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⑵第44号 東播用水だより 平成22年5月31日

理 事 長　　　　　　

大　村　伊三夫

　冬が去り春を迎え、日増しに暖かくなってまいり
ました。
　毎年の事ながら、すぐ目の前にはかんがい期が
迫ってきており、忙しくなってまいります。
　本日は、第39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、総代の皆様には大変お忙
しい中、お繰り合わせご出席いただき誠にありがと
うございます。
　また、ご来賓の皆様方には年度末、公務ご多忙の
なかにも関わりませずご臨席を賜りましたことに、
心からお礼申し上げますとともに、平素より格段の
ご指導、ご高配賜っておりますことに重ねて厚くお
礼を申しあげます。
　さて、昨年のかんがい期を振り返りますと、事務
所の雨量計によりますと４月～10月の間に773㎜の
降雨が記録されています。
　降雨に恵まれ、さらには水利委員、関係組合員の
皆様方の節水努力のおかげで、心配しておりました
渇水状況にもならず、良好な秋を迎えられたのでは
ないかと思っております。
　このような状況は、まずは水源施設である川代ダ
ムの取水操作、大川瀬ダム並びに呑吐ダムの貯水管
理にあたり、近畿農政局加古川水系広域農業水利施
設総合管理所の職員の皆様方による昼夜に関係なく、
適切な管理のたまもので、日ごろのご尽力に対し感
謝申し上げるところです。誠にありがとうございます。
　さて、平成21年度から近畿農政局によって実施さ
れています、国営土地改良事業地区調査「東播用水
２期地区」による機能診断調査は、国営で造成した
基幹的な施設である大川瀬導水路や中央幹線水路な
どを実施して頂きました。その調査結果等をご報告

できる段階になりましたので、後ほど近畿農政局か
らご報告を含めてご挨拶を頂く予定をしております。
　今後、補強、改修のための事業計画の組立を行う
ため、全体実施設計という段階に進めてゆく必要が
ありますので、平成22年度はその準備を促進する年
になり、細部事項については、路線別水利委員会等
でさらに説明をしたいと考えております。
　昨年の衆議院議員選挙の結果、政権交代になり大
きく政策、政治手法の転換があり、まだまだなじめ
ていないのが現場の実態であろうと思います。補正
予算や22年度予算に関して「事業仕分け」や「22年
度予算の絞り込み」が行われ、戸別所得補償モデル
事業の実施などが考慮された新年度予算も成立しま
したが、特に農業農村整備事業の一般公共事業にお
いては大変厳しい状況であり、冬の時代とも言える
のではないでしょうか。
　多くの土地改良施設を管理する当土地改良区に
とっても形あるものは年々老朽化が進行し、施設の
長寿命化のための対応も適切におこなっていかなけ
ればならない責務がありますので、国に行って頂い
ている調査結果を踏まえた事業化への準備を進めな
ければならないものと考えております。
　政府は地域主権戦略会議を設置し、国の出先地方
機関の統廃合や一括交付金の導入など、活発な動き
になってきております。このような情勢を見定めな
がら、国営東播用水２期事業のことを考えなければ
ならないものと思っています。
　このことからも、平成19年度から組合員の皆様方
にお願いしております負担金対策としての「基盤安
定基金」の積み立てについても引き続きご理解を頂
かなければなりません。
　次に、本区が、現在進めております平成21年度完
了予定の国営造成施設管理体制整備促進事業による
管理費や施設整備費などの支援事業は、次年度以降
も継続して頂ける見通しも立ってきたところですが、
国土保全、水源涵養、自然環境・景観保全、洪水調
整など、水利施設が持ついろいろな多面的機能の発

東播用水土地改良区　第39回通常総代会　開会挨拶
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　平成22年３月25日､ 三木市立福祉会館に於いて第39回通常総代会を開催､ 総代定数80名中70名出席､ 来賓
として近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所藤原信好所長､ 兵庫県農政環境部農林水産局農地整備課
福田稔課長､ 兵庫県土地改良事業団体連合会杉本修一郎常務理事､ 以下国・県・市町等関係者多数のご臨席
のもと､ 福田信幸事務局長の開会宣言により開会､ 議長に藤本勝美総代（三木市別所町興治）､ 議事録署名
人には北本幸之総代（神戸市北区八多町西畑）､ 岩本正夫総代（神戸市西区押部谷町西盛）､ を選任し議事に
入り､ 慎重に審議され提出しました全議案は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20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　定款及び諸規程の一部改正について
第３号議案　平成21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４号議案　平成22年度基盤安定基金積立金の一部処分について
第５号議案　平成22年度事業計画について
第６号議案　平成22年度賦課金の賦課徴収について
第７号議案　平成22年度加入金について
第８号議案　平成22年度役員及び総代の報酬・日当について
第９号議案　平成22年度地区除外決済金額について
第10号議案　平成22年度一般会計・特別会計収支予算について
第11号議案　平成22年度一時借入金の限度額及び借入方法について
第12号議案　平成22年度余裕金及び積立金の預入先について

