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理 事 長　　　　　　

大　村　伊三夫

　みなさん、今日は、 3 月も後半、日増しに春の暖
かさが感じられるようになってまいりました。　
　今年の冬は、大変厳しい寒さが続きまして可也の
積雪による、混乱があちこちで起こりましたが、そ
の中を三寒四温で乗り越えましてようやく春本番の
到来を実感する今日この頃で御座います。
　本日、ここに「水・土・里ネット東播用水」、東播
用水土地改良区の第46回通常総代会を開催させてい
ただきましたところ、ご来賓といたしまして近畿農
政局農村振興部 山村水利整備課長、兵庫県議会から
仲田先生・奥谷先生・谷口先生・岡先生を始め、関
係する市町から古谷稲美町長様、松元二期事業所長
様、兵庫県農政環境部 森脇農村環境室長、普及所長
様方・兵庫県土地改良事業団体連合会、梶村常務並
びに受益地域市町幹部の皆様方のご出席をいただい
ております。年度末、極めて公務ご多用の中繰り合
わせご臨席を賜り、厚く御礼申し上げたいと思いま
す。本当に、ありがとうございます。
　また、常日頃より東播用水事業は平素より土地改
良区に対しましても格別のご指導、ご高配、ご支援
を賜っております事に対しましても深く感謝申上げ
る次第であります。有難うございます。
　東播用水土地改良区総代の皆様におかれましても、
時節柄、ご繁忙の中ご出席を賜り厚くお礼申上げます。
　先般、テレビの報道を見ましたが、東北の震災か
ら早や 6 年が経過しているところです。復興復旧の
進み具合は、完全とは言い難く、しかも、今だ2,556
人の方の行方が判らない状況が続いております。ご
家族のお気持ちを察する時、他人事ではなく、心の
傷を払拭できない状況が続いている家族がたくさん
います。何か解決策は無いものなのか、疑問を抱い
てなりません。 1 日も早く解決して平和な暮らしが
出来ますよう、念じて止みません。
　我々も、阪神・淡路大震災を経験してきた者であ
るだけに二度と繰り返したくありません。毎日を大
事にし、災害の無い明るい環境のもと、平穏な暮ら
しができますよう地域創りが大事かと考える一人で
もあります。
　ところが、昨年末、アメリカ大統領選挙後、世界
の政局が変わったと感じております。
　我々、農業者にはＴＰＰがどのような方向に進ん
でいくのか、明確な方向が見えない不安感を感じる
所であります。その他、農業諸情勢、混迷している
事は事実であります。
　過疎化、高齢化、担い手不足に加え、農村地域の

活力低下等など色々な問題が山積しております。今
後は世論の動向を見ながら皆様方のお力をお借りし、
東播用水地域の実情にあった方向に向けて解決に取
り組むべきと考えます。
　さて、昨年の総代会以降の東播用水土地改良区の
状況と致しましては、 4 月 1 日付けにて兵庫県淡河
川・山田川土地改良区との合併認可を頂きまして、
新たな気持ちで東播用水土地改良区の運営を進めて
いるところです。
　国営東播用水二期事業では、補正予算を含め、十
分な予算を確保していただき、平成28年度には、大
川瀬導水路の 9 号・10号トンネル補強、水路橋等の
耐震対策に着手、北神戸第 1 配水槽に隣接する場所
には新しい貯水槽が完成、淡河・山田幹線水路の老
朽化が進んでまいりましたので去る 2 月15日には新し
い緑ヶ丘サイフォン工事の着工にとりかかっていただ
いております。また、大川瀬・呑吐ダムには 4 月 1 日
に小水力発電施設が完成し運転を開始しました。
　平成29年度国費予算においても 3 月27日に予算通
過の予定であり30億円を超える額が確保される予定
であります。予定工期内の完成に向けての進捗が期
待されるところであります。
　更に、国営加古川水系総合管理事業計画変更並び
に東播用水土地改良区維持管理事業計画変更の法手
続き関係ですが、組合員の同意徴取にあたりまし
ては関係皆様方の大変なご尽力により、お蔭様で
92.49％の同意を頂く結果になりました。ありがとう
ございました。
　加古川水系総合管理事業の法手続きにつきまして
は、順調に経過しますと 4 月中下旬には認可が確定
する予定であります。
　土地改良区の本来業務の 1 つで御座います管内502
箇所のため池等への配水作業ですが、28年度の降雨
実績は、1,536ｍｍありましたが、水利委員皆様との
連携を図り省力化と効率化に繋がったと感謝する次
第であります。雨の中・炎天下の中お世話になりま
した。
　施設の維持管理に付きましては、補助事業などを
含め、工事23件、金額にして約84,000千円の事業を執
行いたしました。職員一生懸命がんばっている所で
あります。地元と連携を取りながら進めてまいりた
いと更にご協力をお願い申し上げる訳でございます。
　本日上程します議案と致しまして、13件で、平成
27年度収支決算・平成28年度補正予算・平成29年度
事業計画、一般会計収支予算、特別会計収支予算、
等々重要案件を関連事業を含めまして盛り沢山提案
をさせていただいております。
　総代の皆様におかれましては、慎重なご審議のほ
ど重ねてお願い申上げまして、簡単素地ではござい
ますけれど一言のご挨拶とさせていただきます。
　本日は、どうもありがとうございます。
 平成29年 3 月23日

