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理 事 長　　　　　　

大　村　伊三夫

　春を迎え、日ごとに日差しが強くなり桜の便りも
聞かれる頃になり暖かくなってまいりました。
　今年の冬は、寒さを感じる日が多く、私個人も体
調に気を配らなければならず苦労したところです。
総代の皆さま方もそうであったのではないでしょう
か。
　年末に注文した種もみが届く頃ですが、これから
本格的なかんがい期がはじまり、忙しくなる時期が
近づき、今年も元気で田植えができること、心がワ
クワクしてまいりました。
　さて、皆さまもご承知のとおり、昨年末の衆議院
議員選挙の結果、政権が交代し大きく政策が転換さ
れ、農業農村整備事業予算においても平成24年度補
正予算と平成25年度予算と合わせて事業推進する長
期な予算が示されたところです。
　農業水利施設を維持管理している我々にとって、
たいへん良い環境になりつつあるものとして、期待
しているところです。
　本日は、第42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、昨年３月25日にご就任さ
れました総代の皆様には、大変お忙しい中、お繰り
合わせご出席頂き、誠にありがとうございます。引
き続き本土地改良区の事業が円滑に推進するため、
より一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
　また、ご来賓の皆様方には年度末、公務ご多忙の
中にも拘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。
　昨年のかんがい期においては、干ばつも心配した

ところですが適当な降雨があり干ばつには至らな
かったわけですが、各水利の皆さまのご協力とご理
解により秋口早々に送水を停止する事が出来たとこ
ろであります。
　さらに、水源施設である川代ダム、大川瀬ダム並
びに呑吐ダムの水源管理にあたり、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
による適切な管理にご尽力を頂き感謝申し上げると
ころです。
　誠に有り難うございます。
　さて、国営で造成した基幹的な施設であるダム、
導水路や幹線水路などの水利施設について、第41回
通常総代会第11号議案において、「東播用水二期地
区」国営土地改良事業の実施について承認を得て、
関係者のご支援を頂き要望活動展開してきました。
　近畿農政局においては、平成２４年度は全体実施
設計を行い事業計画の取りまとめがおこなわれ、作
成された事業計画概要書をもって、現在、土地改良
法85条関係の手続きが進められているところであり
ます。
　これまでも路線別水利委員会、地区別地元説明会
等で事業概要の説明と農家負担の見込みの説明を行
い、新年度早々には組合員に事業施行申請に要する
同意署名をお願いすることとしています。
　本日、全体実施設計の成果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いるところであります。
　当土地改良区と致しましては、「東播用水二期地
区国営土地改良事業促進協議会」と連携し、関係機
関のご指導、ご協力を得ながら、事業着手のための
手続き並びに要望活動等を確実かつ積極的に進めな
ければなりません。
　さらに、事業が着手された後、予定工期で完了又
は一年でも早く完工するよう一層の努力をすべきで
あると考えております。
　事業実施に伴い農家負担は避けられない事実とし
て発生する訳でありますが、この軽減においても勿

第42回東播用水土地改良区通常総代会　開会あいさつ
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　平成25年３月26日、三木市立福祉会館に於いて第42回通常総代会を開催、総代定数80名中69名出席、来賓
として近畿農政局整備部 尾崎明久部長、近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所　櫻庭光一所長、兵
庫県農政環境部農林水産局農村環境室 石井龍太郎室長、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、事務局長の開会宣言により開会、議長に松井　茂総代

（神戸市西区平野町）、議事録署名人には石原義勝総代（三木市志染町）、福田光正総代（稲美町国岡）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