揮のための管理とその体制整備を目的とした事業で
もありますので、特に南部地域の組合員の皆様には
この事業の推進に対して、引き続きご理解とご協力
をお願いして行かなければなりません。
　又、平成18年度から県営で実施しております新農
業水利システム保全対策事業（管理省力化施設整備
事業）が平成22年度に完了を迎えますが、遠方監視
制御施設の更新等によって、管理の省力化、効率化
を目的とした施設整備もでき、安全安心な維持管理
体制が整うものと思っておりますので、引き続き管理
に対するご理解とご協力を願いするものであります。
　いろいろな事業の情勢などを申しあげましたが、
更に角度を変えて、農業農村の実態と土地改良区の
窮状を広く広報し、要請活動を展開したいと考えて
おりますので、総代の皆様のご理解とご支援を頂き

ますようお願いする次第であります。
　さて、農林水産省認定の「疏水百選」の関係団体
で組織しております全国組織の「疏水ネットワー
ク」の総会と「疏水フォーラムinひょうご」が来
る７月４日・５日に兵庫県公館にて開催されます。
多くの方々のご理解とご協力を得て盛会裏に終われ
ますよう、本日ご出席の皆様方のご参加を期待して
いるものであります。
　最後になりましたが、本日ご審議願います案件は、
予算関係議案をはじめとする本土地改良区の事業推
進、活動の根幹になる議案を上程させて頂きますの
で、慎重審議頂きご承認賜わりたいと存じます。
　以上、意を尽くせませんが、開会にあたりまして
のごあいさつと致します。

平成22年３月25日　

第39回　通常総代会
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１、配水管理を適切に行う。
⑴ 管理体制を整備し配水地域の適切な水利用調整
ア）配水溜池等の個所数　　　491ヶ所
イ）維持管理事業計画面積　　7,423ha
ウ）節水に対する意識の高揚と啓蒙

２、 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業の円
滑な実施、推進に協力する。

３、水利施設の維持管理を適切に行う。
⑴ 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
主要施設概要
ア）用水路　　　　　　23路線（約368km）
イ）揚水機場　　　　　24機場
ウ）頭首工　　　　　　２ヶ所
エ）遠方監視制御施設　27局
　　（セミループ局を含む。）
⑵直轄補修整備、改修工事の計画的実施
４、 近畿農政局が実施する国営土地改良事業地区調
査「東播用水二期地区」の実施に協力する。さ
らに事業化に向っての対策・広報・啓発活動を
推進する。

５、 土地改良施設維持管理適正化事業を計画的に実
施する。

６、 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。
⑴多面的機能発揮のための維持管理業務
⑵ 多面的機能発揮のための高度化施設の計画的整
備
⑶ 水利施設のライフサイクル延長のため予防保全
対策工事を計画的実施
⑷ 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。

７、 新農業水利システム保全対策事業（東播用水地
区）を円滑に推進する。
⑴ 管理省力化施設整備事業（県営）の推進に協力
⑵ 農業水利施設保全計画策定事業（区営）を計画
的に実施

８、水利施設の補修整備、改修計画を樹立する。
⑴長期整備計画樹立のための調査、検討
⑵ 近畿農政局が実施するストックマネジメント事
業による施設機能診断に協力
⑶ 兵庫県が実施する基幹水利施設ストックマネジ
メント事業による施設の機能診断・機能保全計
画の策定

９、 県営等事業で造成された東播用水専用水利施設
の取扱について協議調整を推進する。

10、 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。

11、 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。

12、 管理施設の整備、機能保全、改修等の事業制度
及び補助事業費確保に関する調査、研究に取組
み、必要に応じ積極的な要望活動を行い、地元
負担及び維持管理費の軽減に努める。

13、 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。
⑴21世紀土地改良区創造運動を推進
⑵ 東播用水「水と緑の交流」実行委員会の事業推
進に協力
⑶ 農業用水水源地域保全対策事業（普及促進対
策）ひょうご地区（加古川水系）の事業推進に
協力

14、その他事業推進に必要な事項
⑴ 土地改良区が行う管理事業を円滑に推進するた
め積極的に広報活動を実施

平成22年度　　事業計画と一般会計予算
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１．経常賦課金
⑴徴収範囲　　平成22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
⑵賦課金額　　10アール当り　1,500円（基盤安定基金積立金500円を含む。）

２．維持管理費
⑴徴収範囲　　配水可能地区より賦課基準に従い徴収する。
⑵賦課金額　　下表のとおり

賦課単価区分 賦課基準区分 配水実績水量幅 10a 当り 単価（円）10a 当り

Ａ
ため池掛（Ａ）

10㎥未満 600
農地造成（Ａ）

Ｂ
ため池掛（Ｂ） 10㎥以上～ 200㎥未満

900
農地造成（Ｂ） 10㎥以上～ 80㎥未満

Ｃ
ため池掛（Ｃ） 200㎥以上～ 600㎥未満

1,000
農地造成（Ｃ） 80㎥以上～ 120㎥未満

Ｄ
ため池掛（Ｄ） 600㎥以上～ 900㎥未満

1,200
農地造成（Ｄ） 120㎥以上

Ｅ ため池掛（Ｅ） 900㎥以上 1,300
Ｆ 井堰掛・畑・濃縮地区 600
Ｇ 井堰掛（志染川・美の川） 300

付記：ため池掛及び農地造成の配水実績水量については前年度より過去５年間の10a当りの平均配水量である。

３．徴収回数と期限
　年１回徴収とし、平成22年７月31日までとする。

４．徴収方法
　原則として各組合員に対し賦課金通知書を発行し郵送にて送付する。但し、水利・土地改良区・法人等
の団体単位で徴収委託契約している場合は一括して水利委員等へ配布する。