第46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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総代会議長　池上総代

　平成29年 3 月23日、三木市立福祉会館に於いて第46回通常総代会を開催、総代定数80名中69名出席、来賓
として兵庫県議会 仲田一彦議員・奥谷謙一議員・谷口俊介議員・岡つよし議員、稲美町 古谷博町長、近畿
農政局農村振興部水利整備課　山村研吾課長、近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所　井手原克澄次
長、近畿農政局東播用水二期農業水利事業所　松元晃所長、兵庫県農政環境部農林水産局農村環境室　森脇
馨室長、兵庫県土地改良事業団体連合会 梶村弘高常務理事、以下国・県・市町等関係者多数のご臨席のもと、
戸田事務局長の開会宣言により開会、議長に池上龍夫総代（神戸市北区）、議事録署名人には竹中祐輔総代

（神戸市西区）、五百藏尚夫総代（明石市魚住町）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27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の承認について
第 2 号議案　役員の選任について
第 3 号議案　平成28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　土地改良事業計画（維持管理）の変更に係る認可申請について
第 5 号議案　平成29年度事業計画について
第 6 号議案　平成29年度賦課金の賦課徴収について
第 7 号議案　平成29年度基盤安定基金積立金の一部処分について
第 8 号議案　平成29年度加入金について
第 9 号議案　平成29年度役員及び総代の報酬・日当について
第10号議案　平成29年度地区除外決済金について
第11号議案　平成29年度一般会計・特別会計収支予算について
第12号議案　平成29年度一時借入金の限度額及び借入方法について
第13号議案　平成29年度余裕金及び積立金の預入先について

第46回　通常総代会

県土連　梶村常務理事近畿農政局農村振興部
水利整備課　山村課長

県農村環境室　森脇室長
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収入の部
（単位：円）

組 合 費 １７４，２４０，４８３ 
受 託 費 ７，６３０，９８８ 
補 助 金 ６０，２３０，０００ 
諸 収 金 ５４５，８５０，４５６ 
繰 入 金 ６，５３９，８２５ 
繰 越 金 １８，９４９，２９７ 

収入総額 ８１３，４４１，０４９ 

支出の部
（単位：円）

事 務 費 ６６，３９９，５１０ 
区 債 及 び 借 入 金 ２６，９５８ 
事 業 費 １３４，８０７，７８０ 
事業負担金及び分担金 ４，８５７，０６３ 
諸 支 出 金 ５４８，１１８，０５７ 
還 付 金 ６，１８８ 
予 備 費 ０ 

支出総額 ７５４，２１５，５５６ 
 （次年度繰越金　５９，２２５，４９３）

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。

　　（1）主要水路施設　
　　　　①用水路　　　　　　23路線（約372ｋｍ）
　　　　②揚水機場　　　　　　25機場
　　　　③頭首工　　　　　　　２ヶ所
　　　　④遠方監視制御施設　　35局（親局含む）

　　（2）小水力発電施設
　　　　①小水力発電所　　　２ヶ所
 （呑吐ダム発電所、大川瀬ダム発電所）
　　（3 ）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。
　　（1）補給計画ため池等の個所　502ヶ所
　　（2 ）配水計画面積　　　　　　7,372ha
 （配水管理体制整備計画面積）

⑷第51号	 東播用水だより	 平成29年６月１日

平成29年度　事業計画と一般会計予算

平成27年度一般会計決算

繰越金
繰入金

受託費
一 般 会 計
収　　入

813,441,049円

18,949千円
2.33％

6,539千円
0.81％

545,850千円
67.10％

60,230千円
7.40％

174,240千円
21.42％

7,630千円
0.94％

一 般 会 計
支　　出

754,215,556円

予備費
0円
0.00％

事業費
134,807千円
17.87％

66,399千円
8.79％

還付金
6千円
0.00％

548,118千円
72.67％

区債及び
借入金
26千円
0.00％

事業負担金
及び分担金
4,857千円
0.64％

事務費

諸支出金

組合費

補助金

諸収金
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繰越金

繰入金

諸収金

組合費

受託費

一 般 会 計
収　　入
325,717千円

１５，３５７千円
4.71％

５５，１６１千円
16.95％

７，０３１千円
2.16％

６５，５００千円
20.11％

１７５，４６８千円
53.87％

7,200千円
2.21％

一 般 会 計
支　　出
325,717千円

予備費
6,213千円
1.91％

182,901千円
56.15％

82,461千円
25.32％

還付金
1千円
0.00％

46,580千円
14.30％

区債及び
借入金
101千円
0.03％

事業負担金
及び分担金
7,460千円
2.29％

事務費
諸支出金

事業費

補助金

収入の部

（単位：円）
組 合 費 １７５，４６８，０００ 
受 託 費 ７，２００，０００ 
補 助 金 ６５，５００，０００ 
諸 収 金 ７，０３１，０００ 
繰 入 金 ５５，１６１，０００ 
繰 越 金 １５，３５７，０００ 

