
事務費 

55,924,498円 

20% 

維持管理費 

53,097,776円 

19% 
分担金及び負担金 

109,695,950円 

39% 

借入金償還金 

60,094,539円 

22.5% 

組合費 

37,605,960円 

13% 

分担金 

138,966,539円 

50% 

補助金 

8,632,000円 

3% 

委託金 

1,451,000円 

0.5% 

雑収入 

4,781,854円 

1.7% 

施設使用料及び

管理費 

9,587,790円 

3% 

繰越金 
4,524,633円 

1.6% 

繰入金 

76,632,369円 
27% 

平成28年６月27日 発行 水土里ネット大井川右岸だより 第19号 

 
平成28年６月27日 発行 第19号 

平成28年４月１日 現在 

組合員数：９，０４０名 

受益面積：３，５１２ha 

 

                                                    

 日頃から組合員の皆様には、当土地改良区の事業運営、事業推進に対し、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

昨年は、全国的に台風や前線による豪雨と渇水が同居する年でしたが、幸いにして当地域にあっては貯水地域での降雨

となり、心配された取水制限も回避され安堵した一年でした。本年も平年並みの降雨がもたらされ、農業生産に支障が

生じない一年となりますよう切に願うものであります。 

また、本年１月１日から８日まで実施された笹間川ダムの工事による大井川用水の完全断水、３月中旬まで実施され

た掛川幹線の修繕工事による断水などにより、栽培管理にご不便をお掛けしましたが、組合員皆様のご理解によって、

かんがい施設の健全性を確保することが出来ました。組合員皆様に改めてお礼申し上げます。 
 さて、当土地改良区を巡る最近の状況についてであります。大井川の河川流量が毎秒２トン減少するとされるリニア

中央新幹線につきましては、大井川の水は大井川に戻すこと。河川流量を減少させないための対策工法や代替対策を早

期に示すこと。などをＪＲ東海に対して強く要望してまいりました。その成果のひとつとして、トンネル掘削に伴う湧

水を導水路トンネルで大井川に戻すなどの対策工法が示されましたが、対策が、真に効果的で実現可能なものであるか

明確にするよう引き続き要望してまいります。 

 次に平成24年度から事業推進してまいりました、小水力発電施設の建設についてであります。西方・伊達方の両発電

所とも順調に工事が進み５月23日に西方発電所において開所式を行ったところであります。出力は２施設で一般家

庭約６００軒分の電力を賄えるものであり、発電した電気の売電益を土地改良施設の 

維持管理費に充当し、組合員の皆様の負担軽減に繋げると云った目的が達成できるよう 

努めてまいります。 

 農地・水、人、技術が農業生産活動の三本柱と云われておりますが、一本目の柱で 

あります、農業用水を組合員皆様に安心して利用される用水施設の体質強化に繋げて 

まいりますので、一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ挨拶といたします。 
 

                                                    

  第74回通常総代会が、平成28年３月24日、菊川文化会館アエルにおいて開催されました。 

「平成26年度一般会計及び特別会計決算について」「平成27年度一般会計及び特別会計補正予算(第１回)(第２回) 

について」「平成28年度一般会計及び特別会計予算の議決について」など32件が上程され、全議案何れも原案どお 

り承認、可決されました。又、永年大井川右岸土地改良区の発展にご尽力を頂きました八木宏之理事、河住光重理事、

内藤澄夫理事を表彰いたしました。 

  

                                                    

○平成26年度 一般会計決算 

 

                                                    

 

 

（１） 

理事長 太田 順一 あいさつ 

第 74回 通常総代会報告 

平成 26年度 一般会計及び特別会計決算報告 

 

 

[歳 入] 282,182,145 円 

円 

組合費は、灌漑施設の維持管理等に充てる為の賦課金です。 

分担金は、構成４市からの国営事業償還金や経常経費等の支出金

です。 

繰入金は、借入金償還積立金（決済金）小水力発電事業（伊太発

電所発電費）からの繰入金です。 

事務費は、人件費など経常的な運営経費です。 

維持管理費は、用水施設等の維持・管理経費です。 

分担金及び負担金は、県営土地改良事業負担金や各種協議会の

負担金です。 

借入金償還金は、構成４市が負担する国営事業費償還金です。 

 

