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⑵第45号 東播用水だより 平成23年5月31日

理 事 長　　　　　　

大　村　伊三夫

　皆さん、こんにちは、開会のご挨拶に先駆けまし
て、去る 3月11日午後 2時40分頃、宮城県三陸沖を
震源とする、大地震が発生し、東日本大震災に見舞
われる結果となりました。予想もしない大津波の襲
来で、一瞬にしてお亡くなりになられた皆様のご冥
福は勿論のこと、けがとか住屋、田畑等壊滅状態に
なっている地域の１日も早い復興復旧が叶いますよ
う、皆さんと共に祈念し、心より、お見舞を申し上
げる次第であります。
　冬が去り桜の便りが聞かれます、今日この頃、日
増しに暖かくなってまいりました。毎年の繰り返し
の事ながら、すぐ目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40回東播用水土地改良区通常総代会を
開催いたしました処、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
中にも関わりませず、ご臨席を賜りました事に、心
からお礼申し上げますと共に、平素より格段のご指
導、ご高配を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、梅雨
時期に適当な降雨がありましたが、その後は少雨で
あったわけです、更に夏には異常に暑い日が続き、
人にも水稲にも大変厳しい気候でありましたが各た
め池水利委員、関係組合員の皆様方の節水や灌水の
工夫を頂いたおかげで、渇水状況にもならず、まず
まずの秋を迎えられたのではないかと思っておりま
す。そういった状況下の水管理において、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、適切な管理をして頂いたお陰であり
ますし、日ごろのご尽力に感謝申し上げるところで
あります。誠に有り難う御座います。
　しかしながら、今年の、大川瀬ダム及び呑吐ダム

の貯水量の状況は各地域の説明会に参りまして説明
も行いましたが、現状では若干回復してまいりました
が、厳しい状況になっております。総代の皆様をはじ
めとして、水利関係者皆様のご協力をお願いして心
配事を克服しなければならないと考えております。
　さて、平成21年度から近畿農政局によって「東播用
水二期地区国営土地改良事業地区調査」による機能
診断、対策の検討、事業費の概定が行われていると
ころですので、昨年度に引き続き、今年も近畿農政局
からご報告を含めてご挨拶を頂く予定をしております。
　また、我々、土地改良区と致しましても、この二
年間に行ってきました調査及び検討の成果を総代及
び水利委員の皆様にも逐次ご報告し内容の説明を進
めてきたところであります。
　これから事業化に向かって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23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、路線別水利委員会や
機関誌などのいろいろな機会をとらえ、更に説明し
たいと考えております。
　政権交代以降政策、政治手法が大きく転換され、
土地改良関係予算が大幅に減額されましたし、補正
予算や平成23年度予算に関してみても、まだまだ厳
しい状況は変わりません。
　農地・水・環境保全向上対策、戸別所得補償など
も見直しや拡充がされるようですが、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。県営以下の施設を管理して行く上で、
国営事業とは別に準備を進めなければならないもの
と考えておりますので、現状の土地改良事業予算も
大変重要な事ととらえております。
　そこで、政府の地域主権戦略会議において、国の
出先地方機関の統廃合や一括交付金の導入など、さ
らに関西広域連合などの立上げなども含め活発な動
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、国営東播用水二
期事業の事を念頭におき、農家負担の問題に重点を
おいていかなければならないとも思っています。こ
のことからも、平成19年度から組合員の皆様方のご
理解を得て農家負担金対策として「基盤安定基金」
の積立を行っておりますが、引き続き積立について、
ご理解を頂かなければなりません。

東播用水土地改良区　第40回通常総代会　開会あいさつ
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　平成23年 3月23日、三木市立福祉会館に於いて第40回通常総代会を開催、総代定数80名、現在総数79名中69
名出席、関係機関からとして近畿農政局農村計画部 澁川泰夫部長、近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事
務所 葭井功治所長、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、
議長に松浪和廣総代（稲美町岡）、議事録署名人には大家正憲総代（神戸市北区大沢町上大沢）、田中勝彦総
代（三木市鳥町）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21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22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23年度事業計画について
第 ４ 号議案　平成23年度賦課金の賦課徴収について
第 ５ 号議案　平成23年度加入金について
第 ６ 号議案　平成23年度役員及び総代の報酬・日当について
第 ７ 号議案　平成23年度地区除外決済金額について
第 ８ 号議案　平成23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23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23年度余裕金及び積立金の預入先について
第１１号議案　役員の補欠選任について
第１２号議案　東播用水二期地区国営土地改良事業全体実施設計の実施について