５．納入方法
①賦課金通知書により地区内関係農業協同組合又は、東播用水土地改良区窓口で納入する。
②賦課金通知書（日本郵政公社指定）により郵便局で納入する。
③県内各農業協同組合の組合員指定口座より振替で納入する。

６．維持管理費賦課区分
　維持管理費については上表のとおり、賦課区分によるが細分されているので、詳細については賦課単価
区分をＡ～Ｇに分類し土地原簿の賦課単価区分欄に賦課単価区分Ａ～Ｇを記載する。又、土地原簿につい
ては毎年賦課水系単位で印刷し関係水利委員へ配布する。

平成22年度　賦　課　金
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　東播用水土地改良区の事業の円滑な運営、維持等にご指導を賜っております、国、県、市町関係の所長、
部課長各位をご紹介します。
【担当者紹介】

関係機関紹介

［近畿農政局］
淀川水系土地改良調査管理事務所  所　長 葭井　功治
　　　　　　　（総合管理所駐在）  次　長 溝端　　薫
 調査課 課　長　赤坂　直人
 計画課 課　長　稲田　善秋
 保全管理課 課　長 森上　浩伸
 企画課 課　長　林　　慎治
加古川水系広域農業水利施設総合管理所
 （呑吐ダム管理所） 所　長　中萩　清秀
川代ダム管理所  所　長　足立和三郎
鴨川・大川瀬ダム管理所  所　長　入田　正仁

［ 兵 庫 県 ］
農政環境部農林水産局農地整備課  課　長　福田　　稔
  副課長　大上　博一
神戸県民局神戸農林水産振興事務所
神戸土地改良事務所  所　長　大田　惠司
 （土地改良担当） 主　幹 木村　隆夫
北播磨県民局加東農林振興事務所
加古川流域土地改良事務所  所　長　二位　孝夫
 水利整備 参　事 樽本　種昭 
 （土地改良担当） 主　幹 山際　　丈 

［関係市町他］
神戸市産業振興局  次　長 小原　一徳
 農政計画課 課　長　桐谷　定行 
 （農林土木担当） 主　幹 竹田　松彦
明石市産業振興部  部　長　平山　隆之 
 農水産課 課　長　中嶋　　真
　　　　　　　　　主幹兼農業基盤整備係長　行司　展章
加古川市地域振興部　　　　　　　　部　長　稲岡　安則 
 産業振興局農林水産課技術担当 課　長 丸山　　茂
三木市産業環境部  部　長 増田　純一 
 農業振興課 課　長　中作　　久
稲美町経済環境部  部　長 橋本　博嘉
 産業課 課　長 山本　平八

兵庫県土地改良事業団体連合会
  会　長 西村　康稔
  副会長 井上　英俊
  副会長　安部　優吉
 常務理事 杉本修一郎
  参　事　青野　　正
 事務局長 皆木　治男

● ● ● ● 近畿農政局からのお知らせ！ ● ● ● ●

戸別所得補償モデル対策　－加入申請はお済みですか－

　日本の食料自給率向上を図ることを目的として戸別所得補償モデル対策（自給率向上事業・米のモデル事
業）を実施します。
　加入申請の受付は、本年６月末までとなっています。

詳しくは、下記事務所までお問い合わせください。　　　　　
　　　　　　　　　　近畿農政局兵庫農政事務所農政推進課　℡ 078-331-9951
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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　溝　端　　　薫

