４水系

５．維持管理費及び地元負担の軽減に努める。

�補助事業による補修整備又は改修の推進

�維持管理手法の検討及び合理的管理体制の検

討

�農事用電力料金の軽減要望活動の推進

６．未収賦課金を役員・総代・水利委員等の協力

を得て徴収に努める。

７．東播用水事業の意義と効用を広く県民や地域

住民の理解を深め、水と緑の交流舞台を目指す

地域として涵養し、また水源地域の人々と水を

利用する人々との交流の促進を図る。併せ、夢

ある農業農村作りを地域の人たちと共に取り組

んでいく。

�２１世紀土地改良区創造運動の推進

�東播用水「水と緑の交流」実行委員会行事の

推進

８．その他事業推進に必要な事項

１．経常賦課金

　�徴収範囲　　平成１７年４月１日現在：東播用水土地改良区の地区内にある全受益地

　�賦課金額　　１０アール当り　１，０００円

２．維持管理費（地区内管理費）

　�徴収範囲　　配水可能地区より賦課基準に従い徴収する。

　�賦課金額

　�期　　限　　平成１７年７月３１日まで

平成１７年度　 一般会計予算

平成１７年度　賦　課　金

（単位　円／１０アール）

井堰掛
本区管理揚水機利用

井堰掛
志染川･美の川ため池掛�ため池掛�

農地造成�
ため池掛�
農地造成�

井堰掛･畑
濃縮地域

項目
区分

１，０００３００１，１００１，０００９００６５０維持管理費

付記：ため池掛及び農地造成のランク分けについては、前年度より過去５年間の１０ａ当り年平均配水量により決まっており、ため
池掛については�３０ｔ未満、�３０ｔ～１，０００ｔ、�１，０００ｔ以上／１０ａ、また農地造成については�１０ｔ未満、�１０ｔ以上／１０ａとなっ
ている。



　◎ 総合管理事業決済金 １０アール当り　３５，３００円　

　◎ 維持管理事業決済金 １０アール当り　９３，５００円　

　◎ 国営東播用水事業負担金 各市町により異なります。

　◎ 意見書等発行手数料 １申請　　　　　１，０００円　

公共用転用も決済処理が必要です。
　当土地改良区の地区内の農地について国・県・市町等に公共用施設（道路敷・河川敷・宅地造成用地・鉄

塔敷等）として譲渡・売渡・寄付等される場合にも通常転用（地区除外申請・転用届け）と同様な手続きを

して頂きますと共にその農地に係る決済（決済金の納付）も必要となっております。

　組合員皆様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
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平成１７年度　 農地転用決済金額

土地改良区組織図

土地改良区運営機構 

理事会＜26名＞ 
理事長　加古　房夫 

総代会 
＜105名＞ 

監事会＜5名＞ 
総括監事　北口　　稔 

副理事長　中前　敏之 

会計主任　　欠 

賦課金等調整委員会 

用水調整委員会 

管理責任者 
福田　信幸 

主幹  業務担当 
坂元　正美 

主幹  総務担当 
藤田　浩昭 

会計係 
定　　浩二 

管理係（用水管理） 
松田　忠一（南部） 

調整係（施設管理） 
国戸　浩仁 

電気機械係（用水管理） 
戸田　文雄（北部） 

庶務係 
岩林　　均 

常務理事　大村伊三夫 事務局 

事務担当 

維持管理担当 



　若葉が目に鮮やかに映える清々しい季節となり
ました。東播用水土地改良区の組合員の皆様には、
益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
　私、このたび４月の異動で、京都の伏見区にあり
ます淀川水系土地改良調査管理事務所から加古川
水系総合管理所（呑吐ダム）に転任して参りました。
よろしくお願い申し上げます。
　出身地は滋賀県長浜市の東北に位置する浅井町
で、現在集落営農に参加していますが、国営かんが
い排水事業「湖北（新湖北）地区」の恩恵を受け
ており、農業用水の有り難さと施設の維持管理の
難しさは十分に理解しているつもりです。
　兵庫県での勤務といえば、２５年ほど以前に加古
川西部地区で、高田頭首工や翠大橋（湖面橋）関
連の業務に従事しており、他にも９年前の鴨川ダ
ム整備の完成検査、５年前の小野市、西脇市、篠山
市における災害査定の業務にも携わっていました