報告第 １ 号　国営東播用水二期土地改良事業の着手について
報告第 ２ 号　土地改良区の合併契約調印について
第 １ 号議案　平成23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　定款の一部改正について
第 ３ 号議案　平成24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25年度　事業計画について
第 ５ 号議案　平成25年度　賦課金の賦課徴収について
第 ６ 号議案　平成25年度　加入金について
第 ７ 号議案　平成25年度　役員及び総代の報酬・日当について
第 ８ 号議案　平成25年度　地区除外決済金額について
第 ９ 号議案　平成25年度　一般会計・特別会計収支予算について
第１０号議案　平成25年度　一時借入金の限度額及び借入方法について
第１１号議案　平成25年度　余裕金及び積立金の預入先について

論我々一致団結し努力しなければなりません。組合
員の皆様方にも平成19年度からご理解を頂き、国営
事業負担金等に充てるための「基盤安定基金」の積
立について、引き続きご理解とご協力をお願いする
ものであります。
　農業・農政を取り巻く情勢としては、担い手不
足、後継者不足、農家の高齢化、耕作放棄地、ＴＰ
Ｐ（環太平洋経済連携協定）の進展など多くの課題
もありますが、とにかく当土地改良区としては施設
を適正に管理し、用水を確保し適切に供給すること
が、農業振興、地域社会環境の保全に資するために
も、最も重要な使命であると考えております。
　地域の受水ため池へ送水するための幹支線水路の
管理は、すべてを当土地改良区が行っているところ

ですが、施設としては淡河川・山田川土地改良区が
所管するものも含まれていることから、平成28年６
月を目標に組織合併を行い合理的かつ経済的な管理
体制を構築しようとすることで相互理解しあって合
併することが決定しました。
　本日、ご審議願います案件は、国営東播用水二期
事業及び土地改良区の合併に関する報告のほか平成
25年度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、慎重審議を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
のご挨拶と致します。

　平成25年３月26日

第 4 2 回 　 通 常 総 代 会
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１．水利施設の維持管理・配水管理を適切に行う。
　１）東播用水土地改良区維持管理事業計画及び関

係諸規程を遵守し、管理施設の保守点検・整
備・その他日常必要な維持管理業務を適切に行
う。

　　⑴主要施設
　　　ア）用水路23路線（約369km）
　　　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
　　⑵計画的補修整備、改修を行うとともに軽微な

ものは直営により機能を保全する。
　２）管理体制の整備を行い配水可能地域の水利用

調整を適切に行う。
　　⑴補給計画ため池等の個所 493ヶ所
　　⑵配水計画面積 7,405ha

（配水管理体制整備計画面積）
　　⑶渇水に備えて節水意識の高揚と啓発に努める。

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．国営東播用水二期土地改良事業の推進を行う。
　１）事業施行申請に要する組合員の同意取得を進

める。
　２）国営東播用水二期土地改良事業を着手し関係

機関と協調・連携し事業推進を図る。

４．兵庫県淡河川・山田川土地改良区と合併のため
の事務を推進する。

５．補助事業を適正かつ円滑に執行する。
　１）土地改良施設維持管理適正化事業
　２）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

６．管理施設のストックマネジメントを行い中長期
的な保全計画の策定に努める。

７．国営関連事業によって整備された東播用水専用
水利施設（財産）の取り扱いについて、協議調整
を推進する。

８．当該年度賦課金及び未収賦課金の徴収に努める。

９．その他
１）維持管理事業に関する農家負担の軽減につな

がる調査・研究に努める。
２）水源地域の人々と用水を使用する人々の交流

に努める。
３）事業の円滑な推進を図るため適切に広報を行

う。

平成25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25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25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㈱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関係水利委員へ配布する。

平成25年度　賦　課　金

⑸第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日
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　東播用水土地改良区の事業の円滑な運営、維持管理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　櫻庭　光一
　　　　　　　（総合管理所駐在）　次　長　吉田　光広
　　　　　　　　　　　　　企画課　課　長　大橋　修一
　　　　　　　　　　　　　調査課　課　長　石橋　憲志
　　　　　　　　　　　　　計画課　課　長　杉山　裕秀
　　　　　　　　　　　保全計画課　課　長　衣笠　浩二
　　　　　　　　　　　保全整備課　課　長　古賀　　保
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　井手原克澄
川代ダム管理所　　　　　　　　　　所　長　茶谷　一郎
鴨川・大川瀬ダム管理所　　　　　　所　長　小野　孝幸