　次に、本区が進めております国営造成施設管理体
制整備促進事業においては、平成22年度から第三期
事業を進めておりますので、管理費や施設整備費な
どの支援事業は、引き続き計画的に実施できる見通
しも立ったところですが、洪水調整・水源涵養・環
境・景観保全などの水利施設が持つ、いろいろな多
面的機能の発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申し上げます。
　また、平成18年度から県営で実施しておりました
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 5ヶ年を経過し完了しま
した。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。
引き続き管理に対するご理解とご協力をお願いする

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
窮状を広く訴えるなど、要請活動を展開したいと考
えておりますので、総代の皆様をはじめ、組合員の
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。
　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、国営東播用水二期事業
の全体実施設計の実施に関する議案ほかを上程させ
て頂きますので、慎重審議頂きご承認賜りたいと存
じます。
　以上、意を尽くせませんが、開会にあたりまして
の御挨拶と致します。

平成23年3月23日

第40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水利用調整を適切
に行う。
　ア）配水溜池等の個所　491ヶ所
　イ） 配水予定地区面積　7,416ha（配水管理体制

整備面積）
　ウ）節水に対する意識の高揚と啓蒙を図る。
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を適切に行
う。
　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　　34局（セミループ局

を含む。）
⑵直轄補修整備、改修工事を計画的に実施する。
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。
　強化支援事業費　48,000,000－
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整備を計画
的に行う。
⑶ 水利施設の長寿命化のため予防保全対策を計画
的に行う。
⑷ 集中豪雨等の発生頻度の増加等に対応した地域
防災対策を計画的に行う。
⑸ 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、水利施設の補修整備、改修計画を樹立する。
８、 県営等事業で造成された東播用水専用水利施設
の取扱いについて、協議調整を推進する。

９、 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。

１０、その他関連事項
⑴ 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。
⑵ 維持管理費及び地元負担の軽減のため、調査・
研究に努める。
⑶ 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。
　ア）21世紀土地改良区創造運動を推進する。
　イ） 東播用水「水と緑の交流」実行委員会の事

業推進に協力する。
⑷ 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）の事業を推進
する。

１１、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
め積極的に広報を行う。

平成23年度　　事業計画と一般会計予算



－5－

⑸第45号 東播用水だより 平成23年5月31日

１．経常賦課金
⑴ 徴収範囲　　平成23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
　１回徴収とし、平成23年 7 月31日までとする。
　※ この納期限は休日ですので、早めに納入して下さい。又、口座振替は８月１日に振替処理を行います
ので、口座の確認をお願いします。

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㈱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23年度　賦　課　金
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　本区総代の任期（ 4年）が平成24年 3 月24日を持って満了します。総代定数は下表のとおり80名で、公職
選挙法に準じ改選されることになります。
　この選挙にあたり組合員名簿に基づき、選挙人名簿の調製を行いますので、経営委譲、相続、その他の事
由により組合員名義に変更が生じる場合には、必ず事務局へ届出をお願いします。
　又、本区役員の任期（ 4年）も平成24年 5 月12日を持って満了しますので、被選任区で次期役員さんの選
任をよろしくお願いします。
　尚、各選挙区・選任区の定数は次のとおりです。

　平成22年 3 月23日に開催された第40回通常総代会において、員内理事の欠員（１名）に伴う役員の補欠選
任を行い、下記のとおり選任されましたのでご紹介します。尚、任期は平成24年 5 月12日までです。

　　　第 5被選任区（三木市）
　　　　退任理事　（故）栗田　一夫（三木市大村）
　　　　新任理事　　　　井上　曉雄（三木市大村）

　関係市町長から推薦された員外役員においても、行政機関の 4月の人事異動に伴い退任・就任された方は
次のとおりです。

　　　神戸市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加古川市
　　　　退任理事　小原　一徳（産業振興局次長）　　　　　退任理事　稲岡　安則（地域振興部部長）
　　　　新任理事　植田　茂夫（　　　同上　　　）　　　　　新任理事　市村　裕幸（　　　同上　　　）

