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愛知用水土地改良区

理事長　澤田　廣三

～おんたけ湖から御嶽山を望む～

愛知用水は、長野県王滝村・木曽町（旧 三岳村）に
ある牧尾ダムを水源とし、木曽川から取り入れ、愛知
県の尾張東部から西三河の一部と知多半島の全域に及
ぶ広大な地域の農業・生活・工業を支えています。
その愛知用水は一昨年「通水50周年」を、また当土

地改良区は昨年「創立60周年」を迎えました。
通水50周年記念の「水源地感謝の集い・水源地感謝

祭」において、水源地域の保全に資する活動を深め、
今後も上下流の「水の絆」を守り続けることがうたわ
れた「水の絆宣言」が採択されました。

水のふるさとを訪ねて

愛知用水地域を潤す「水源地域」に思いを巡らせ、
「水の絆」を通じて、その重要性を一層深めるため
『水のふるさとを訪ねて』と題して、次号より水源
地域に関しての連載を始めます。

長野県

愛知県

岐阜県
木曽川
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平成24年度通常総代会開催
平成24年度通常総代会を、去る3月15日愛知用水会館大会議室において、

多数のご来賓をお迎えして開催しました。
提案した愛知用水土地改良区規約の一部改正、平成25年度予算などの14議

案は、すべて可決承認されました。

通常総代会議事
●議案第 1 号 愛知用水土地改良区規約の一部改正について
  愛知用水土地改良区変更会計細則の施行及び農地法施行規則の改正に伴う規約の一部改正について議決を求めるも

のです。
●議案第 2 号 愛知用水土地改良区地区除外等処理規程の一部改正について
  農地法施行規則の改正及び愛知用水二期事業の完了による保留地の管理方法の移行に伴う地区除外等処理規程の一

部を改正について議決を求めるものです。
●議案第 3 号 愛知用水土地改良区変更会計細則の一部改正について
 変更会計細則の一部改正について議決を求めるものです。
●議案第 4 号 平成24年度歳入歳出補正予算の専決処分の承認について
  平成24年度の一般会計歳入歳出補正予算について愛知用水土地改良区規約第39条第1項の規定により平成24年11

月13日開催の理事会で専決処分したので、同条同項の規定により承認を得るものです。
●議案第 5 号 平成24年度歳入歳出補正予算の議決について
 平成24年度一般会計、特別会計歳入歳出補正予算について議決を求めるものです。
●議案第 6 号 平成25年度施行土地改良事業の議決について
  単独土地改良事業（31地区/事業費53,000千円）、災害復旧事業（事業費15,000千円）、施設整備事業（1地区/事

業費47,250千円）、農業体質強化基盤整備促進事業（2地区/事業費5,235千円）、土地改良施設維持管理適正化事業
（1地区/事業費3,141千円）、県営土地改良事業（1地区/事業費10,000千円）について議決を求めるものです。

●議案第 7 号 平成25年度収支予算の議決について
  平成25年度一般会計、特別会計、農地転用負担金特別会計、愛知用水二期事業等償還金特別会計の収支予算につい

て議決を求めるものです。
●議案第 8 号 平成25年度賦課金の徴収方法及び時期の議決について
  平成25年度経常賦課金と二期事業等建設負担金の徴収について議決を求めるものです。平成25年度賦課金単価に

ついては据置とさせていただきます。
●議案第 9 号 平成25年度農地転用負担金の議決について
 愛知用水土地改良区内の農地転用負担金の額について議決を求めるものです。
●議案第10号 土地改良施設維持管理適正化事業の拠出金の議決について
  土地改良施設維持管理適正化事業（第37期生）の事業計画に基づき、平成25年度以降5ヶ年で10,800千円を拠出す