　新緑が一段と鮮やかな季節となりました。水土里ネット東播用水の組合員の皆様には益々ご清祥のことと
お喜び申しあげます。
　このたび４月の異動で近畿農政局土地改良技技術事務所（京都市伏見区）から転任して参りました。よろ
しくお願い申し上げます。
　さて、私にとって三木市は大変懐かしく思い出が詰まった所です。昭和51年４月に東海農政局から東播用
水に赴任して三木市加佐で青春時代を過ごしました。今、目を閉じるといろんな出来事が走馬燈のように思
い出されます。結局東播用水では川代と事業所の二度の勤務で通算９年間お世話になりました。また、当総
合管理所に勤務いたしますのは二度目となります。一度目は阪神淡路大震災後の平成８年から10年までの３
年間施設管理第１係長として勤務し、水土里ネット東播用水並びに関係者の方々に大変お世話になりました。
それから早12年なりますが、昨年の自民党から民主党への政権交代をはじめ社会情勢が目まぐるしく変化し
ています。
　農林水産関係では、農政の大転換として、平成22年度から戸別所得補償モデル対策制度が導入されました。
これは、自給率の向上を図るため、水田を有効活用して麦、大豆、米粉用米等の生産を行う販売農家に対し
て、主食用米並の所得を確保し得る水準を直接支払いにより交付、また、意欲ある農家が水田農業を継続で
きる環境を整えることを目的に、恒常的に生産に要する費用が販売価格を上回る米に対して、所得補償を直
接支払いするものです。
　農業水利施設については、直轄管理する施設を含め我が国の農業水利施設のストックは農業水路が総延長
約40万㎞、貯水池、頭首工等の基幹的施設は約7,000カ所、資産価値は約25兆円とされています。これらの
施設は、灌漑用水の安定供給、洪水時における農業被害の防止、配水条件の改善による水田の汎用化など食
料の安定供給に重要な役割を担っているところです。さらには、地域の環境や景観を創設し、生活用水、防
火用水等の地域用水への利用など多様な役割を発揮しているところでもあります。これらの農業水利施設を
健全な状態でその役割が発揮できるよう保全、整備を図ることは、極めて重要であります。このようなこと
から、直轄管理事業については都道府県負担分を国が負担することになりました。
　今後、更新時期を迎える施設が増加する中、施設のストックマネジメントすなわち、施設の機能診断に基
づく機能保全対策の実施を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、施設にかかる費用を低減するこ
とを計画的に進めることが、農業水利施設の機能を効率的に保全することにつながります。又、これらの施
設を利用した農業用水の安定供給を通じて水田のフル活用に結びつくものと考えています。
　これからも水土里ネット東播用水や関係機関の皆様方と連携を図りながら、農業水利施設の的確な維持管
理を行い、地域農業の発展と食料自給力向上のために最大限の努力をしてまいりたいと考えております。皆
様の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、水土里ネット東播用水の益々のご発展と組合員の皆様方のご活躍を心から祈念申し
上げご挨拶といたします。  

就任のごあいさつ
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近畿農政局
　加古川水系広域農業水利施設総合管理所
　　　所　長　中　萩　清　秀

　水土里ネット東播用水の組合員の皆様には、益々ご健勝のこととお喜び申しあげます。私、このたび４月
の異動で加古川水系広域農業水利施設総合管理所（呑吐ダム）に転任して参りました。よろしくお願いします。
　前任地は、滋賀県の琵琶湖北東部に位置する湖北地域であり琵琶湖から余呉湖に補給する揚水機を増設す
るとともに老朽化した水路等の改修を行い、用水の安定的な供給による農業経営の安定を図り、併せて地域
用水機能の維持及び増進に資する目的で行っていた国営新湖北農業水利事業所よりこちらに参りました。こ
の事業も平成22年３月31日に完了し、皆様と同じ土地改良区（湖北）が管理されることになっております。
　当総合管理所に勤務いたしますのは三度目となります。一度目は、平成４年度の東播用水の事業所の閉鎖
前１年と後１年の２年間、二度目は川代ダム管理所に平成12年度より２年間の勤務でありました。その節は
土地改良区役員並びに関係者の方々に大変お世話になりました。またこれから皆様には何かとお世話になり
ますがよろしくお願いします。
　皆様ご承知とは思いますが、当総合管理所は、川代ダム、大川瀬ダム、鴨川ダム、呑吐ダム、糀屋ダムの
５箇所のダムと、４箇所の頭首工、３箇所のポンプ場、69kmにおよぶトンネル・パイプライン・開水路な
ど数多くの基幹水利施設を管理しております。
　これらの施設を安全かつ適切に管理運用するのが、私たちの任務ですが、最近の異常気象にみられるよう
に局地的な集中豪雨や地震など予測が難しくなってきております。
　組合員皆様が使用される水を適正かつ有効に配分するため、職員一同昼夜任務に当たっておりますので、
よろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、水土里ネット東播用水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。
　

兵庫県神戸県民局神戸農林水産振興事務所
　神戸土地改良事務所
　　　所　長　大　田　惠　司

　新緑が一段と鮮やかな季節となりました。土地改良区の組合員の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申
し上げます。
　私は、この度４月の異動により、神戸土地改良事務所長に着任しました大田でございます。もとより微力
でございますが、全力を挙げて取り組む所存でございますので、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
　今後10年間の農業政策の基本方針となる「新たな食料・農業・農村基本計画」が本年３月に閣議決定され、
本年度から農政は大きく転換されます。平成23年度から本格導入される戸別所得補償制度の円滑実施に向け
て、平成22年度はそのモデル対策として、「水田利活用自給力向上事業」及び「米戸別所得補償モデル事業」
が実施されます。
　このような状況のもと、農業用施設や農地は、農業生産力を支える重要な役割を担っています。今まで以
上に、これら施設を管理される地域の要である土地改良区の果たす役割は大きく、大切なものとなってきます。
　培われてきた農村は、国の「礎」であり、これを子々孫々まで守り継ぐことが必要です。特にこれからは
今までに築いた施設、農地を慈しみつつ、守り、有効に使っていく時代となります。農地・水・環境保全向
上対策や施設の機能診断や補修等を行うストックマネジメント事業等を適切に活用し、地域の力、地域の声
で「つくる」から「つかう」時代へと、ダム、幹線水路、揚水機など、広域で多岐に及ぶ農業水利施設を良
好に維持保全していただくようお願いします。
　最後になりましたが、貴土地改良区の益々の発展と、組合員の皆様のご活躍、ご健勝をお祈り申し上げ、
ご挨拶とさせていただきます。
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総　務
会計係　　岩林　　均