［兵 庫 県］

農政環境部農林水産局農村環境室　　室　長　石井龍太郎
　　　　　　　　　　　主幹兼総合整備係長　川口　義人
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　渡邊眞一郎
　　　　　　　　　　　農村計画課　課　長　三木　勝幸
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　福田　　稔
　　　　　　　　　　　　　　水利整備参事　柏崎　正和
　　　　　　　　　（土地改良担当）主　幹　岩﨑　良信
　　　　　　　　　　　　　主幹兼業務課長　岡本　厚造

　　　　　　　　　農村計画第１課　課　長　大西　　孝
　　　　　　　　　農村計画第２課　課　長　糸口　政和
　　　　　　　　　　　土地改良施設専門員　新見　　明

［関係市町］

神戸市産業振興局農政部　　　　　　部　長　植田　茂夫
　　　　　　　　計画課　農林土木担当課長　池本　浩一
明石市産業振興部　　　　　　　　　部　長　梅木　勝治
　　　　　農水産課　農業基盤整備担当課長　行司　展章
加古川市地域振興部　　　　　　　　部　長　樋口　久典
　　　　　　　　　　　農林水産課　課　長　谷川　和典
三木市産業環境部　　　　　　　　　部　長　永尾　勝彦
　　　　　　　　　　　農業振興課　課　長　清水　悟史
稲美町経済環境部　　　　　　　　　部　長　藤本　泰利
　　　　　　　　　　　　　産業課　課　長　本岡　利章

［関係団体］

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　与　青野　　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　参　事　皆木　治男
　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　周東　政信

　一般財団法人　日本水土総合研究所が農林水産省
農村振興局の指導と補助のもとで、平成23年度から
カンボジア王国水源気象省との間で農業農村整備に
関する交流事業を開始し、平成24年度が２年目にあ
たります。
　この交流事業は日本・カンボジア両国の関係技術
者と意見交換、現地調査等を内容とする交流活動を
通じて、関連技術、制度についての相互理解を増進
し、両国関係技術者の技術力の向上及び両国の協力

関係の促進に資することを目的としています。
　この事業の技術交流セミナーの講師として、平成
25年１月20日～１月23日（３日間）、事務局長 福田
信幸に要請があり派遣しました。
　このセミナーは首都のプノンペンで開催され、

「日本の土地改良区での旱魃の対応、災害復旧及び
水路の維持管理活動」について講演し、技術的支援
とそれらの交流の為に一役を担い大きな成果を上げ
ています。 

本区職員 日本－カンボジア技術支援に一役
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　これまで総代会、路線別水利委員会等で説明し、
前号までの東播用水だよりなどで広報してきました
国営東播用水二期土地改良事業については、平成25
年３月26日開催、第42回通常総代会 報告第１号「国

営東播用水二期土地事業の着手について」により報
告しました。
　近畿農政局が取り纏めた土地改良事業計画書によ
り、平成25年度に事業着手する準備を進めています。

⑺第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

国営東播用水二期土地改良事業の着手について

　全体実施設計により作成された事業計画書に基づ
き既に下記のスケジュールで事業着工に向けての法
手続きを進めています。
　平成25年４月９日付で事業計画の概要公告を行い、
この公告により同意署名簿を作成、５月７日より地
区単位で同意署名簿徴集に関する説明会を開催し、

関係水利組織等の役員各位に同意署名簿の徴集をお
願いしているところです。
　この同意署名簿により、事業施行申請を執り行い
ますので、同意署名簿に署名、押印を頂きまして、
関係水利役員等もしくは事務局まで、必ずご返送を
お願いいたします。