るものです。
●議案第11号 平成25年度農林漁業資金借入金及び償還方法の議決について
 災害復旧事業実施のための借入金について定めるものです。
●議案第12号 平成25年度一時借入金の限度額及びその方法の議決について
 一時借入金の限度額及びその方法について定めるものです。
●議案第13号 平成25年度金銭預入先金融機関の議決について
  金銭預入先金融機関を愛知県信用農業協同組合連合会、株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、

三菱UFJ信託銀行株式会社と定めるものです。
●議案第14号 役員等の報酬および費用弁償の議決について
 平成25年度愛知用水土地改良区の役員等の報酬及び費用弁償の額について議決を求めるものです。

平成24年度監査報告
　平成24年度業務並びに会計経理等について、平成24年12月21日及び平成25年2月20日に監査を行ったところ
各会計共に適正に処理されていることを認めました。

総括監事　　金　井　重　斗
監　　事　　中　条　幸　夫
監　　事　　坂　　　光　正

平成24年度通常総代会
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理事長あいさつ

本日ここに平成24年度通常総代会を開催いたしましたところ、総代各位におかれましてはお忙しいところご出席をいた
だき、誠にありがとうございます。
また、ご来賓の皆様におかれましても、年度末で何かとご多忙の中多数ご臨席を賜り厚くお礼申し上げます。
平素から当土地改良区の運営が円滑に推進できますことは、偏に総代各位のご協力とご来賓の皆様方のご指導の
賜ものと深く感謝申し上げます。
本日ご出席の総代の皆様は、昨年10月2日に執行されました総代総選挙により選出されたところでございます。総代
定数98名のうち、56名の方が再任され、また、42名の方が新しく総代にご就任されました。任期は平成28年10月19
日まででございます。大変ご苦労をおかけしますが、向こう4年間、当土地改良区の運営につきまして、格別のご高配ご
協力の程、心よりお願い申しあげます。
さてはじめに今年度の夏期かんがいでございますが、牧尾ダムの貯水量も梅雨入り後におきまして、一時心配する時期
もありましたが、その後は平年を超える降雨もあり比較的安定して推移しました。
しかしながら、梅雨明け以降は、夏期かんがい終了まで少雨傾向が続き、また9月以降も30度を超える高温状況が続
いたため、受益地の水需要は増大し、まさに平成6年の大渇水の再来かと思われましたが、幸いにして牧尾ダムの貯水
は維持され節水対策もなく無事夏期かんがいを終了することができました。
改めて水源の有難さを実感いたしたところでございます。
また、冬期かんがいにつきましても、現在順調に推移している状況でございますが、水源地の積雪状況も例年に比べ多
いという情報をいただいており安心しているところでございます。
さて、本年度は当土地改良区が創立60周年を迎えた記念すべき年でもございました。
昨年10月12日に開催いたしました記念式典では、国、県をはじめ水資源機構、水源地関係諸団体、市町等々内外から
の来賓及び受賞者並びに関係機関の方 を々含めまして、総勢約400名を超える規模で盛大に開催することができました。
この記念事業を通じまして、世紀の大事業である愛知用水事業、そして愛知用水土地改良区を改めて認識していただく
ことができたのではないかと確信しております。
このうえは、薄れがちな用水の恩恵、先人の偉業、水源地への感謝の気持ちを忘れることなく、次世代に向けての承継
と組合員の負託に答えるべくまい進して行かなければならないと考えています。
本年度は、役員選任から始まり、総代総選挙、創立60周年記念事業等の多く行事があり大変忙しい年でございましたが、
無事終えることができました。
さて、平成25年度の取り組みでございますが、組合員の皆様の公平性と安定的な賦課金の徴収を確保することを目的と
して、平成24年度から賦課金の未納者に対する督促状の発行を行いました。
この督促状は現年度に1回の発行ですが、組合員の賦課金に対する理解が得られ、徴収率の向上効果が図られました
ことから、今後は長期累積滞納者を重点的に滞納整理推進員による面談等を行い、各事務所一丸となって滞納整理に
取り組む所存でございます。
また、施設の管理、補修につきましても、二期事業で施行した施設が30年近く経過し、更新時期を迎える機械施設等