庶務係　　藤本　　直

電気機械係　　梶　　英司

業務委託（管理員） 　奥野　耕三
業務委託（管理員） 　石原　昭典
業務委託（管理員） 岡本　忠文
業務委託（管理員） 　加藤　久勝
業務委託（管理員） 　井澤　制次
業務担当（臨時雇員） 井上　純子

総務担当

主幹 藤田　浩昭

業務担当

主幹 戸田　文雄

事務局長

福田　信幸

会計主任

藤田　浩昭

事務局次長

坂元　正美

業　務

理　事　長
総務担当 　

主査 岩林　　均

業務担当

主査 松田　忠一

調整係　　　　松田　忠一

管理係　　　　黒崎　匡彦

総務担当（臨時雇員）　正井　章義
総務担当（臨時雇員）　柿木　基子
総務担当（臨時雇員）　谷口　絵美

管理責任者

坂元　正美

平成22年度　事務局組織図

　新規採用職員の紹介　

　　平成22年４月１日付で、新規採用となった職員を紹介します。

　　業務担当　管理係　　黒
くろ

崎
さき

　匡
まさ

彦
ひこ

　　土地改良区の新戦力となりました。早く一人前の職員

になるように皆様のご声援をお願いします。
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この調査結果及び施設整備計画（構想）は、平成22年３月に近畿農政局が取りまとめたものです。
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１、はじめに
　東播用水の水源は、最上流部に位置する川代ダム（篠山市大山下）、中央部の大川瀬ダム（三田市大川瀬）、
下流部に呑吐ダム（三木市志染町三津田）があり、これらの三つのダムを結ぶ導水路のほか、呑吐ダムから
中央幹線水路の７号分水工（兵庫県企業庁の神出浄水場）まで近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合
管理所（通称、加古川総管）が管理し、これ以後の地元のため池（補給水源）等までの農業水利施設を東播
用水土地改良区が管理（配水・施設管理）を行っています。
　土地改良区は、用水路（管水路・開水路）を約368㎞、頭首工２ヶ所、揚水機場24ヶ所の水利施設を操作
して約491ヶ所の溜池や河川に注水しています。この水利施設のうち事務所から揚水機場４ヶ所、分水バル
ブ３ヶ所、頭首工取水ゲート１ヶ所、官ヶ谷調整池送水ゲート１ヶ所、除じん機３ヶ所、画像監視７ヶ所を
遠隔操作することができます。
　平成22年度の配水計画地区面積は、約7,423haを見込んでおり、これは全体受益面積の約99.5％に相当し
ます。

２、管理の区分
　ダムなどの水源から農地に水が届くまでの管理は３つに区分されています。
第１にダムや導水路の管理は、加古川総管です。
第２に幹支線水路の水利調整や溜池等への送水のためのポンプの運転やバルブ、ゲート操作は、東播用
水土地改良区の管理担当職員等がすべて行っています。
第３に溜池や井堰から農地までの間の管理は地元の水利組合で行うことになっています。

３、水利施設の点検整備補修
　土地改良区が管理する施設は、管理担当職員等が施設の点検整備を直接行うことを原則にしていますが、
一部を専門業者に発注して行う場合があり、こうした施設の補修、改修工事や水路周辺の草刈りや会所桝の
泥上げ作業にあたり、付近の皆様にはご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。

４、送水開始や送水停止の依頼
　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時は、水利組合から届けて頂いている水利委員
の方から土地改良区の事務所に連絡して頂くことになっていますので、組合員個人から直接に送水の開始や
停止は受付けていませんのでご理解をお願いします。

５、路線別の各水利委員の皆さんにお願いすること
１）送水を適切に行うために。
⑴溜池貯水量・水位・用水の見込みの状況を常に把握しておく。
　　送水開始が必要な場合：［送水開始］を依頼して下さい。
　　送水停止が必要な場合：［送水停止］を依頼して下さい｡
⑵渇水時の対策の協議調整及び地元組合員に指導をお願いします。
⑶水路からの漏水や溢水する恐れがあるなどを気づかれた時は連絡して下さい。
⑷揚水機の運転異常（赤色灯等が回転しているなど）を発見された時はお知らせ下さい。
　　※揚水機が関係している路線の委員
２）事務関係の地元の窓口としてご協力をお願いします。
⑴土地改良区賦課金の賦課徴収や関連する事務。
⑵土地改良区土地原簿の確認、修正の必要がある場合などの地元調整及び集約。
⑶ほ場整備事業区域の換地処分登記済みに伴う土地原簿の更生・確認作業。
⑷高畦畔の賦課金免除に関する事務。
３）土地改良区運営をよりよくするために組合員と事務局のパイプ役をお願いします。
⑴関係者の意見や要望の取りまとめ。
⑵説明会等の会合の開催や準備の協力。