収入総額 ３２５，７１７，０００

支出の部

（単位：円）
事 務 費 ８２，４６１，０００
区 債 及 び 借 入 金 １０１，０００
事 業 費 １８２，９０１，０００ 
事業負担金及び分担金 ７，４６０，０００
諸 支 出 金 ４６，５８０，０００
還 付 金 １，０００
予 備 費 ６，２１３，０００

支出総額 ３２５，７１７，０００

平成29年度一般会計予算

　　（3 ）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円滑な実施、
推進に協力する。

４ ．土地改良事業変更認可申請の手続きを進める。
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
　３）ふるさとづくり推進事業

６．当該年度賦課金及び未収賦課金の徴収に努める。
７ ．淡山疏水・東播用水未来遺産運動の推進に努め

る。
８．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 ）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）の譲与等の事務を推進する。
　３ ）維持管理事業を円滑に推進するため積極的に

広報を行う。
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賦課金は、毎年 4月 1日現在の組合員名簿、土地原簿賦課面積により算出しています。
賦課金（経常賦課金・維持管理費）の内訳

・ 経常賦課金　10a当り　1,500円（全受益地・基盤安定基金積立金500円を含む。）
・ 維持管理費　下記賦課区分の通り（配水可能地域） （単位：10a当り）

賦課単価区分 賦課基準区分 配水実績水量幅 単価（円）

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す。

◆賦課及び徴収方法
　土地改良区から各組合員に対し賦課金通知書を発行します。
　但し、団体（水利等）で徴収委託契約を締結している場合は一括して水利委員等へ配布する。

◆納入期限
　平成29年 7月31日（年 1 回徴収）

◆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区分欄に賦課単
価区分Ａ～Ｇを記載しています。又、賦課単価決定根拠となる平均配水量調書及び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しています。
◎賦課金の口座振替（農協）の活用を推奨しています。

　賦課金の納入は、便利な口座振替をお勧めします。当分の間、賦課金の 2 %還付（差引額を振替「例 
10,000円－200円（ 2 ％）＝9,800円」）します。

賦課金は、期限内に納入しましよう！！
　土地改良区は組合員皆様の賦課金で運営されており、皆様のため池へ用水を送る土地改良施設の
維持管理を行うための経費です。
　納入期限内に納めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

賦課金完納に向けての取組みについて
　土地改良区では、貴重な財源である賦課金の完納を目指し、賦課金納付の公平性を保つために、
未収対策を行っています。納入期限内に納入の確認が出来ない場合には督促状を発行します。それ
でも納入が無い場合には、催告書の送付・電話・戸別訪問等を行い納入のお願いをしています。

平成29年度　賦　課　金
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　若葉の緑が目にも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上げます。
　このたび、 4 月の異動で近畿農政局農村振興部農
地整備課多面的機能支払推進室から加古川水系広域
農業水利施設総合管理所に転任して参りました佐藤
です。よろしくお願い申し上げます。
　私は約30年前の 2 年間、東播用水地区の事業実施
中に、神戸市西区神出町田井にありました事業所の
西神支所で勤務させていただきました。その時は、
中央幹線水路の管径2000mm ～900mmのパイプラ
インの一部区間で、ダクタイル鋳鉄管や鋼管の敷設
工事を担当し、また、押部谷の農地造成地では法面
整備工事などを担当させていただきました。30年経
った現在、その当時の事が、仕事からプライベート
まで記憶の中から鮮やかによみがえり、非常に懐か
しく昨日のことのように感じられる次第です。
　さて、昨年11月、政府の「農林水産業・地域の活

力創造本部」において、「農業競争力強化プログラ
ム」を決定し、「農林水産業・地域の活力創造プラン」
の中に位置づけられました。農業者の所得向上を図
るためには、農業者が自由に経営展開できる環境を
整備するとともに、農業者の努力では解決できない
構造的な問題を解決していくことが必要となってい
ます。このため、農業競争力強化プログラムでは、
生産資材価格の引き下げや、農産物の流通・加工構
造の改革、土地改良制度の見直しなど13項目につい
て、改革に取り組み、更なる農業の競争力強化を実
現することとしております。
　このような中、総合管理所では食料の安定供給、
農業の生産力向上に向けて必要な農業用水の確保に
努めてまいります。東条川地区、加古川西部地区、
東播用水地区の 3 地区で造成された 5 つのダム等を
一元的及び総合的に管理し、効率的な水管理を行
い、農業用水の安定的な供給を行っていきたいと考
えております。洪水時には適切な放流等により、下

近畿農政局　淀川水系土地改良調査管理事務所
　加古川水系広域農業水利施設総合管理所
　　　所　長　佐　藤　文　造

就任ごあいさつ

　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。
[近	畿	農	政	局]
淀川水系土地改良調査管理事務所 所　長　岩屋　照実
 （総合管理所駐在）　次　長　井手原克澄
加古川水系広域農業水利施設総合管理所
 （吞吐ダム管理所）　所　長　佐藤　文造
　川代ダム管理所 所　長　丸山　鉄男
　鴨川・大川瀬ダム管理所 所　長　松浦　宏治
東播用水二期農業水利事業所 所　長　堀内　正之
 次　長　下川床茂宏
 庶　務　課　課　長　笹倉　健一
 用　地　課　課　長　石田　道広
 調査設計課　課　長　田井　真和
 工　事　課　課　長　徳永　義和
[	兵	庫	県	]
農政環境部農林水産局農地整備課 課　長　森脇　　馨
 農村環境室　室　長　中島　達也
神戸県民センター神戸農林振興事務所
　神戸土地改良センター 所　長　奥田　勝彦
 農村整備課　課　長　櫻井　克磨
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　石井龍太郎
 所長補佐・業務課長　花本　康志
 所長補佐（土地改良担当）　中谷　　毅