平成24年度通常総代会

愛知用水土地改良区

理事長　　澤　田　廣　三
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もあり、配水管理への支障が生じております。
当面、全面的な改修事業等は望めませんが、とどまることなく適正化事業への加入、補助事業等の積極的な活用によ
り施設の長寿命化を図ることといたします。
また、ご案内のとおり農業農村整備事業に係わる予算が大幅な増額となる見込みでございますので、新たな国の補助
事業等の取り組みも模索しているところでございます。
さらに、愛知用水のPR事業といたしましては、一昨年の通水50周年、昨年の創立60周年記念事業等で盛り上げた愛
知用水事業への機運を風化させないため、21世紀創造運動を軸としたPR活動、イベント活動等を通じて次世代に承継す
るとともに、水源交流事業を更に拡充して水源地域と受益地域の人と人との交流を推進するものでございます。
さて、本日ご提案申し上げます議案は、昨年10月の臨時総代会で議決いただきました会計細則の改正と農地法施行規
則の改正に伴います規約等の改正及び国の土地改良区検査で指摘のございました地元管理区費の徴収方法の是正に関
しまして再度会計細則の改正をお願いするものでございます。
また、平成24年度歳入歳出補正予算の専決処分の承認及び、平成24年度歳入歳出の補正予算並びに、平成25年度
施行土地改良事業と平成25年度収支予算及び関連議案でございます。
特に、平成25年度収支予算につきましては、新しい会計細則の規定に則り全面的に改正したものでございます。
十分ご審議を賜りますようお願い申しあげます。
最後となりましたが、総代各位と本日ご臨席のご来賓各位のご健勝と今後益々のご活躍をお祈り致しましてごあいさつと
いたします。
ありがとうございました。

来賓祝辞

本日ここに、愛知用水土地改良区の通常総代会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し
上げます。

澤田理事長を始め、役員、総代の皆様方には、日頃から愛知用水の適切な管理運営に御尽力をいただきますとともに、
県政の推進に深い御理解と格別の御支援を賜っておりますことに、厚くお礼申し上げます。
昨年、愛知用水土地改良区は創立60周年を迎えられ、盛大に式典が開催されました。式典には私も出席させていた
だき、知多半島の農業産出額は、愛知用水通水以前と比べて、7.4倍の400億円に、また通水地域の製造出荷額は同
じく20倍の5兆円となるなど、本地域が愛知用水によって、めざましい発展を遂げてきたことを御紹介させていただきま
した。これも土地改良区の皆様方が、夢の用水の実現に際し、中心的な役割を担い、完成後も長きにわたり、愛知用
水を守り続けていただいたご尽力の賜であり、心から感謝を申し上げたいと思います。今後とも愛知用水の管理運営を
通して、この地域の農業をしっかりと支え続けていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、国は、国土強靱化や農業競争力強化のための基盤整備を重点施策事項として掲げ、土地改良関係予算は、緊急
経済対策としての24年度補正予算と25年度当初予算を合わせますと、5,900億円を超えております。これは土地改良
予算が大幅に削減される以前の平成21年度の水準をも上回る規模となっております。また、これを受けまして県の土地
改良関係予算につきましても、24年度当初の倍近い約270億円を、現在会期中の2月定例県議会に上程しております。