６、水利委員と管理担当職員との連絡調整方法
　水利委員と路線担当職員との連絡調整は下記による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。

東播用水の維持管理概要
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注１：連絡調整は、土地改良区の事務所に電話でお願いします。
　　　 （FAX又はEメールも受付けます。必ず地区名・溜池名及び委員名・用件・連絡先を記入して下さい。）
注２： 平日の夜間並びに休日の事務所の電話は、留守番電話になっていますので、地区名・溜池名・委員

名・用件・必要に応じ連絡先を伝言して下さい。
　　　 但し、かんがい期（おおむね５月中旬から９月上旬までの間）は、業務委託員が話を聞きますので、

上記に準じて用件を簡潔に伝達して下さい。
注３： 送水開始、送水停止の連絡は、平日のＡＭ８：45～ＰＭ５：30の時間内にお願いします。原則とし

て翌日以降の対応になりますのでご理解をお願いします。
注４：水利委員を変更する場合は､ その時点で事務所に変更届（別途様式）を提出して下さい。
注５： 平日の夜間並びに休日（土曜日、日曜日、及び祝日）は、水量や送水先の変更はできませんので、

ご注意をお願いします。但し、送水中に溜池が満水になる、また急な降雨などによる送水停止が必
要な場合は対応しますので、ご連絡をお願いします。

　　　　各水利委員　⇔　電話・FAX・E-mail　⇔　事務局業務担当

＜異常降雨時の管理水路の状況＞

７、管理担当職員の分担と構成（平成22年４月１日現在）

◇維持管理総括
　事務局次長　坂元正美（管理責任者）
◇用水管理担当　業務担当主幹　戸田文雄
　○北部担当　　　松田忠一・黒崎匡彦　　　　○南部担当　　　坂元正美・梶　英司

　　　　　　
◇施設管理担当
　業務担当主幹（施設管理） 戸田文雄
　施設整備補修担当 松田忠一・黒崎匡彦
　電気機械施設担当  梶　英司

◇国営造成施設管理体制整備促進事業
　事業調整推進担当 事務局次長 坂元正美
　強化支援事業担当 事務局次長 坂元正美
 担当　主査 松田忠一　　担当　梶　英司・黒崎匡彦
　計画・推進担当 　　　主査 松田忠一

◇土地改良施設維持管理適正化事業・新農業水利システム保全対策事業・ストックマネジメント事業
　事業総合調整担当 　　　主幹 戸田文雄
　 担当　主査 松田忠一　　担当　梶　英司・黒崎匡彦

東播用水土地改良区事務所
　三木市志染町井上683　TEL  0794（87）0545　FAX  0794（87）0547　E-mail：soumu@toban-yosui.jp

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（第１・第２）幹線
水路・ゴルフ支線水路・北２号支線水路・北
３号支線水路・北４号支線水路・豊岡支線水
路・口吉川支線水路・細川支線水路

淡河幹線水路・山田幹線水路・広野支線水路・別所支
線水路・神出支線水路・合流幹線水路・旧岩岡支線水路・
中央幹線水路・明石川支線水路・岩岡支線水路・平野
支線水路・森安支線水路・印南支線水路・加古支線水路・
天満支線水路・蛸草支線水路・美嚢川、志染川水系
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「管理体制整備型」とは？　　管理体制の整備のため、国、県、市町が支援強化を図ります。

１．事業の趣旨
　国営土地改良事業により造成した農業水利施設や付帯県営造成施設は、農業生産面だけの役割だけではな
く、洪水防止・水資源の涵養・地域用水機能等を有しており、それら多面的機能を享受している地域住民が
増加している一方で農業を取巻く社会・経済的情勢は厳しく、さらに都市化・混住化が進み農家だけでこれ
ら多面的機能を維持していくことは難しく、今後それら機能の重要性を考えると更なる地域の積極的な参加
と土地改良区の施設管理に係る支援を行い高度な管理や管理体制の強化を図ることが必要となっています。

２．実施期間
１期　　平成12年度～平成16年度（５年間）
２期　　平成17年度～平成21年度（５年間）
３期　　平成22年度～平成26年度（５年間）

３．事業の内容
１）計画策定事業　　事業主体：兵庫県（加古川流域土地改良事務所）
　　管理水準、体制、費用分担など具体的目標の設定
２）推進事業　　事業主体：市町（市町協議会）
　　推進協議会を設置し、地域における協議調整、合意形成及び啓発活動