 農村計画第１課　課　長　福永　陽介
 農村計画第２課　課　長　三木　勝幸
[	関	係	市	町	]
神戸市経済観光局農政部　
 農政担当局長兼部長　　　　長沢　秀起
 計画課　農林土木担当課長　中川　伸一
明石市市民生活局
 部　長　豊島まゆみ
 産業振興室　　　　　室　長　八田　博志
 産業振興室農水産課　課　長　福井　勇二
加古川市産業経済部 部　長　松本　恭明
 農林水産課　課　長　松本　穣次
三木市豊かなくらし部 理事兼部長　山本　佳史
 農業振興課　参与兼課長　吉岡　雅寿
稲美町経済環境部 部　長　山本　平八
 産業課　課　長　増田　秀樹
[	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　杉本修一郎
 常務理事　梶村　弘高
 事務局長兼総務部　部　長　周東　政信
 事務局次長兼事業部　部　長　栗林　茂樹

関 係 機 関 紹 介
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流地域への安全対策に万全を期するように考えてい
ます。また、施設造成から長期間が経過し、更新時
期を迎える施設が増加しておりますので、施設の点
検、機能診断に基づいて計画的に施設更新に取り組
んでいきたいと考えております。
　私どもは、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

の適切な維持管理を行い、地域農業の発展に努めて
参りたいと考えております。皆様方のご支援とご協
力を賜りますように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。

　新緑の候、水土里ネット東播用水の組合員の皆様
にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　 4 月 1 日付で加古川流域土地改良事務所長に就任
いたしました石井と申します。どうぞよろしくお願
い申し上げます。
　皆様には、土地改良施設の維持・保全、農業農村
整備事業の推進にご尽力いただいておりますことに
感謝申し上げます。
　さて、兵庫県では、将来にわたって活力ある地域
社会を構築していくため、地域創生に取り組んでお
ります。今後、農業の持続的発展に加え、 6 次産業
化に取り組むことで、農家所得を増大させ、雇用を
創出し、地域が活性化することが期待されます。
　そのための基礎的な資源が農業用水であり、整備
された農地であることはいうまでもありません。今
後とも、皆様のご理解とご協力を得ながら、農業用

水と優良農地の確保に努めてまいります。
　一方、後継者の不足などから、皆様の地域におい
ても、地域農業をいかに維持するか、発展させるか
が大きな課題になっていると思います。「担い手を
育成し、担い手に農地を集積」することが喫緊の課
題です。担い手に農地を集積することにより、農業
用水の必要時期・必要水量が大きく変化し、農業用
水の過不足が生じるため、水利用の変更が必要とな
ります。また気候変動に対応した水使いへの期待も
高まっております。
　国営東播用水二期事業が計画通りに進捗しており
ます。これより下流に位置する末端水利施設の整備
についても、水利用の変化や気候変動に対応した水
利用や配水管理が容易に行えるシステムとなるよ
う、皆様と一緒になって進めてまいりたいと思って
おりますので、どうぞよろしくお願いします。

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
　　　所　長　石　井　龍太郎

　日々に新緑の色が増し、風薫る好季節となってま
いりました。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お喜び
申し上げます。
　このたびの 4 月異動で兵庫県神戸土地改良センタ
ー所長として赴任してまいりました。以前には加古
川流域土地改良事務所で東播用水関連施設の更新事
業に携わらせていただいたこともありましたが、こ
れからも引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。
　平成25年度からは国営かんがい排水事業東播用水
二期地区が始まり、今年度末には50％程度の進捗に
なる予定だと伺っています。地域農業にとって欠く
ことのできない施設が再編・更新され、安心して後
世伝えていけるように、県も国等と連携を図ってま
いります。

　神戸土地改良センターは神戸市区域の農業農村整
備を所管しており、本年度はため池 9 箇所の整備や
地すべり施設の長寿命化対策、多面的機能支払交付
金事業などに携わっております。関係する地元の
方々と良く相談しながらしっかりと事業を推進して
まいります。
　また、地域を支える土地改良区の運営体制構築の
ために「土地改良区体制強化基本計画」の策定にも
取り組んでおります。
　さらには、より効率的で生産コスト低減につなが
る農業生産基盤の整備も推進してまいりたいと考え
ております。土地改良制度の見直しが予定される
中、今後とも組合員の皆様方と連携強化を図り、農
業農村整備の各種施策に全力で取り組む所存ですの
で、ご理解とご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とい
たします。

兵庫県神戸県民センター　神戸農林振興事務所
　神戸土地改良センター
　　　所　長　奥　田　勝　彦
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　東播用水小水力発電所は、国営東播用水二期土地改良事
業により、農林水産省と兵庫県企業庁の共同事業で設置し
ています。
　施設の持分比率は、農業用水側（50.5％）：上水道側