総代選挙・役員の選任のお知らせ

役員退任と新役員の紹介

　　　（ 総代の定数及び選挙区 ） 

選挙区 選挙区域 総代数

第１区 神戸市第１区（北区） 8
第２区 神戸市第２区（西区） 19
第３区 明石市 3
第４区 加古川市 5
第５区 三木市 27
第６区 加古郡稲美町 18

計 80

　（ 役員の定数及び選任区 ）

被選任区 被選任区域
定　数（員内）
理事数 監事数

第１被選任区 神戸市北区 3 1
第２被選任区 神戸市西区 4

1第３被選任区 明石市 1
第４被選任区 加古川市 1
第５被選任区 三木市 7 1
第６被選任区 加古郡稲美町 5 1

合　　計 21 4
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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　柴　田　一　仁

⑺第45号 東播用水だより 平成23年5月31日

　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。

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 石橋　憲志
　　　　　　　　　　　　計画課  課　長　稲田　善秋
　　　　　　　　　　保全計画課  課　長　森上　浩伸
　　　　　　　　　　　　企画課  課　長　大橋　修一
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　柴田　一仁
　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　古賀　　保

［兵 庫 県］
農政環境部農林水産局農村環境室  室　長　坊垣　昌明
　　　（農地防災・国営事業担当）  主　幹　相埜　利幸
神戸県民局神戸農林水産振興事務所
　神戸土地改良センター  所　長　柏﨑　正和
　　　　　　　　　　農村計画課  課　長　滝井　文男
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　木村　省三
　　　　　　　　　　　　主幹兼業務課課長　西山　正敏

　　　　　　　　農村計画第１課  課　長　櫻井　克磨
　　　　　　　　　　　土地改良施設専門員　新見　　明

［関係市町他］
神戸市産業振興局  次　長　植田　茂夫
　農政計画課（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
　農業基盤整備担当課長兼農水産課農業基盤整備係長
  　　　　行司　展章
加古川市地域振興部  部　長　市村　裕幸
　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　井上　仁志
稲美町経済環境部　　　　　　　　　部　長　橋本　博嘉
　産業課土地改良担当課長兼土地改良係長　　本岡　利章

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

就任のごあいさつ

　新緑が風薫る季節となりました。水土里ネット東
播用水の組合員の皆様におかれましてはますますご
健勝のことと心よりお喜び申し上げます。
　このたび 4月の異動で京都の近畿農政局農村計画
部農村振興課から加古川水系広域農業水利施設総合
管理所（呑吐ダム）に異動を命じられ過日着任いた
しました。
　昭和28年 3月生まれの58才です。生まれ育ちは、同

じ県内のたつの市です。趣味と言えるようなものはあ
りませんが、最近楽しんでいることは、香川県へのさ
ぬきうどんツアーと山梨県でのワイナリー巡りです。製
麺所で食べる一杯150円程度のうどんは感動ものです。
山梨県のワイナリー巡りは高齢の義母のお見舞つい
でに、妻に車の運転をさせて試飲して楽しんでいます。
山梨には大手メーカーのものから農家が集まった酒造
組合のものまで様 な々ワイナリーが100ヵ所くらいありま
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す。中には農家の倉庫のようなワイナリーがあり、そこ
での試飲の際、ワインの種類毎にコップ半分くらいつ
がれ１ヵ所の試飲でできあがってしまったこともありま
す。甲府盆地は平地部から山の中腹まで一体がぶとう
と桃の果樹園であり、背後のアルプス風景と相まって
非常に風光明媚なところです。組合員の皆さんには是
非一度山梨まで出かけられることをおすすめします。
　香川県と山梨県のPRはこれくらいにしまして、
私の仕事場となった呑吐ダムの施設について災害に
対処するためどういうふうな造りになっているかと
いうことについて少し紹介します。
　まず１番目に、無線と電池です。ダム集水区域内
に設置している雨量計、ダムの上流の川に設置して
いる水位計から管理所へのデータ送信は無線です。
大雨時、ダム放流を行う際のスピーカー放送やサイ
レン作動は管理所からの無線操作です。またこれら
施設には停電時のため電池が備え付けられています。
これら施設が有線であれば、風や土砂崩れで電柱が
倒れると作動しなくなるので、無線や電池の設置は
災害の影響を受けないように考えられたものです。
　 2番目として、ダム管理所には自家用発電機が備
えられています。通常は関西電力の送電により管理
所及びダム施設は稼働していますが、台風や大雨に
よる土砂災害で送電線が切れたとしても、ダム管理
所の施設は自家用発電機で動くようになっています。
　この 2つのことより、ダム管理所は外部からの情
報、電力の供給が絶たれたとしてもダムだけで対処