が、東播用水地区に関しましては今回が初めての
勤務となり、皆様には何かとお世話になりますが、
よろしくご教示下さるようお願い申し上げます。
　当総合管理所では、各地区のダム・頭首工・揚
水機場及び導水路・幹線水路等数多くの基幹水利施
設を管理していますが、昨年はご承知のように度
重なる台風の襲来をうけ、呑吐ダムでも管理事業
始まって以来の流入量・放流量を記録したということで、
あらためて管理・操作の難しさを認識した次第です。
　今後とも当管理事業の実施に当たりましては、
この様な異常気象時における管理経験を踏まえて、
安全かつ適切に施設を管理運用し、組合員皆様の
重要な水源施設として安定した用水確保を図るた
め、皆様と共に配水管理や施設管理の技術力向上
に努めるべく、職員一同研鑽してまいりますので、
よろしくお願いいたします。
　また、これまでと同様、地域住民の方々や小学生
等の人々に水辺環境に親しんでもらい、土地改良
施設管理に対する理解を深めていただくため、各
種の交流イベントにも取り組んでいきたいと思っ
ておりますので、ご協力をお願いいたします。
　最後になりましたが、貴土地改良区の益々の発
展と組合員皆様方の益々のご活躍を心から祈念申
し上げご挨拶といたします。
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就任のごあいさつ

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所長

岩　坪　壽　一

　豊穣をもたらす貴重な用水とともに、篠山土地
改良事務所からこの４月に赴任して来ました、川
口靖敬です。
　以前には県庁農林水産部で国営事業調整の職に
もあり、土地改良区役員ならびに関係者の方々に
大変御世話になったところです。
　今回、最上流取水地域である篠山から、最大施設
である呑吐ダムと受益地の大半を有する三木土地
改良事務所へと赴任できましたことを契機に、改
めて皆様のお役にたたねばと己に命じているとこ
ろであります。

　さて、本体事業である国営東播用水農業水利事
業が完了してはや１０年を優に超え、施設関係の補
修改良も順次実施されており、今やまさに造る時
代からうまく使う時代。
　１８年度からはいよいよ中枢制御を司るコン
ピューター制御システムの更新も含めた全体的な
保全対策により更なる省力化を図っていくことと
なります。
　下流の東播磨地域では、末端配水に不可欠なた
め池の維持管理の将来を見据え、ため池水辺空間
が持つ歴史、文化、動植物、交流など多面的な機能
に着目し、周辺住民を交えた新たなため池・水路保
全体制構築へのチャレンジとして、「いなみ野ため
池ミュージアム」創設に取り組んでいるところです。
　これまでの発想を転換し、知恵と工夫を結集し
て、先人から引き継ぎ発展させたこの偉大な食糧
生産システムを次世代に引き継いでいかなければ
ならないという重責をひしひしと感じているとこ
ろであります。

� ��������������������������������

兵庫県北播磨県民局地域振興部
三木土地改良事務所長

川　口　靖　敬



　東播用水土地改良区の事業の円滑な運営等全般に亘るご指導を賜っております国・県・市町関係各位をご

紹介いたします。
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近畿農政局
　淀川水系土地改良調査
　　　　管理事務所次長　　　　　池田　久記
　加古川水系広域農業
　　水利施設総合管理所長　　　　岩坪　壽一

兵庫県農林水産部
　部　　　　長　　　　　　　　　黒田　　進
　農林水産局長　　　　　　　　　小池　孝司
　農地整備課長　　　　　　　　　松浦　　猛
　農村環境課長　　　　　　　　　村上　主直
　神戸県民局地域振興部
　　　神戸土地改良事務所長　　　日昔　　哲
　北播磨県民局地域振興部
　　　三木土地改良事務所長　　　川口　靖敬
　神戸農業改良普及センター所長　　小川　光吉
　加古川農業改良普及センター所長　　野上　　豊