（49.5％）であるため、売電に伴う収入・維持管理費につ
いても同割合で配分され農業用水側が本区の収入となりま
す。

平成28年度見込み額 単位：万円
項　目 金　額

大川瀬ダム水力発電所　売電収入等 3,700 
呑吐ダム水力発電所　　売電収入等 3,300 
　　　　　　小計 7,000 
農業用水側　収入額　　　50.5% 3,535 
農業用水側　発電施設維持管理費 -240 
農業用水側　発電施設減価償却費・修繕積立金 -700 
差引残高　　（平成29年度一般会計へ充当） 2,595 

　よって、平成29年度に約2,600万円を一般会計の維持管理費に充当し、農家負担の軽減をはかります。

小水力発電売電益による農家負担軽減について

　平成28年12月 4 日（日）篠山市東木之部にて丹波篠山木の駅実行委員会の指導の下、本区総代・関係機関
等25名の参加をいただき里山の間伐体験を秋晴れの中行いました。
　併せて神戸新聞社の取材を受け東播用水の水源保護への取組について広報して頂きました。

東播用水水源地里地・里山保全活動in西紀　2016

平成29年４月25日　神戸新聞掲載

平成28年12月５日　神戸新聞掲載
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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23路線（管水路・開水路）を約371km、揚水機場26機場、頭首工 2 ヶ所、遠方監視
制御施設36局（セミループ局含む）の水利施設を操作して502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、取水ゲート 2 ヶ所、除塵機 3 台を遠隔操作す
ることができます。
　平成29年度の配水計画面積は、約7,372ha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29年 4月 1日現在）
◇用水管理担当　　　　　管理責任者　戸田　　業務担当主幹　岩林

○北部担当　　　平野・木村・杉岡 ○南部担当　　　長谷川・石田

・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

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

⑽第51号	 東播用水だより	 平成29年６月１日

東播用水の維持管理概要
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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。

事務局　業務担当各水利委員
電話

FAX

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。
　　　※ＦＡＸの場合は、確認に時間がかかる場合があります。お急ぎの方は電話で依頼願います。
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。

₈ 、節水とゴミに関するお願い
　電気料金の値上げ等により、ポンプ施設など電気設
備の電気料金が増大しています。
　節水＝節電に繋がりますので組合員の皆様も、かけ
流し等のないように適切な用水管理にご協力お願いし
ます。
　また、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。

外部委託による電気設備点検状況
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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
を有しています。こ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、今後これら多面的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。この体制整備のため
国・県・市町が支援する事業です。

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29年度（ 8 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500円/10a）
①　多面的機能管理費として支援

※年間維持管理費の37.5％を支援（人件費、
保険を除く）

　　約14,400千円/年間（約200円/10a）
②　高度化施設整備費として支援
　　約22,200千円/年間（約300円/10a）

4 ．負担区分　　※農家負担なし
国 県 市町

計画更新事業 50％ 50％ －
推 進 事 業 50％ － 50％
強化支援事業 50％ 25％ 25％

5 ．事業に関して
　この事業は今年度で最終年度になる予定ですが、
事業延長にむけての働きかけを行っていきます。

〈平成28年度高度化事業実施状況〉

高効率型揚水機更新 余水放流ゲート整備

水路橋内面補修工 安全施設整備
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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）概要
地元負担の軽減に大きく寄与しています！



－13－

1 ．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。
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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

2 ．平成28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 工事

場所

24 36 8,200 8,424 地区内監視システムその他更新工事 中央管理所
他

3 ．平成29年度　実施予定
　御坂サイフォン塗装工事、大沢第 2 段揚水機場吐出電動弁補修工事、岩岡支線水路 7 号池支線水路改修工
事、加古支線水路改修工事の 4 件の工事を予定しております。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。

無停電電源装置更新（中央管理所） 流量計更新
（細川支線水路、ゴルフ支線水路、北神戸幹線水路）
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＜巻頭あいさつ＞
　青葉若葉の候、東播用水土地改良区の皆様におかれましては、ますますご健勝のこ
ととお喜び申し上げます。また、平素から農政の推進はもとより、国営東播用水二期
土地改良事業の推進に当たりまして、特段のご理解とご尽力を賜り、厚く御礼を申し
上げます。
　このたび、 4 月 1 日付けで近畿農政局農村振興部地域整備課から近畿農政局東播用
水二期農業水利事業所長として転任してまいりました堀内でございます。よろしくお
願い申し上げます。