[歳 出] 278,812,763 円 

円 

歳入歳出 差引額 3,369,382円 
（平成 27 年度へ繰越） 



組合費 

37,664,000円 

22% 

分担金 

117,497,000円 

69% 
委託金 

1,391,000円 

0.8% 

雑収入 

2,896,000円 

2% 

施設使用料 

及び管理費 

10,182,000円 

6% 

繰越金 

1,000,000円 

0.6% 
事務費 

40,532,000円 

19% 

維持管理費 

4,925,000円 

3% 

分担金及び 

負担金 

23,779,000円 

14% 

 予備費

1,000,000円 

0.6% 

借入金償還金

47,500,000円 

28% 

繰出金 

52,894,000円 

31% 

事業収入 

67,925,000円 

73% 
分担金 

8,632,000円 

9% 

補助金 

8,632,000円 

9% 

雑収入 

1,402,000円 

2% 

繰入金 

6,624,000円 

7% 

発電事業直接費 

9,315,000円 

10% 

資本費 

500,000円 

0.5% 
管理部門費

59,951,000円 

64% 

 積立金繰出金

22,449,000円 

24% 

予備費 

1,000,000円 

1% 

平成28年６月27日 発行 水土里ネット大井川右岸だより 第19号 

○平成26年度 特別会計決算 

会 計 種 別  歳  入 歳  出 歳入歳出差引残高 

① 非常対策基金 66,086 66,086 0 

② 事務所管理基金 6,103 6,103 0 

③ 借入金償還積立金 73,213,203 70,707,000 2,506,203 

④ 退職給与積立金 16,052 16,052 0 

⑤ 水管理システム更新基金 24,077 24,077 0 

⑥ 小水力発電事業 12,861,369 12,861,369 0 

 

 

○平成28年度 一般会計予算 

                              

                                                     

                                                    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

○平成28年度 特別会計予算  

会 計 種 別  歳  入 歳  出 歳入歳出差引残高 

① 非常対策基金 19,455,000 19,455,000 0 

② 事務所管理基金 3,399,000 3,399,000 0 

③ 借入金償還積立金 16,363,000 16,363,000 0 

④ 退職給与積立金 11,831,000 11,831,000 0 

⑤ 水管理システム更新基金 40,113,000 40,113,000 0 

⑥小水力発電事業 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大井川右岸土地改良区では関東農政局等の関係機関のご協力により、農業用水の大切さや水の流れについて、視 

察研修や農業祭等に参加し PR活動を実施しております。視察研修では施設見学やサイホンの実験を行い、農業祭で 

はブースを設けパネル展示等による PR活動を実施しております。今年度も農業祭等に参加を予定しておりますので、 

是非お立ち寄り下さい。 

 
 

（２） 

平成 28年度 一般会計及び特別会計予算報告 

 

[歳 入] 170,630,000 円 

 
[歳 出] 170,630,000 円 

 

【平成 27年度 小学生視察研修】 【平成 27年 11月 農業祭での PR活動】 

単位：円 

[歳 入] 93,215,000 円 

 

[歳 出] 93,215,000 円 

 

大井川用水 PR活動 

 

 

単位：円 



名称 規模 

平成28年６月27日 発行 水土里ネット大井川右岸だより 第19号 

 

 

○静岡県中遠農林事務所（県）が施工した事業 

 

施  設（地区名） 工 事 内 容 写真等（曽我用水） 

菊川幹線(菊川市西方)(掛川市伊達方) 小水力発電所建設工事 <施工前> <施工後>  

曽我用水(掛川市大池) ライニング補修他 

掛川幹線(掛川市各和) 水路撤去 

菊川右岸幹線(掛川市大渕) 分水工改修他 

○小水力発電所施設概要（平成28年5月より運用開始） 

 

 西方発電所 伊達方発電所 

最大水量 4.8 ㎥/s 4.7 ㎥/s 

有効落差 4.9m 4.3m 

発電出力 169kw 142kw 

年間発電電力量 

（一般家庭換算） 

1,051Mwh 

（約 320 軒分） 

906Mwh 

（約 280 軒分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地改良法第132条第１項の規定に基づく検査について、関東農政局総務部検査課による検査が、平成27年８月６ 