国営東播用水二期土地改良事業のスケジュール

法手続きスケジュール（概要）

１．概要公告（H25.４.9～4.15）

　　〈計画概要を５日間公告〉土地改良法85条２項
 ＊組合員毎の同意署名簿印刷　　　　　　　
 ＊添付資料の準備（土地台帳・説明資料等）
２．組合員の事業施行申請同意徴集（H25.5.7～6下旬）

 ＊関係水利組織を通じて配布、回収　　　　
 ＊未同意対策・取りまとめ　　　　　　　　
３．事業施行申請（H25.7上旬）

　　①事業施行を申請人から兵庫県知事に申請　
　　②兵庫県知事から近畿農政局長に申請　　　
　　③近畿農政局長から農林水産大臣に進達　　

４．兵庫県・近畿農政局・農林水産省において土地改良法に基づき所定の手続きを行う。

　　（H25.8下旬～H26.2中旬）

　　

５．計画確定（H26.２　農林水産大臣→申請人）
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⑻第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

国営土地改良事業計画概要　　　　　「東播用水二期地区」
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⑼第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

国営土地改良事業計画概要　　　　　「東播用水二期地区」 第42回通常総代会（平成25年３月26日）報告第１号別紙１－１
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⑽第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

第42回通常総代会（平成25年３月26日）報告第１号別紙１－３
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⑾第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日
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⑿第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日
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⒀第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４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369km、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493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25年度の配水予定地区面積は、約7,404ha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、管理担当職員の分担と構成　（平成25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
　　　　　　　　木村　友希 ○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・木村　友希
　　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　戸田　文雄
　　強化支援事業担当　　業務担当主幹　戸田　文雄
　　　　　　　　　　　　主査　松田　忠一　　係員　梶　　英司・黒崎　匡彦・木村　友希
　　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　戸田　文雄
　　　　　　　　　　　　主査　松田　忠一　　係員　梶　　英司・黒崎　匡彦・木村　友希

東 播 用 水 の 維 持 管 理 概 要
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⒁第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

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。
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、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の送水及び停水が必要な時は、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。

７、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

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、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。

＜ポンプ場点検作業状況＞

北神戸第２段揚水機場
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⒂第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

　平成24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

24 36 4,200 4,200 上松地区揚水機場　加圧給水ユニット等整備 H24 上松

　平成25年度・加入新規地区（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

25 37 9,900 ― 御坂サイフォン　露出配管塗装 H29 御坂

　平成25年度の実施予定
　23年度加入（35期生）北神戸第２段揚水機場　直流電源設備更新等工事実施に当たり、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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「管理体制整備型」とは？
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、
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 24年度施設整備実施状況例〉

平井除塵機電動化

平井支線水路流量計更新

淡河頭首工管理用道路整備

山田幹線水路補修

⒃第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日
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平成25年度　事務局組織図

⒄第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

新規採用職員の紹介
平成25年４月１日付で、新規採用なった職員を紹介します。

　総務担当　庶務係　杉岡　理章 業務担当　調整係　木村　友季　　

土地改良区の新戦力になりましたので、皆様のご指導ご鞭撻をお願いします。

　平成25年３月26日、全国土地改良事業団体連合会が主催する第
54回全国土地改良功労者表彰式がシェーンバッハ・サボー（東京
都・砂防会館）において行われました。
　この表彰は、土地改良区の運営に長年携わり、優秀な成果を上
げてこられた個人及び団体に対して表彰を行うもので、個人表彰
107名が表彰され、事務局長福田信幸が受賞しました。

第54回全国土地改良功労者表彰を受賞

事務局長　福田　信幸
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31 ㈬

入札参加資格
申請について

⒅第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

◎賦課金通知書の発送方法について
　組合員各位への賦課金通知書は原則として各人に対し賦課金通知書を発行し
郵送にて送付します。
　但し、水利・土地改良区・法人等の団体単位で徴収委託契約をしている場合
は一括して水利委員等へ配布します。
◎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
◎賦課金に係る高畦畔免除の申出について