　さて、我が国の農業を巡る情勢は、高齢化の進行や耕作放棄地の増大など、国際化
の動向に関わらず厳しさを増しており、農業の体質強化を強力に推し進めていくことが喫緊の課題となって
います。
　このため、政府は、昨年11月に「農業競争力強化プログラム」を取りまとめました。このプログラムは、
農業者の所得の向上を図るため、農業者が自由に経営展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力で
は解決できない構造的な問題を解決しようとするものです。具体的には、生産資材価格の引き下げや流通・
加工構造の改革のほか、土地改良制度の見直しや、収入保険制度の導入といった多岐にわたる改革が盛り込
まれており、これまでにない大きな変化をもたらすものと考えます。一例を挙げますと、土地改良制度の見
直しに当たっては、農地中間管理機構が借り入れている農地について農用地の利用の集積の促進に関する措
置がなされ、この事業により、農地中間管理機構を通じ、使い勝手の良い農地の担い手への集積・集約が進
むことが期待されます。このほか、防災及び減災対策の強化、事業実施手続きの合理化に関する措置がなさ
れることとなっています。
　これらが円滑に進むためには、農業の基礎的な基盤である農業用水の安定供給が重要であり、その土台と
なる農業水利施設の更新・補修等と、これを守り、必要に応じて手を加え続ける人と組織が必用不可欠です。
　ご承知の通り、東播用水二期事業地域においては、明治以降、先人たちの英知により基幹的な農業水利施
設が開発、整備され、その時代時代に併せた農業が営まれ、発展してきた経緯があり、現在、水稲、あるい
は酒米を中心に麦、大豆や野菜、樹園地ではぶどうの栽培などを組み合わせた複合経営や都市近郊としての
立地条件を活かした様々な特色ある農業が展開されております。
　このような歴史的重みを十分に踏まえ、当事業所としましては、次世代に確実にこれらが継承できるよう
に、農業者及び地域の関係者の皆様方とともに、本事業を通じて農業と農村の振興に共に取り組んでまいる
所存です。
　最後になりましたが、本事業は平成25年度着工後 5 年目に入り、山田幹線水路（緑が丘サイフォン）建設
工事では本年 2 月にシールドによる掘進が開始されるなど、主要施設の本格的な工事を実施しているところ
であり、おかげさまで計画に沿って事業が順調に進められております。今後とも、事業完了を見据え、鋭意
事業推進を図っていくこととしております。
　本事業の実施にあたりましては、事業所職員一同、一丸となって取り組む所存でございますので、組合員
の皆様方を始め関係各位の一層のご支援、ご協力をお願いいたします。

 近畿農政局 東播用水二期農業水利事業所
 所長　堀内　正之

１．事業概要� （金額：百万円）

工　期 （実施ベース）　（H25～ H33）
計画ベース　　H25～ H33

受益
面積

水田（ha） 畑（ha） 計（ha）
6,843 470 7,313

総事業費
Ｈ28予算 H28迄

進捗率
H29要求 H29迄

進捗率当初 補正 計 要求額 対前年比

（18,690）
14,540

（2,012）
1,542  

（500）
500

（2,512）
2,042

（32.9）  （2,610）
 2,200 （129.8％） （46.9％）

※事業費欄の上段（　）は、兵庫県水道用水供給事業との共同事業を含む事業費。
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国営東播用水二期農業水利事業の推進について
～歴史ある水利施設を地域の人々と守り育み、力強い未来を築く～



－15－

２．事業進捗状況
区　分 平成28年度までの実施状況 平成29年度の主要予定

（1）貯水池 大川瀬ダム小水力発電所（完成）
呑吐ダム小水力発電所（完成）
呑吐ダム揚水機場（完成）

ダム満水面保護工改修にかかる調査設計に着手

（2）揚水機 淡山連絡揚水機場（工事中～ H29） 完成予定
（3）用水路 大川瀬導水路  

　トンネル補修　L=1.9㎞
　水路橋耐震対策　2箇所
北神戸調整池（完成）
淡河幹線水路　L=2.5㎞（改修）
合流幹線水路　L=2.9㎞（改修）
山田幹線水路　L1.6㎞（改修）
山田幹線水路（緑が丘サイフォン）
　　　　　　　L=2.5㎞（国債工事中）
中央幹線水路（上水迂回路整備）

①　 大川瀬導水路改修（トンネル補強・水管橋耐震
対策）の継続実施及び流況安定対策（揚水機流
量調整制御）の着手

②　 山田幹線水路（緑が丘サイフォン）4ヶ年国債工
事（H27～30）の着実な実施

③　 淡山連絡水路（新設）3ヶ年国債工事の着手
④　 中央幹線水路（上水迂回路整備）

（4）水管理施設 実施設計中 工事着手

３．平成29年度実施予定　※継続工事含む
№ 主要工事（予定） 概要 施工地域
1 大川瀬導水路（9号トンネル他）改修工事 9号、10号トンネル補強 神戸市淡河、三木市吉川
2 大川瀬導水路（美嚢川水管橋他）耐震対策工事 水管橋耐震対策 神戸市淡河、三木市吉川
3 大川瀬導水路（北神戸第1段揚水機場）流況安定対策工事 揚水機場回転数制御設置 三木市吉川
4 大川瀬導水路（大沢第1段揚水機場）流況安定対策工事 揚水機場回転数制御設置 神戸市大沢
5 淡山連絡水路建設工事【3ヶ年国債（H29～ H31）】 推進工事φ1000㎜、L=1.7㎞ 神戸市西盛、三木市志染
6 中央幹線水路（旧岩岡支線水路）改修工事 用水路改修、蓋掛け工 神戸市神出
7 中央幹線水路（制水弁）改修工事 制水弁電動化、制水弁改修 神戸市西盛、神出他
8 地区内水管理施設設置工事 遠方監視・遠方操作施設 地区全域
9 継続　山田幹線水路（緑が丘サイフォン）建設工事