　明石農業改良普及センター所長　　　高部　博光
　三木農業改良普及センター所長　　　真野　文夫

関係市町
〔神戸市〕産業振興局
　　農林土木課長　　　　　　　　　　植村　和弘
〔明石市〕産業振興部
　　農地整備・土地改良担当課長　　　　　戸田　泰弘
〔加古川市〕地域振興部産業振興局　
　　農林水産課長　　　　　　　　　　萩原　典三
〔三木市〕経済部
　　農業振興課長　　　　　　　　　　近藤　昌樹
〔吉川町〕
　　地域振興課長　　　　　　　　　　衣笠　美好
〔稲美町〕経済環境部
　　産業課長　　　　　　　　　　　　大竹　　正

関係機関紹介

東播用水の維持管理概要

１．維持管理区分
　�加古川水系広域農業水利施設総合管理所＜農林水産省＞

　東播用水の水源である三つのダムとそれらを結ぶ導水路と神出浄水場取水口まで幹線水路の管理をし

ます。

（管理対象施設）川代ダム、川代導水路、大川瀬ダム、大川瀬導水路、呑吐ダム、中央幹線水路（神出

浄水場まで）、大沢第一段揚水機場、北神戸第一段揚水機場等

　�水土里ネット東播用水＜東播用水土地改良区＞

　かんがい期（５月～９月）は、各地元水利組合から不足する用水の送水要請を受け、総合管理所へ送

水依頼をして確保し、各水利組合と調整しながら地元の水源まで用水を補給しています。

　非かんがい期は、水路等施設の維持保全のための管理（点検、補修、整備等）を行っています。

（管理対象施設）上記の総合管理所の管理対象施設以降地元水利組織管理の既存水源（溜池等注水工）

まで

　　　【主要施設概要】

 用 水 路 →　２３路線（パイプライン、開水路等約３６３㎞）

 揚 水 機 場 　→　２４機場

 頭　 首　 工 　→　２ヶ所

 遠方監視制御施設 　→　２９局（セミル－プ局含む）



　　　【平成１７年度配水計画地域】

配水溜池等の数　→　４７８ヶ所

配水予定面積　→　約７，２８０ｈａ

　�地元の各土地改良区又は水利組合（各地域の農家で構成された管理組合等）

　　　東播用水土地改良区からの補給水と既存水源により確保された用水を農地に配水します。

（管理対象施設）溜池、井堰～農地まで

２．管理担当職員の分担と構成

３．用水の送水・停水における連絡調整方法
　溜池貯水量等の状況によりダムや頭首工から送水が必要なとき又は溜池が必要量に達し停水が必要なと

きは、地元の土地改良区あるいは水利組合から届けていただいている水利委員の方から土地改良区の事務

所に連絡していただくことになっています。

【注意】平日の夜間並びに休日（土・日祭日）に係る送水の変更はできませんので、ご理解とご協力をお

願いします。

★水利委員と担当職員との連絡調整は下記方法を原則にしていますので、用水調整をスムーズに進める

ためにご理解をお願いします。

　かんがい期の平日の夜間並びに休日（土・日・祭日）は業務委託員が事務所に常駐してますが、送

水・停水の要請は平日の勤務時間内（ＡＭ８：４５～ＰＭ５：３０）にお願いします。止むを得ず要請さ

れましても、対応は翌日以降になりますので、ご理解とご協力をお願いします。
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三木市志染町井上６８３ 
TEL0794(87)0545　FAX0794(87)0547 
E-mail : toban＠pure02.pure.ne.jp

福田　信幸 管理責任者 

坂元　正美 業務担当主幹 

大川瀬導水路  
吉川支線水路 
大沢支線水路 
吉川南支線水路 
北神戸幹線水路 
ゴルフ支線水路 
豊岡支線水路   
北２号支線水路 
北３号支線水路 
北４号支線水路 
口吉川支線水路   
細川支線水路  
美嚢川・志染川 