　ほ場整備事業による換地処分登記が完了した農地、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%を超える
面積）を免除します。　☆提出書類　⇒　高畦畔免除申出書
◎換地処分登記が完了したら届出が必要です。

　登記が完了した場合は本区関係役員、総代、水利委員を通じて届出をお願い
します。届出がない限り従前地（造成前の公簿面積）の面積で賦課金が請求さ
れます。
　原則として今年の12月末日までに申出をいただきますと翌年度から換地後の
面積を適用します。
◎維持管理費の賦課単価区分を土地原簿に記載しています。

　維持管理費については「平成25年度の賦課金」の記事のとおり、賦課区分が
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の記号を記載しています。又、土地原簿に
ついては毎年度賦課水系単位で印刷し関係水利委員へ配布します。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
◎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。
　口座振替の場合は振替後、はがき様式で領収書を郵送します。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
◎土地改良区が発注する工事・委託業務等の入札参加には、入札参加資格申請が必要です。

　東播用水土地改良区では、水利施設の維持補修・施設の劣化予防等の土木・
電気・機械・塗装などの工事や工事実施に必要な測量・設計・調査などの委託
業務を専門業者に発注し水利施設の機能保全を行っています。
　このほかには、開水路等の周辺環境や水難事故防止のため堤塘の草刈りや会
所桝等の泥さらえを土木工事として発注しています。
　農林水産省及び兵庫県の補助事業や土地改良区営の事業を行っていますので、
施工管理などが適切にできることが必要です。これらの工事や業務の入札に参
加を希望される会社等は、土地改良区に入札参加資格申請書を提出し登録する
必要があります。
　この申請は、随時受け付けていますが、登録の日から概ね２年間有効として
います。
　希望される会社等は、提出書類など手続きについて細部事項を説明しますの
で、総務担当まで問い合わせしてください。
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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。

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。

⒆第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

◎土地の所有権（売買、相続等）・耕作権（小作等）の異動
◎組合員の交替（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。又、毎年4月1日が賦課徴収
の基準日となっていますので、今年度内に届出をお願いします。
　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。
　転用によって農地でなくなった土地の分も、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。
◎平成25年度　農地転用決済金額

☆　総合管理事業決済金　10アール当り　19,900円 ─┐
 　 ├ 計113,400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
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東播用水源流ミニツアー 開催日：平成25年10月12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
歓迎式典
ダムの見学

篠山
味まつり（市内散策）

東播用水の源流、川代ダム・丹波篠山を訪ねてみませんか！
このツアーは、ダム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。

呑吐ダム探検隊（仮称） 開催日：平成25年11月9日(土)予定

例年開催しておりました呑吐ダムフレッシュ
アップウォーキングに代わり、ダムの施設見学
を中心としたイベント「呑吐ダム探検隊（仮
称）」を開催します。普段見ることのできない
ダムの堤体内にも入れますので、組合員の皆様
もぜひご参加ください。

平成24年は159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。
詳しい内容は事務局（東播用水土地改良区　総務担当）までお問い合わせください。
組合員様のご参加をお待ちしております。

呑吐ダムの施設見学に参加しませんか！

ダム堤体内ダム操作室

味まつり見学

川代ダム見学

歓迎式会場

歓迎式典

⒇第47号	 東播用水だより	 平成25年６月４日

　関西電力株式会社による電気料金の値上げに伴い、
ポンプ等の電気料金が値上がりします。このことに
ついて当土地改良区でも関係機関への軽減要望並び
に節電に取り組むなどの対策を重ねています。組合
員の皆様にも、かけ流し等のないように節水を心が
け適切な用水管理にご協力お願いします。
　用水路に投棄されるゴミや除草による草などによ
り通水に支障をきたしています。特に暗渠部分でゴ
ミが詰まると除去する作業が困難となります。ゴミ
の投棄や除草後の草の放置について皆様のご理解・
ご協力をお願いします。

節水とゴミに関するお願い