【４ヶ年国債（H27～30）】
シールド工
φ1500㎜　L=2.5㎞

神戸市西盛、
三木市志染

10 継続　淡山連絡揚水機製作据付工事（H28～ H29） 揚水機φ500㎜×1台、
φ250㎜×2台

三木市志染

11 継続　淡山連絡揚水機場設置工事（H28～ H29） 揚水機場建屋1箇所 三木市志染

４．工事実施状況トピック
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山田幹線水路（緑が丘サイフォン）建設工事（シールドトンネル工事）については、平成29年2月15日に安全祈願祭・
シールド発進式典を実施し、2月27日から掘進を開始しています。

2月上旬に完成した
シールドマシン

安全祈願祭・シールド発進式
（マシン初稼働のボタンオン）

発進立坑全景 掘進・セグメント組立後の
トンネル内部の状況

主要地方道を横断する大川瀬導水路（大川瀬水路橋）（三
田市大川瀬）については、大規模地震等に倒壊や落橋を
防ぐため、橋脚の補強や変位制限装置を設置するなどの
耐震対策工事を実施しました。

平成28年度からは大川瀬導水路トンネルの補修工事に着
手しました。29年度以降も引き続き補強工事を実施予定
です。

補強後の水路橋橋脚部 水路橋の落橋防止
（変位制限装置）

背面空洞への裏込め注入 トンネル内面のひび割れ補修
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　ＴＴ博物館では、淡山疏水を多くの人たちに知ってもらうため、またその歴史を残すため、淡山疏水とそ
の地域そしてこれらに関わった人々の「話」を集めています。
　あなたが聞いた話、経験した話などを話してください。兵庫教育大学の学生たちが話を聞き、物語として
書き上げます。
　応募される方は土地改良区事務局までご連絡ください。

淡山疏水の語り手募集

平成29年度　事務局機構図

理事長
大村伊三夫

専務理事
福田　信幸

会計主任
藤田　浩昭

事務局長
大橋　正宜

管理責任者
戸田　文雄

参事
戸田　文雄

事務局次長
藤田　浩昭

総務担当主幹
松田　忠一

業務担当主幹
岩林　均

業務担当主査
平野　匡彦

庶務係
梶　英司

会計係
藤本　直

調整係
長谷川博彦

管理係
杉岡　理章

電気機械係
木村　友季

管理係
石田　敏規

総 務 担 当

業 務 担 当

　 4 月 1 日付けで、戸田前事務局長の後任としてお世話になることとなりました大橋正
宜と申します。
　齢はとっていますが、組合員の皆様の御期待にお応えできるよう、新たな気持ちで鋭
意努力いたす所存でございますので、何とぞ一層の御支援と御力添えを賜りますようお
願い申し上げます。

新規採用職員の紹介

　去る 5 月18日に、滋賀県草津市で開催された国営農業水利改良事業
促進近畿協議会通常総会において、功労者表彰が行われ、当区参事戸
田文雄が感謝状を授与されました。

国営農業水利改良事業促進近畿協議会　功労者表彰を受賞
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　土地改良事業計画（維持管理）の変更について、皆様のご理解・ご協力を得て下記の通り同意集計が完了
しました。平成29年 ３ 月23日に開催しました総代会で認可申請の議決をいただきましたので手続きを進めて
いきます。

東播用水土地改良区維持管理事業計画変更同意集計表
平成28年11月30日現在

同意別
市町及び大字名 資格者総数 同意者数 同意率 未同意者数 備　　考

総　　　　　数
人 人 ％ 人

未同意者数は返送されて
こないものが大多数です。

12,510 11,570 92.4 940
神戸市 4,393 3,984 90.6 409

北区　 1,155 1,023 88.5 132
八多町 127 108 85.0 19
大沢町 287 237 82.5 50
淡河町 741 678 91.4 63

西区　 3,238 2,961 91.4 277
押部谷町 542 500 92.2 42
平野町 587 534 90.9 53
神出町 1,210 1,101 90.9 109
岩岡町 899 826 91.8 73

明石市　 643 600 93.3 43
大久保町 242 223 92.1 19
魚住町 401 377 94.0 24

加古川市 570 534 93.6 36
山手 14 14 100.0 0
八幡町 396 382 96.4 14
上荘町国包 93 82 88.1 11
神野町 67 56 83.5 11

三木市　 3,633 3,323 91.4 310
市内 358 344 96.0 14
別所町 686 643 93.7 43
志染町 685 618 90.2 67
細川町 429 404 94.1 25
口吉川町 466 431 92.4 35
吉川町 1,009 883 87.5 126

加古郡稲美町　 3,271 3,129 95.6 142
加古 734 722 98.3 12
母里 1,080 1,037 96.0 43
天満 1,457 1,370 94.0 87

（注）複数大字で土地を所有又は権原に基づき耕作している場合、最大地積の大字で整理しています。

土地改良事業計画（維持管理）の変更に係る認可申請について
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1 ．農地の異動、組合員の資格交替があったとき
◎土地の所有権異動（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委譲等）
◎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通知するよう義務付けられております。
　届出のない場合は、賦課台帳が修正されないので、従来どおり賦課金が課せられます。速やかに通知
して下さい。