　　※管理体制推進協議会
　　　 　地域における協議調整、合意形成を図るとともに、農家及び地域住民に対して啓発普及活動を通じ

て適正な管理体制の構築を図るため、設置されている協議会です。

※地域環境保全活動

　景観形成、生活環境保全のため各地区と維持管理協定を締結し、地域住民による用水路周辺の清掃、
草刈が行われ、水路周辺を整備する活動です。

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）継続、3期対策へ

＜管理体制整備推進協議会の状況＞ ＜地域環境保全活動事例＞
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３）強化支援事業　　事業主体：市町（市町協議会）
　　多面的機能の発揮や管理の高度化に対する支援（年間約620円/10a）
①多面的機能管理費として支援　　約12,000千円/年間（約160円/10a）
②高度化施設整備費として支援　　約34,000千円/年間（約460円/10a）
※多面的機能発揮のための維持管理費に支援（人件費を除く年間対象維持管理費の37.5％）

　※管理に要する施設の高度化対策：施設整備費に支援

４．２期完了までの負担区分　　※農家負担なし
国 県 市町

計画策定事業 50％ 50％ 　　－
推 進 事 業 50％ 25％ 25％
強化支援事業 50％ 25％ 25％

５．事業の継続に関してお願い
　前述の事業趣旨の如く土地改良区が管理している水路の多面的機能を維持していく上において更なる地域
の積極的な参加（地域環境保全活動・水路情報連絡協力会）が不可欠ですので、ご理解とご協力をいただき、
高度な管理や管理体制の整備強化を図って行こうと考えていますので、よろしくお願いいたします。

＜揚水機場電気料金＞

＜除塵機への管理道路整備＞

＜TC・TM局舎等通信回線料＞

＜調整池の安全施設整備＞
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　　　［平成 22 年度までの実施・加入状況］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額：千円
加
入

期
生

加入
事業費

確定
事業費 路線・施設等 実施

年度
工事
場所

8 20 7,500 8,507
明石川支線水路押部谷揚水機場分解整備
中央管理所TCTM施設接地極補修
北神戸第２段揚水機場無停電装置補修

H8
H8
H9

高和
井上
奥谷

9 21 3,000 3,045 淡河幹線水路　本線付帯施設改修 H10 勝雄ほか
10 22 3,000 3,780 神出支線水路　本線水路改修 H10 南

11 23 17,500 17,509

淡河幹線水路　本線基礎補強
平井支線水路　寺池揚水機場更新
岩岡支線水路　ポンプ池揚水機場更新
岩岡支線水路　本線基礎補強

H12
H12
H12
H13

萩原
平井
岩岡
上北古

12 24 16,000 15,929

合流幹線水路　広谷池分水改修
口吉川支線水路本線付帯分水流量計更新
山田幹線水路　広野揚水機場分解整備

H12
H15
H16

広谷
吉川町内
緑が丘

13 25 21,200 21,840

口吉川支線水路付帯分水ディスクバルブ
北神戸第 2段揚水機場分解整備
中央幹線水路　栄揚水機場更新
中央幹線水路　本線付帯分水流量計更新

H14
H15
H15
H16

里脇ほか
奥谷
栄
押部ほか

15 27 4,800 6,510 明石川支線水路　分水支線改修
中央管理所TCTM施設無停電装置更新

H15
H16

養田ほか
井上

16 28 2,400 2,415 岩岡支線水路 7・8号池支線水路改修 H19 岩岡

17 29 6,500 7,277
岩岡支線水路　15 号池分水改修
別所支線水路　小林池支線水路改修
大沢支線水路　大沢第 2吸水槽補修

H17
H21
H21

西脇
小林
簾

18 30 10,000 10,042 大沢第２段揚水機場分解整備 H20 簾

20 32 １4,700 6,320
平井山ぶどう園加圧機場改修
別所支線水路　通り池支線水路改修
印南支線水路　本線改修

H20
H22
H23

平井
広野
印南

21 33 6,700 6,720 吉川支線水路　新田揚水機場分解整備 H21 新田

22 34 14,900 0 押部谷揚水機場更新整備
明石川支線水路 1号水管橋塗装

H22
H26

高和
細田

　　［平成22年度の実施計画］
　　　20年度加入（32期生）別所支線水路　通り池支線水路改修
　　　22年度加入（34期生）押部谷揚水機場更新整備工事
　　　　工事実施に当たり、関係地域組合員のご理解とご協力をお願いします。

《事業制度の概要》
　この事業は、土地改良施設の機能低下の防止、機
能回復等のため、定期的に行なう必要のあるポンプ
のオーバーホール、ゲートの塗装、用排水路の補修、
その他の整備補修及び施設の改善に対して助成され
ます。
　この事業は、一般の補助事業と異なり土地改良区
等が相互扶助的に実施します。具体的には整備補修
を希望する土地改良区等がこの適正化事業に加入し、
定められた期間内（５年間）に整備補修等に必要な
経費（加入事業費）の30％を積み立て、その積立期
間内の定められた年度に整備補修等を行ないます。

　この事業は、団体営規模以上の事業により造成さ
れた施設で１施設当たりの事業費が200万円以上で
実施できる事業です。
補助率　国30％・県30％・地元40％
（県土連に30％を５年間で均等拠出する。）実施年度
に90％の交付を受け10％負担して実施する。）
注 ）実施年度に負担する10％の地元負担金は、市町
から受益面積割で補助を得ているため、実質的な
農家負担は30％です。ただし、実施額が加入事業
費を超えた場合は、その超過分は非補助となりま
す。