できる施設、自己完結型の施設となっています。
　その他、ダムの情報処理はコンピュターで管理さ
れていますが、故障を考えコンピュターは２系統に
なっています。それでもコンピュターが壊れたらど
うするか。洪水吐ゲート横のダム貯水位を表示する
リボンテープに管理所から夜間であればサーチライ
トを当て、これを双眼鏡で見て、ダム貯水位を確認
し、電卓で計算してトランシーバーでゲート上屋に
いる職員に指示し、その職員が手動で洪水吐ゲート
のスイッチを入れることで対処することになります。
　呑吐ダム供用開始以来、幸いにして大雨時ダムか
ら放流する際に停電して自家用発電機で操作したこ
とはありません。しかし、万が一に備えて、ダム管
理所においては、毎月のように自家用発電機を動か
して点検をしています。その他の施設についても日
常点検を行っています。複雑な構造の施設は専門家
による定期点検を実施します。これらダム施設の点
検整備は、用水管理、洪水管理と並ぶダム管理所と
して仕事の 3本柱の１つです。
　農業用水や水道用水の供給上から、また大雨時ダ
ム放流に際しても、ダムの施設が完全に作動しない
場合は、与える影響が大きいことから、常日頃から
ダム施設の点検整備を漏れなく実施し、常時ダムと
しての機能が果たせるようダム管理所を挙げて取り
組んでおりますので、呑吐ダム管理について、組合
員皆様のご協力、ご支援をいただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

⑻第45号 東播用水だより 平成23年５月31日

神戸県民局神戸農林水産振興事務所
　神戸土地改良センター
　　　所　長　柏　﨑　正　和

　若葉青葉をわたる風も快く感じられます季節とな
りました。水土里ネット東播用水の組合員の皆様に
は益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　このたび 4月の異動で西播磨県民局光都土地改良
事務所から転任して参りました柏崎（カシザキ）で

ございます。微力ではございますが、何事にも全力
で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。
　私は、昭和53年に県に採用されて農業土木の技術
職として勤めて参りましたが、神戸土地改良は初め
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⑼第45号 東播用水だより 平成23年5月31日

　この協議会は、平成23年 3 月23日開催の総代会において全体実施
設計実施の議案承認を受け、関係市町と土地改良区を構成員となっ
て組織しました。下記に示す組織体制によって、国営かんがい排水
事業「東播用水二期地区」事業化及びこれに関連する事業の円滑な
推進を図ることを目的とするものです。

会　長：神戸市　矢田立郎　市長
副会長：三木市　藪本吉秀　市長
副会長：稲美町　古谷　博　町長

　東播用水関係市町と東播用水土地
改良区が組織する東播用水水利調整
協議会の臨時総会を平成23年3月29日
に開催し全会一致で承認されました。

ての勤務となります。（但馬・丹波で17年、県庁 8
年、社 3年、三木 2年、光都 2年、龍野１年）出身
は加古川市で現在も加古川に在住していますが何故
か遠隔地が多くなっています。
　なお、4月の組織再編により昭和43年から皆様に親
しまれた神戸土地改良事務所が神戸土地改良センター
に名称が変わっています。聞き慣れない名称になって
いますが所掌している事務に変更はありません。
　平成23年度の国からの割当予算の状況は、昨年以
上に厳しく県全体で要望額の54％となっています。
厳しい予算の中で県では防災事業を中心とした「ま
もる」を基本に「つくる」から「つかう」への考え
方のもと事業の重点化を進めています。
　当所におきましても新規地区の予算配分等でご迷
惑をおかけしていますが、必要なものは断固として
必要なものとして予算を要求していく所存でござい