日～７日に現物検査、８月31日から９月４日に本検査が実施されました。 

 ［指摘事項］ 

  ①土地改良区が取扱う個人データについて、個人情報保護に関する規程に基づく安全管理措置（個人データの 

   保存期間の設定、個人情報データベース等を記載した一覧表の作成、安全性に関する監査の実施、保有個人 

   データベースに関する事項を記載した書面の公表が講じられていない。 

  ②平成25年度及び26年度に承認期間満了により更新申請があった他目的使用事案について、関東農政局長の承 

   認を得ることがなく、他目的使用を行わせている。 

  ③平成25年度及び26年度の賦課について、水利組合等の任意団体に対して賦課している。 

 ［改善措置状況］ 

  ①保有する個人データごとに保存期間を設定し、個人情報データベース等を記載した一覧表を作成。個人情報 

   の取扱いの安全性に関する監査を実施し、理事会に報告。保有個人データに関する事項を記載した書面を事 

   務所へ備え公表しました。 

  ②平成25年度及び26年度に承認期間満了により更新申請があった事案については、速やかに関東農政局の承認 

   を受ける適切な更新手続きを行う事とします。27年度に承認期間満了により更新申請のあった事案について 

   は、関東農政局へ承認申請済です。 

  ③任意団体に対して賦課している事例のうち１団体は個々の組合員に対する賦課徴収に改めました。その他団 

   体については団体に対して徴収を委任する契約を締結しました。 

 

 

 平成28年４月18日付けで前副理事長 石原 茂雄 様が退任され、当土地改良区役員選挙規程第４条により、役員 

補欠選挙を５月１日に執行いたしました。 

 欠員１名に対し栁澤 重夫 様から立候補届の提出があり、立候補者の数が選挙すべき役員の数を超えないため 

無投票となり、５月６日に栁澤様を当選にとして確定公告を行いました。 

 なお、栁澤理事の任期は、平成28年５月６日から平成31年６月９日までとなります。 

（３） 

         役員退任に伴う補欠選挙の結果について       

土地改良法第 132条 1項の規定に基づく検査の実施について 

平成 27年度に実施された主な事業 
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○用水路及びため池等での水難事故防止について 

 水路やため池に限らず、痛ましい水難事故が各地で発生しています。事故を未然に防ぐため、子供たちがため池

や水路に近寄らないように日頃から呼びかけ、また水路やため池で遊んでいる子供を見かけたら、遊ばないよう注

意をお願いします。 

○皆で用水路を守りましょう 

 投棄されたゴミや刈った草等が、用水路に詰まり、水があふれたり下流へ十分な水が行き届かず困っています。 

 このゴミや刈った草等は、スクリーンから引上げ、分別して処分するため、大変な手間とお金が掛かっています。 

また、用水路に農薬が流れ、農地に被害を及ぼしたこともありました。 

 

 

 

 

 

○大井川用水の適切な使用について 

大井川右岸土地改良区が管理している大井川用水は灌漑用水です。 

限りある資源の適切な使用にご理解とご協力をお願いします。 

 

 

○大井川用水が工事のため断水します 

 本年正月に実施した中部電力笹間川ダム取水口ゲート戸当たり工事で使用した仮設備を撤去するため、平成29年 

１月１日～１月３日までの３日間、全区間完全断水が予定されます。早い時期からの断水対策等、皆様のご理解と 

ご協力をお願いします。 

 

 

 

○こんな時は必ず届出をお願いします。 

 ・組合員、賦課義務者に変更があったとき   

 ・農地の売買・贈与・賃借権・交換等で所有者が変更となったとき 

 ・相続及び組合員の死亡、組合員の住所が変更したとき 

 ・金融機関の変更、指定口座の閉鎖したとき 

  ※届出様式については、ホームページに掲載してあります。 

 ・農地転用（受益地を宅地等の農地以外に転用）したとき 

 ・公共事業用地として受益地が買収されたとき 

  ※お届のない場合は、賦課面積が変更されません。 

 

 

  

○平成28年度 大井川右岸土地改良区賦課金の納入期限は、10月31日（月）です。 

 平成28年度の賦課金の単価は、１㎡あたり1.2円となります。 

 平成28年４月１日現在の大井川用水受益地（田及び畑）面積に応じてご負担いただきます。 

 ※賦課金の納付については、口座振替をお勧めします。なお、取扱金融機関は、下記のとおりです。 

  【掛川信用金庫、遠州夢咲農業協同組合、掛川市農業協同組合、遠州中央農業協同組合、ゆうちょ銀行】 

※平成28年度転用決済金は、１㎡あたり96円となります。 

  なお、決済金等の振込手数料は、本人負担となります。 

    水土里ネット大井川右岸（大井川右岸土地改良区）      

     〒４３９‐００３１ 静岡県菊川市加茂４９０５番地の２ 

          電 話 ０５３７‐３５‐２４１３  

ＦＡＸ ０５３７‐３５‐８１００ 

          Ｅメール o-ugan@ooigawaugan.jp 

          ホームページ http://www.ooigawa-yousui.com/ 

 

（４） 

お知らせ 

こんな時は、届出が義務付けられています。 

関係者の皆さまにお願い 

断水の予定 