淡河幹線水路   
山田幹線水路   
広野・別所支線水路  
神出支線水路  
合流幹線・旧岩岡支線水路  
中央幹線水路   
明石川支線水路   
岩岡・平野支線水路 
森安・印南支線水路 
加古支線水路   
天満支線水路 
蛸草支線水路  

施設管理全般 
電気機械関係 

用水管理班（北部） 

担当　戸田　文雄 

用水管理班（南部） 

担当　松田　忠一 

施設管理班 

担当　国戸　浩仁 

東播用水土地 
改良区事務所 

＜平成１７年４月１日現在＞ 

土地改良区事務所に電話でお願いします。（ＦＡＸ又はＥメ－ルでも受付）
　・地区名　　　　・路線、溜池名　　　　・委員名
　・連絡先　　　　・用　件（送水・停水、溜池の状況、緊急性の有・無）



４．水利委員の皆さんにお願いすること
　�送水を適切に行うために！

１）溜池貯水量・水位・用水見込みなどの状況と営農状況をもとに「送水開始」又は「送水停止」を依

頼して下さい。

２）東播用水送水路からの漏水や溢水する恐れがあるなどに気づいたときの連絡

３）渇水対策の協議及び地元調整、指導、広報

４）揚水機の運転異常（赤色灯が点灯し回転している）などを発見したときの連絡

　�組合員と事務局とのパイプ役をお願いします。

１）土地原簿の内容に関する地元調整並びに指導

２）賦課金の賦課徴収に関すること

３）高畦畔の賦課金免除に関すること

４）関係者の意見や要望の取りまとめ

５）説明会等の会合の開催や準備の協力
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国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)の継続実施