平成24年度通常総代会

愛知県知事　　大　村　秀　章　様
　(代理　農林基盤担当局長　　溝　田　大　助　様)
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県といたしましては、愛知用水地域のさらなる発展に向け、効率的で生産性の高い基盤整備や農業水利施設の整備
を進めてまいりますとともに、台風や頻発するゲリラ豪雨、大規模地震などの自然災害から県民の命や財産を守る農地
防災対策を着実に推進してまいりますので、皆様方におかれましても、より一層の力強い支援をお願い申し上げます。
また、福島第1原発事故を契機とし、エネルギー政策の見直しが進められる中で、本県では地域資源を活用する再生
可能エネルギーの利用促進を図るため、農業用水を利用した小水力発電の推進に取り組んでおります。この愛知用水
では、既に平成17年3月から愛知池東郷発電所において小水力発電が稼働しており、一般家庭約2,000世帯の使用量
に相当する電力を供給し、多大な効果を上げています。今後もさらなる拡大に向け、県内各地で農業用水を利用した小
水力発電の整備を積極的に展開してまいりたいと考えておりますので、御支援、御協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、愛知用水土地改良区の益々の御発展と、本日御臨席の皆様方の御健勝と御活躍を祈念いたし
ましてお祝いの言葉といたします。

皆様こんにちは。只今ご紹介いただきました愛知県議会副議長の澤田と申します。
本日は愛知用水土地改良区通常総代会の開催にお招きいただきましてありがとうございます。

先ほど澤田理事長からもお話がありましたように、先人、諸先輩のおかげで現在がございます。今年度は創立60周年、
そして昨年度は通水50周年ということで、先人を偲び、功績をたたえ一つの節目を迎えたという感じでございます。一方
で世間へのPRという面でもこの2年間力を入れていただき、私も知多半島の住民として本当にありがたい気持ちで一杯
でございます。
取りわけNHKの番組で、柔道の谷本歩実選手が知多半島を廻っていただく姿を見ておりまして、私の地元常滑市から
は本日お見えの片山総代が出演されたことを大変うれしく思いました。
先人と言えばもちろん久野庄太郎さん、濵島辰雄さんがおみえになります。
創立60周年の時には濵島さんがお見えでございました。もう90歳を超えられていると思いますが、私たちから見ると歴
史の中の人が現実に会場におられるということが、何よりうれしかったものでございます。
現実的な話でございますが、土地改良関係の予算はこの3年ほど本当に厳しい中で推移をしてまいりましたが、ようや
く予算がつきまして今まで凍結していた事業が実施できると言うことでございます。
私は愛知県議会の農林水産委員であり、昨日委員会が終わりました。委員会では予算を承認いたしましたが、色々な
議論がございました。これだけの予算がついてきて消化出来るのかと議員からの意見もあり、職員も一生懸命対応する
ということでございました。
今までは予算がないから出来ない、今度は人が足りないから出来ないと言っている場合ではございません。職員には一
生懸命仕事をしてもらい、仕事のためなら残業や土日も返上してもらうくらいの意欲を、知多農林水産事務所の所長を
始め職員一同持っておりますので、皆様方が「現地で役に立つ事業はこれだ」、「即効性のある事業はこれだ」というこ
とを申し上げていただきたいと思っております。
私は愛知県土地改良事業団体連合会半田支会長と農地・水・環境保全知多地域協議会の会長をもさせていただいて
おりますので、皆様の意見をとりまとめ事業の協力に対して骨を折る覚悟で申し上げる次第でございます。
澤田理事長は、ほんとうに真面目で立派な方でございます。この理事長のもと総代の皆様方の力を合わせてこれから
の4年間、土地改良区をお願いいたします。
知多半島の農業を発展させていただきますことを心からお願いいたします。県議会も全力で応援させてもらうことをお

平成24年度通常総代会

愛知県議会　副議長　　澤　田　丸四郎　様
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平成24年度通常総代会