ます。ご支援のほどお願いいたします。
　皆様方が管理されています、農業用施設や農地は
自給率向上のため農業生産力を支える基盤として極
めて重要な役割を担っています。
　東播用水二期地区国営土地改良事業が平成25年度
から着工予定となっていますし、新たな取り組みと
して平成23年度から農地・水・環境保全向上対策で
農業水利施設を中心とした向上活動に支援が開始さ
れます。
　また、基幹・地域ストックマネジメント事業、維
持管理適正化事業等もございます。
　これらの事業を活用していただき、農業用施設を
子々孫々まで守り継いでいただくようにお願いします。
　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。

事業促進組織
「東播用水二期地区国営土地改良事業促進協議会」を設立

名称：東播用水二期地区国営土地改良事業促進協議会

会員：神戸市長、明石市長、加古川市長、三木市長、稲美町長
　　　兵庫県淡河川・山田川土地改良区及び東播用水土地改良区理事長
顧問：近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所長
　　　兵庫県農政環境部農林水産局農村環境室長
参与：近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所計画課長
　　　近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合管理所長
　　　兵庫県農政環境部農林水産局農村環境室主幹（農地防災・国営事業担当）
　　　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センター所長
　　　兵庫県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長
幹事：神戸市産業振興局農政計画課主幹（農林土木担当）
　　　明石市産業振興部農業基盤整備担当課長兼農水産課農業基盤整備係長
　　　加古川市地域振興部産業振興局農林水産課技術担当課長
　　　三木市産業環境部農業振興課長
　　　稲美町経済環境部産業課土地改良担当課長兼土地改良係長
　　　兵庫県淡河川・山田川土地改良区担当理事
　　　東播用水土地改良区（国営東播用水二期事業対策委員会委員長）
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⑽第45号 東播用水だより 平成23年５月31日

国営東播用水二期事業の実施に向かって調査、事業内容の
精査を行っています。
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⒁第45号 東播用水だより 平成23年５月31日
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⒂第45号 東播用水だより 平成23年5月31日
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⒃第45号 東播用水だより 平成23年5月31日

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23路線（管水路・開水路）を約368km、揚水機場24機場、頭首工 2ヶ所、遠方監視
制御施設34局（セミループ局含む）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 4ヶ所、頭首工取水ゲート１ヶ所を遠隔操作するこ
とができます。
　平成23年度の配水予定地区面積は、約7,416haを見込んでおります。

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完了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。

各水利委員　⇔　電話・FAX　⇔　事務局　業務担当

事務局　東播用水土地改良区　　三木市志染町井上６８３　　　　　　　　
電　話　０７９４（８７）０５４５　　ＦＡＸ　０７９４（８７）０５４７

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でも受付けます。必ず地区名･溜池名・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・要件・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月中旬までの間）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ＡＭ 8：45～ＰＭ 5：30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、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、又、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。

７、管理担当職員の分担と構成（平成23年４月１日現在）

◇用水管理担当　　　　　業務担当主幹　戸田文雄
○北部担当　　　黒崎匡彦 ○南部担当　　　松田忠一

・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幹線水路・北神戸第2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

・淡河幹線水路・平井支線水路・窟屋支線水路
・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

◇施設管理担当　　　　　業務担当主幹　戸田文雄
　施設整備補修担当　　　主査　　　　　松田忠一　係員　黒崎匡彦
　電気機械施設担当　　　係員　　　　　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　　　業務担当主幹　中田裕文
　強化支援事業担当　　　業務担当主幹　中田裕文
　　　　　　　　　　　　主査　　　　　松田忠一　係員　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 ・ ストックマネジメント事業
　事業総合調整担当　　　業務担当主幹　中田裕文
　　　　　　　　　　　　主査　　　　　松田忠一　係員　梶　英司、黒崎匡彦

＜開水路の除塵作業状況＞

淡河幹線水路　勝雄除塵機 合流幹線水路　練部屋分水工
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【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軽減を主たる目的とした事業
で、遠方監視制御施設の更新を平成19年度に着手し、
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。