　平成１２年度から実施していました国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）が平成１７年度に制

度拡充されました。水土里ネット東播用水も地域と連携した新たな管理体制の構築に向けて平成１７年度からの５年

間更に管理体制の整備を図ります。

【実施目的】

　農業水利施設の持つ多面的機能の発揮･地域が求める管理のために必要な施設の整備を行い都市化・混住

化の進展に対応した管理体制を整備する。

　また、地域住民、ＮＰＯ等を含めた管理参画の組織化、地域における施設管理の役割分担を明確にする

ため施設の管理協定の締結等により非農家の管理参画の体制を推進する。

　農業水利施設の高度化による多面的機能の持続的発揮と施設機能の適切な維持保全と長寿命化のため予

防保全対策を図り、維持管理コストの軽減を図る。

　★施設管理協定計画の策定（事業主体：兵庫県）

　　①多面的機能発揮促進のため、適正な管理水準の確保等

　　　　　→維持管理協定書等の文書交換

　　②非農家（自治会、地域活動団体等）の管理参画による役割

　★管理体制整備の推進活動（事業主体：市町協議会）

　　非農家の管理参画を安定的な取組とするための組織化

　　＜管理体制整備推進協議会＞

　　　①既存の組織を非農家を含めた組織に再編

　　　②施設管理をサポ－トするＮＰＯ組織等の設立

　★管理体制の整備・強化に対する支援（実施主体：土地改良区）

　　①操作、点検、整備補修等

　　②水利施設の高度化に対する支援

　　③施設の長寿命化のための予防保全

【補　助　率】　国５０％、県２５％、市町２５％

【実施期間】　５年間（平成１７年度～２１年度）



　この新農業水利システム保全対策事業は平成１６年度に創設されました。水土里ネット東播用水も施設管理

の省力化に向けた最適な水理システムの構築のため平成１８年度の採択に向って鋭意取り組んでいます。

【実施目的】

　近年、進展が見られる農村地域の都市化、混住化や農家の減少・高齢化に伴い管理能力の低下等が進行

する中で、米政策改革による農業構造改革の加速化や多様な水田営農の展開に対し、農業水利システムの

役割を発揮させるため、担い手への管理の集中・増大等といった農地の利用集積等への制約要因を除去し、

担い手育成に資する合理的な水利用と管理の省力化等を実現すると共に各市町が策定した地域水田農業ビ

ジョンの目的達成のため実施する。

【事業内容】

　　農業水利システム保全計画策定事業（ソフト事業）

　　管理省力化施設整備事業（セミ・ハ－ド事業）

【整備計画方針】

　◎遠方監視制御施設の操作機能の高度化を図り管理の省力化を推進

・中央局と南部局の親局が２局存在し、それぞれの局間のデ－タ交換を行っている、また子局も親局に

それぞれ分割され非効率的であるので統合する。

・平成５年に施設の供用を開始したシステム機器の老朽化と補修等に要する部品が枯渇状態に伴い障害、

デ－タの欠測が多くなり、監視体制の弱体化が進んでいるため改修する。

・汎用システムの導入、通信方式の見直し、映像による監視方式の導入により日常の配水、緊急時の監

視体制の強化を図る。

【実施主体】　県営事業で採択されるよう、現在働きかけを行っている。

【補　助　率】　県営（国５０％、県２５％、地元２５％）

　　　　　　　※ガイドライン制度の対象になれば地元負担の内10％の市町補助が確立される。

【実施期間】　５年間（平成１８年度～２２年度）
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新農業水利システム保全対策事業の平成１８年度採択に向けて
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◎土地の所有権（売買、相続等）・耕作権の異動（小作等）

◎組合員の交替

　　（組合員の死亡、農業者年金受給による経営移譲等）

◎住所変更

このような時は、土地改良法によって組合員から土地改良区へ届出するよう

義務付けられております。

土地改良区へ届出のない場合は、資格は変更されません。賦課金は、そのま

ま現資格者に賦課されますので、ご注意ください。

提出書類　⇒　組合員資格得喪通知書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎農地を宅地等へ転用される方は、土地改良法により決済（転用決済金）が必要

となります。

転用によって残った農地が土地改良施設費等の負担を負うことになります。

そこで負担の公平を図るため、土地改良法により、決済金を納めていただく

ことになっています。

◎公共用地に売渡した場合（道路・河川・公園・建物等）にも転用決済金の納付

が義務づけられています。

組合員皆様のご理解とご協力をお願いします。

提出書類　⇒　農地転用等通知書・地区除外申請書・その他書類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎賦課金の口座振替（農協）の活用を推奨しています。

賦課金の納入につきましては、便利な口座振替をお勧めします。当分の間は

賦課金の２％還付（差引額を振替）します。

提出書類　⇒　口座振替依頼書

土地改良区は組合員皆様の賦課金で運営されています。

納期限内の納入にご協力お願いします。

◎賦課金に係る高畦畔免除の届出について

ほ場整備事業による換地処分が完了した農地、あるいは国土調査済の農地を

対象に水張面積に対し最大畦畔面積以上（水張面積に対し２０％を越える面積）

を免除します。

提出書類　⇒　高畦畔免除申出書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎賦課金納入証明書の発行につきましては１件５００円の手数料を徴収いたします。

東播用水土地改良区の賦課金は確定申告の際の控除対象となりますので領収書

をなくさないように保管してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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農地の異動、