土地改良施設維持管理適正化事業の概要と推進状況について
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【新農業水利システム保全対策事業の概要】
　この事業は、平成18年度から実施しているもので、管理の省力化を図るため遠方監視制御施設の更新、監
視子局の見直しや除塵機・流量計等の設置、更新による維持管理費の低減を主たる目的とした事業です。

【平成21年度の実績】
　平成19年度に着手した遠方監視制御施設の更新を継続実施し、親局設備・監視子局の機器更新が完了しま
した。
　遠方監視制御施設の機器更新が完了したことにより、新システムによる遠方監視制御が可能となり、配水
管理の効率化が図れることとなりました。
　この事業では、東播用水土地改良区事務所内の中央管理所（三木市）と旧南部管理所（稲美町）で行って
いる配水管理、監視機能を中央管理所に統合しました。
　また、配水管理、監視機能等を１箇所に統合し、新システムを導入することにより、水路等の状態監視を
高度化し、より安全な管理体制を確保するために監視局の増設並びに重要な箇所に映像設備を設け、現地の
状況把握を的確に行い、現地確認の人数の減少や迅速な対応をめざします。

【平成22年度の実施計画】
　平成22年度は、流量計・制水弁の新設・更新を随時実施していきます。そして、本年度事業完了に向けて
最終調整を行います。
　また、この事業では東播用水土地改良区が主体となって進めている農業水利システム保全計画策定業務が
あり、東播用水土地改良区受益地域を一つの水利地域として、今後も多様に展開する営農形態に対応し、各
市町の定める地域水田農業ビジョンの実現に向けて水利面から支援することを目的としています。

 ・合流幹線水路　除塵機設置 H18年度
 　　　　　　　　遠方監視カメラ H21年度
・中央管理所　操作卓　H19～ H21 　　　　　　　　水位計 H22年度

新農業水利システム保全対策事業の推進
平成21度の実績と平成22年度の実施計画（概要）について
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31

賦課金完納に向けての取組みについて
賦課金（経常賦課金・維持管理費）の未納・滞納は本区の運営に大きな影響を与えます。
負担の公平性を保つため、賦課金の完納を目指しての取組みとして、事務局では本区の役
員・総代・水利委員の協力を得て、電話、通知書の送付、戸別訪問等を行い未収賦課金
徴収対策を推進しております。又、未納・滞納にも様々なケースがあるため、問題解決に
向けた状況把握も行っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

委託契約
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組合員のみなさま 
ご理解の程 

よろしくお願いします。
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上記の通り、行事を予定しております。詳しくは市町広報・パンフレット等でお知らせしますので、ぜひ参加してください。

平成21年は約300名の来場者があり、ファミリーウォークに93名、
親子水源地探検隊ミニツアーには47名が参加されました。

東播用水　源流ミニツアー
開催日：平成２2年１０月9日（土）予定

※篠山味まつりの日程により変更する場合があります。
開催日：平成２2年１０月9日（土）予定

※篠山味まつりの日程により変更する場合があります。

行　程

出発地
西神・明石・加古川・
三木・稲美の各乗車場所

川代ダム
歓迎式・ダムの見学

篠山
味まつり
（市内散策）

市内散策を
お楽しみください

平成21年は167名の参加があり、源流の丹波篠山を訪れ交流、施設
見学を行いました。

東播用水は神戸市や東播磨地域の農業用水や水道水
を供給するため、篠山市川代で取水し、大川瀬ダム・
呑吐ダムを経て地域に恵みの水を送り続けています。
この『源流ツアー』は、東播用水の源流・丹波篠山

を訪れ、施設を見学いただくと共に、丹波地域の森林
が地球環境保全に役立っていることを理解し、上流と
の交流を深めることを目的としています。

呑吐ダム フレッシュアップウォーキング

呑吐ダム桜並木「水土里の路」公園だより

開催日：平成22年11月13日(土)予定開催日：平成22年11月13日(土)予定

呑吐ダムの見学とファミリーウォークに参加しませんか
呑吐ダムフレッシュアップウォーキングでは、水を

使う受益者と一般住民、さらに源流にお住まいの方々
等が一緒に集い、ダム湖周辺のコースをウォークラリ
ー形式で楽しんでいただく、「水土里の路」ファミリ
ーウォークを開催します。又、イベント会場のつくは
ら桜の広場では特産物の販売、豚汁、ゲーム等も行っ
ております。

今年は平成16年から平成19年にかけて広場に植樹した約９４本の桜が全品種開花しました。

ファミリーウォーク抽選式

もちつき大会

親子水源地探検隊御坂サイフォン見学

めだかのコタロー劇団上演

ファミリーウォークスタート

歓迎式典

川代ダム見学

見学客 幸福桜幸福桜 十月桜十月桜

千年桜千年桜 ウコンウコン カンザンカンザン