約束いたしまして、お祝いのあいさつに代えさせていただきます。
本日は、誠におめでとうございます。

本日ここに、愛知用水土地改良区平成24年度通常総代会が開催されるにあたり、一言ご挨拶を申
し上げます。

はじめに、本日御臨席の皆様方におかれましては日頃より農業農村整備事業をはじめ、地域農政の円滑な推進にご
理解とご協力を賜っており、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
さて、わが国に大きな爪痕を残した東日本大震災の発生から、2年となりました。農林水産省といたしましても、全力
を挙げて被災地の復興の加速に努めるとともに、被災農地の復旧等に取り組んでいくこととしております。
さらに、震災の教訓を踏まえた防災・減災の対策は、全国的な課題となっております。特に、戦後造成された社会資
本は全体として老朽化が進行しており、農業水利施設についても、長寿命化を図りながら、更新や耐震対策を講じて
いく必要があります。
また、東海地域の農村では、他の地域と同様に高齢化の進行や人口の減少といった多くの課題があります。次世代
の農業者を育み、生産性と付加価値の高い産業を展開することにより地域の活性化を図っていくためには、国土強靱
化の取り組みに加えて水田の大区画化・汎用化や畑地かんがいといった生産基盤の整備を加速させる必要があります。
このような課題に対応し、農地や農業水利施設の整備を計画的に推進するため、今般の平成24年度補正予算と平
成25年度当初予算を通じて必要な予算額の確保を図り、農業農村整備事業の積極的な推進を図ることとしております。
東海農政局といたしましても、これまで以上に土地改良区をはじめ関係機関や農家の皆様方にとって身近な、より現
場に近い国の出先機関として、これまで以上に「現場主義」の視点に立ち、農業農村整備事業を皆様のご協力をいた
だきながら、全力で推進して参りますので、今後とも、皆様方のご理解とご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、貴土地改良区の益々のご発展と、本日ご臨席の皆様方のより一層のご活躍とご健勝を祈念い
たしまして、お祝いの言葉といたします。

愛知用水土地改良区平成24年度通常総代会の開催にあたり、独立行政法人水資源機構を代表し
て、一言ご挨拶を申し上げます。

澤田理事長をはじめとします愛知用水土地改良区の皆様方におかれましては、本日の総代会の開催おめでとうござい
ます。
また、昨年は土地改良区創立60周年を迎え、愛知用水の偉大さを再確認し、皆様の水に対する信念と努力に敬意
を示すとともに、水資源機構の業務及び愛知用水の管理運営につきまして、愛知用水土地改良区の皆様方に常日頃よ
り格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨年12月の衆議院選により発足した新政権は、日本経済の再生に向けた緊急経済対策を策定し、国土強靱化を推
進し、国民の生活の安定、成長基盤の強化を図るとしています。

東海農政局長　　森　　多可志　様
　(代理　農村計画部長　　荒　川　　　覚　様)

独立行政法人水資源機構　中部支社長　　勝　山　達　郎　様

愛知用水だより_No75.indd   6 2013/04/23   13:25:42



7

愛 知 用 水 だ よ りNo. 75 平成25年5月1日　発行

平成24年度通常総代会

まさしく水は、農業生産の基盤であり、国民の生活・成長の基盤でもあります。21世紀は水の時代と言われておりま
す。水は生命に必要不可欠なものです。水資源機構は『安全で良質な水を安定して安くお届けする』を経営理念として、
利水ユーザーの皆様、そして国民の皆様のニーズに絶えず応えるよう、今後とも公共的公益的な使命を果たしていきた
いと考えております。
昨年、中部管内は、5月の少雨による渇水が発生し、一部で節水対策が行われましたが、その後の降雨で解消し、東
海3県の農業の5割、上水の6割、工業の3割等に水を順調にお届けすることができました。
私どもは中部地域の益々の発展に向けて、「水とともに」9月号にも掲載しておりますが、岡本元日本大学教授と奥野
中京大学教授との鼎