組合員の資格交替等が

あったとき

農地を転用または、

公共事業用地として

転用するとき

賦課金についての

お願い

賦課金納入

証明書について

上記の手続きについては東播用水土地改良区（総務）

にお問い合わせください。

�0794（87）0545

こんなときは、必ず土地改良区へ届出てください！



　�通知書等の受付事務（下記書類等の提出）　

　　�農地転用等の通知書

　　�位置図（分筆の場合は地積測量図添付）

　　�登記事項証明書（写）

　　�地区除外申請書

　　�関係市町への提出書類（所定様式）

☆必要に応じ、組合員資格得喪通知書の提出をお願いします。又、下記の

転用の場合はそれぞれ書類を添付していただきます。

 【 一 時 転 用 】 農地に復元する旨の誓約書、賃貸契約書写

 【一時利用地の転用】 一時利用地指定通知書写等

　�決済金納入（現金）と意見書等交付　

　　�下記決済金の納入（領収書・預り書発行）

　　　★平成１７年度決済金額

　　　　国営加古川水系広域農業水利施設総合管理事業決済金　　１０アール当り　　３５，３００円

　　　　東播用水土地改良区維持管理事業決済金　　　　　　　　１０アール当り　　９３，５００円

　　　★国営事業負担金

→神戸市の場合、市より申請書あて国営事業負担金に係る納付書（決済金）が郵送されますので、

指定金融機関で払込み領収書写を持参

→三木市・稲美町の場合、国営事業負担金は本区で一時預り後日市町より正式な領収書が送付され

ます。

　　�意見書等の交付　　手数料１件１，０００円必要

　�地区除外申請書の送付　

　　転用許可が出た時点で、本区へ地区除外申請書を送付してください。

★地区除外申請書の届出がなければ、土地データの除外処理ができませんので必ず送付をお願いしま

す。
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下記の「�通知書等の受付事務」及び「�決済金納入と意見書等の交
付」により東播用水土地改良区に２度来ていただくことになります。

関係市町との事務調整に約１週間を要しますので、農業委員会の開催
日程を注意して、早めに手続きをお願いします。

認印を持参

農地転用に伴う事務手続き及び処理について
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上記の通り、行事を計画しております。詳しくはパンフレット・市町広報等でお知らせしますので、ぜひ参加してください。 

開催日時 
内　　容 

平成17年10月8日（土） 
呑吐・川代・ダムの見学 
篠山味まつり＆町内散策 

募 集 期 間 

本年度募集予定数 

応　募　先 
及び問合先 
　 
 
 
 
 

会　　　　費 

平成17年度～19年度 
88名（先着順に受付し、本年度の植樹と植樹の準備に参加していただきます） 
下記へメール、FAXまたはハガキでお申し込みください。 
申し込みに際しては、氏名、住所、年齢、電話番号をご記入ください。 
東播用水“水と緑の交流”実行委員会 
　事務局：東播用水土地改良区 
〒673-0512  三木市志染町井上683 
TEL　0794-87-0545　FAX　0794-87-0547 
E-mail  toban@pure02.pure.ne.jp 
8,000円/人（5年間分の会費、家族で申し込みの場合は代表者1名分のみ） 

開催日時 
内　　容 

平成17年11月 
いも掘り 
ウォーキング 
ゲーム 

源流ミニツアー 呑吐ダム フレッシュアップウォーキング 

東播用水「水と緑の交流」実行委員会からのお知らせ

呑吐ダム桜並木「水土里の路」公園づくり会員募集 
呑吐ダムの右岸部の広場や道路を活用し、桜並木「水土里の路」

公園をつくる計画をしました。この公園づくりは、水を使う受益

者、水源地域の人々及び一般住民の交流の舞台づくりを目指し、

手作り公園として育てていきたいと考えています。 

公園には、千年桜や子福桜、関山など長寿命な桜を植える予定

です。水を使う受益者と一緒に桜を植え育てる取り組みに賛同い

ただける一般住民の方々を募集しています。 

今
回
の
募
集

今
回
の
募
集 

今
回
の
募
集 

志染中学校 

至三木市内 

志染小学校 

呑吐 
ダム 

至 神戸 

至 神戸 至 明石 

緑ヶ丘駅 

県道神戸・三木線 

神戸電鉄粟生線 

至 
三木市内 

山陽自動車道 三木東 
I.C

県道 
三木・三田線 

押部谷駅 

防災公園 

志染川 

東播用水土地改良区東播用水土地改良区 
Ｎ 

志染中学校 

至三木市内 

志染小学校 

呑吐 
ダム 

至 神戸 

至 神戸 至 明石 

緑ヶ丘駅 

県道神戸・三木線 

神戸電鉄粟生線 

至 
三木市内 

山陽自動車道 三木東 
I.C

県道 
三木・三田線 

押部谷駅 

防災公園 

志染川 

MAP

東播用水土地改良区 
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お 問 い 合 わ せ  

〒673-0512  三木市志染町井上683

東播用水土地改良区  
TEL　0794-87-0545 
FAX　0794-87-0547

E-mail  toban@pure02.pure.ne.jp

 