新農業水利システム保全対策事業の完了について

　　　　総事業費　　５１７，０８０，０００円

　　　　　　　　　　内訳　農業水利施設保全計画策定事業　　１０，７７０，０００円

　　　　　　　　　　　　　管理省力化施設整備事業　　　　５０６，３１０，０００円

事業内容

項　　目 施　設　名 整備箇所

水管理システム

付帯計測施設

親局・子局
TV監視 ３ ４ 局

超音波流量計
超音波流水位計
雨量計

３ 箇 所
８ 箇 所
５ 箇 所

用水路施設

電磁流量計 ７１箇所
除塵機 ３ 箇 所
岩岡支線点検口 ３ 箇 所
西池ゲート改修 ２ 箇 所
制水弁 １７箇所

操作卓　遠方監視操作画面 淡河幹線水路　芥子山除塵機

中央管理所　操作卓
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　平成22年度・実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

20 32 6,300 6,300 別所支線水路
　通り池支線水路開水路改修工事 22 広野

22 34 8,000 8,050 明石川支線水路
　押部谷揚水機場更新整備工事 22 高和

　平成23年度・新規加入地区（施設）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

23 35 8,000
7,500

－
－

北神戸第 2段揚水機場　直流電源設備更新等
大沢第 2段揚水機場　直流電源設備更新等

25
27

奥谷
簾

　平成23年度の実施予定
　　平成20年度加入（32期生）印南支線水路　漏水補修
　　帯状目地補修工事により、漏水防止を図ります。
　　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。
※ 実施年度に加入事業費の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

通り池支線水路 押部谷揚水機場
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　管理体制の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）計画更新事業　

 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
①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。
②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、きれいに整備され
ています。

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
　（人件費を除く年間維持管理費の37.5％）

４．負担区分 ※地元負担なし
国 県 市町

計画更新事業 50％ 50％ －
推 進 事 業 50％ 25％ 25％

強化支援事業 50％ 25％ 25％

５．事業に関してお願い
　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（地域環境保全推進活動・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。

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）概要
地元負担の軽減に大きく寄与しています！

〈平成 22年度高度化事業実施状況〉

手中池分水工

練部屋分水工

12･14 号池分水工

神出支線水路
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　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

状況把握と対策等の取組みも行っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

　東播用水土地改良区の賦課金通知書の発行は毎年６月に行い、７月末日を期限として関係

組合員（一部は水利組織等に委託）に納入をお願いしております。

総務担当総務担当　
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) 　５名
業務担当(臨時雇員) ２名

総務担当

主幹 藤田　浩昭

業務担当（総合調整・配水管理）

主幹 戸田　文雄

事務局長

福田　信幸

会計主任

藤田　浩昭

業務担当業務担当

理　事　長
総務担当 　

主査 岩林　　均

業務担当

主査 松田　忠一

業務担当

主査 松田　忠一

業務担当（施設管理）

主幹 中田　裕文

調整係　　　　 　松田 忠一

管理係　　　　 　黒崎 匡彦

総務担当(臨時雇員)　２名

管理責任者

戸田　文雄

※業務担当区分は１７頁の「７、管理担当職員の分担と構成」
　の記事を参照して下さい。

平成23年度　事務局組織図

賦課金完納に向けての取組みについて
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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。

23

25，600
計 119，100円

93，500

◎公共用地に売渡した場合（道路・河川・公園・建物等）でも転用決済金の納付が

義務づけられています。

提出書類　⇒　農地転用等通知書・地区除外申請書・その他書類

各種届出用紙が必要な場合、また不明な点がありましたら東播用水土地改良区
総務担当にご連絡ください。
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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。

東播用水源流ミニツアー東播用水源流ミニツアー 開催日：平成２3年１０月8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２3年１０月8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
市内散策を
お楽しみください

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 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23年11月12日(土)予定開催日：平成23年11月12日(土)予定

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、自然豊かな湖
畔の散策をし、水源林について理解を深める活
動として、「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本の桜が全品種の開花しました。
又、平成18年から平成20年に右岸道路に植樹した約８３本の桜の一部が開花し始めました。

平成22年は178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。

平成22年は約500名の来場者があり、ファミリーウォークに226名が参加されました。

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！

ファミリーウォーク抽選式

もちつき大会 野口太鼓演奏ポン菓子配布

ファミリーウォーク

歓迎式典歓迎式典会場 川代ダム見学

見学客（広場） 幸福桜（広場） 山桜（右岸道路）
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