☆提出書類　⇒　組合員資格得喪通知書

2 ．農地を転用するとき（公共事業含む）
◎農地を宅地等へ転用される方は、土地改良法により届出と決済（転用決済金）が必要となります。
◎公共用地に売渡した場合（道路・河川・公園・建物等）でも転用決済金が必要です。
※用地交渉の際には、事業主体（国、県、市町等）と決済金の取扱いについて協議をお願いします。

☆提出書類　⇒　農地転用等通知書・地区除外申請書・その他書類
　二期事業の施行により、農振農用地の区域は、農振農用地除外申請時に決済処理が必要となります。
　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29年度　農地転用決済金額
☆総合管理事業決済金 10a当り 18,000円
☆維持管理事業決済金 10a当り 130,000円  計148,020円
☆東播用水二期事業決済金 10a当り 20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

各種届出用紙が必要な場合、また不明な点がございましたら下記の総務担当庶務係までご連絡ください。

�
｜
�
｜
�

こんなときは、必ず土地改良区へ通知を！

東播用水土地改良区
〒673-0512　三木市志染町井上683
TEL　0794-87-0545 ホームページ：http://www.toban-yosui.jp
FAX  0794-87-0547 メ　ー　ル　：soumu@toban-yosui.jp
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　昭和45年に事業着工し、総事業費、1,486億円を費やし、平成 5 年 3 月に完了した国営東播用水農業水利
事業（一期事業）の農家負担金の年賦償還が平成29年度で終了となります。
　振り返りますと、この事業は事業開始後に起こったオイルショック等の社会情勢の変化により、当初事業
計画が大幅に変更となり、事業費が増加し農家負担金についても大幅な増加が見込まれたため、組合員一丸
となり土地改良区から国、県への負担金軽減の要望活動を行いました。
　この活動により、農林水産省は「計画償還助成制度」、「工種別完了制度」を創設され、さらに県、関係市
町へ負担金の助成を嘆願し、最終的には農家負担21.21%が5.07%に軽減されました。
　そして、農家負担金の償還は平成 2 年度から始まり毎年、関係市町が徴収して、県から国へ納付されてい
ます。
　一期事業の償還は本年度で終わりますが、国営東播用水二期土地改良事業が平成25年度よりスタートし、
農家負担金の償還が平成34年度より開始されます。
　この事業の農家負担金については基盤安定基金を充当し繰上償還を基本に方法を協議していきたいと考え
ており、組合員の負担軽減に努めてまいりますので、引続き基盤安定基金の積立につきましては組合員各位
のご理解とご協力をお願い致します。

国営東播用水農業水利事業の負担金償還が本年度で終了！

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。
現在、入札参加資格申請者が不足していますので、業者の方はふるって申請をお願いします。

　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調査・測量・設計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２ヶ年度有効としています。
　提出書類など手続きについては、本区ホームページをご覧頂くか、総務担当までお問い合わせ下さい。

入札参加資格申請について
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東播用水「水と緑の交流」実行委員会からのお知らせ

東播用水
　源流ミニツアー

開催日：平成29年10月7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。

　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。

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）

歓迎式会場 歓迎式典 川代ダム見学 味まつり見学

小水力発電所 ダム堤体内階段

呑吐ダム探検隊 開催日：平成29年11月11日（土）予定

呑吐ダムの施設見学に参加しませんか！

　ダムの施設見学を中心としたイベント「呑吐ダム探検隊」を開催します。普段見ることのできないダムの堤体内
の施設見学により東播用水事業の意義と効用への理解を深めてもらうことを目的としています。

　平成28年は源流ミニツアーに229名、呑吐ダム探検隊には83名
の参加がありました。
　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。組合員皆様のご参加をお待ちしております。

淡山疏水・東播用水
親子学習会

淡山疏水・東播用水
ふれあいバスツアー

日　時　平成29年 8月18日（金）　8：45～17：00
内　容　TT博物館での学習会、御坂サイフォン、呑吐ダム見学、ぶどう収穫体験などを予定
参加費　親子二人一組　1,000円（小学生3年生以上、昼食代等含む。）
　　　※参加を希望される方は、土地改良区事務局までご連絡ください。
　　　※ 7月 3日（月）より受付を開始いたします。

「淡山疏水と東播用水」は、組合員の皆様の田んぼに、ため池や井堰をつうじ
て大切な水を送っています。これらのダムや水路のこと、そして農業のこと
を子供たちに伝えましょう。楽しい昼食会やブドウ狩りもあります。

日　時　平成29年11月 4日（土）又は5日（日）　8：45～17：00
内　容　淡山疏水・東播用水施設見学、三木金物まつりへの参加を予定
参加費　1名　1,000円（年齢制限なし、昼食代等を含む。）
　　　※参加を希望される方は、土地改良区事務局までご連絡ください。

淡山疏水・東播用水の施設を見学してみませんか。大人を対象とした
バスツアーです。淡山疏水・東播用水を軸にした一味違った地域の魅
力を感じてください。

　※上記の ₂つのイベントにつきましては予定であり日程・行先等の内容を変更する場合があります。
　※詳細が決まり次第本区ホームページ等でお知らせいたします。

TT未来遺産運動からのお知らせ