てい

談
だん

会
かい

で示された、現場を重視した「水の総合マネジメントと盤石な水インフラ」を取り組んでいると
ころです。特に、リスク管理対策として、常日頃からの防災、節水訓練のほか、愛知用水総合管理所には、いざという
時に活躍する緊急用のポンプ車をこの3月に配備を完了しています。
また機構の小水力発電の先駆けとなった東郷発電所については、クリーンエネルギーの活用としての効果のほか、昨
年12月には、電力の固定価格買取制度の適用が認められたことにより、さらなる管理費の軽減に効果を発揮しています。
さらに予防保全のストックマネジメント、減災に向けた大規模地震対策の実施、加えて昨年公表された南海トラフや
笹子トンネルの痛ましい事故で顕在化した老朽化などへの対応も必要と考えております。
中部支社では、今後とも、職員一丸になり、現場を重視した創意と工夫により業務の質を高め「スピーディで、親切・
丁寧な中部支社」として、水の安定供給に全力で取り組んでいきたいと考えていますので、引き続き、皆様方のご理解、
ご支援をお願い申しあげます。
最後になりましたが、愛知用水土地改良区の益々のご発展とご出席の皆様方のご健勝をご祈念申し上げ、お祝いの
言葉とさせて頂きます。
本日は通常総会の開催、誠におめでとうございます。

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2012
全国水土里ネットでは「子どもたちに、ふるさとの誇りを持ち、農業農村の大切さについて考えてもらいたい」との趣
旨のもと毎年絵画展を開催しています。本年は全国から8,745点の応募があり（当土地改良区からは15点応募）、厳正
な審査の結果、入賞23点、入選92点、団体賞38点が選ばれ、当土地改良区からも半田市の小学2年生深見颯太さん
が入選、名古屋市の小学2年生川島彩葵さんが団体賞（愛知用水土地改良区理事長賞）を受賞されました。

入選作品
深見颯太さん（半田市）

理事長賞作品
川島彩葵さん（名古屋市）

理事長賞の川島さん
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平成25年度収支予算
●一般会計

施設用地処理支出
500
1%

土地改良事業費
159,831
19%

負担金等
64,849
8%

退職給与引当金支出
36,001
4%

特別事業支出
7,050
1%

雑支出
12,429
2%

土地改良事業収入
552,153
70%

基金繰入収入
45,934
5%

他会計繰入額
22,717
3%

繰越金
20,000
3%

基金繰出支出
550
1%

受託料収入
27,150
3%

寄付金収入
1
1%

補助金等収入
10,182
1%

特定資産運用収入
54,000
6%

附帯事業収入
33,000
4%

予備費
5,000
1%

一般管理費
500,626
63%

雑収入
20,499
3%

固定資産貸付収入
1,200
1%

786,836千円 786,836千円収入 支出

土地改良事業費
202,423
92%

交付金収入
49,950
22%

受託料収入
78,200
36%

基金繰入収入
35,544
16%

雑収入
200
1%

補助金等収入
42,808
20%

土地改良事業収入
6,965
3%

借入金収入
3,398
2%

217,065千円 217,065千円

負担金等
1,400
1%

基金繰出支出
25
1%

一般会計繰出金
13,217
6%

収入 支出

●特別会計

※ ％は小数点以下四捨五入表示です。

※ ％は小数点以下四捨五入表示です。

収入 単位：千円 支出 単位：千円
款　項 予算額 款　項 予算額

土地改良事業収入 552,153 土地改良事業費 159,831
附帯事業収入 33,000 一般管理費 500,626
特定資産運用収入 54,000 負担金等 64,849
補助金等収入 10,182 施設用地処理支出 500
寄付金収入 1 基金繰出支出 550
受託料収入 27,150 退職給与引当金支出 36,001
雑収入 20,499 特別事業支出 7,050
基金繰入収入 45,934 雑支出 12,429
固定資産貸付収入 1,200 予備費 5,000
他会計繰入額 22,717
繰越金 20,000

計 786,836 計 786,836

収入 単位：千円 支出 単位：千円
款　項 予算額 款　項 予算額

土地改良事業収入 6,965 土地改良事業費 202,423
補助金等収入 42,808 負担金等 1,400
交付金収入 49,950 基金繰出支出 25
受託料収入 78,200 一般会計繰出金 13,217
雑収入 200
借入金収入 3,398
基金繰入収入 35,544

計 217,065 計 217,065

※ ％は小数点以下四捨五入表示です。
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土地改良事業収入
97,937
98%

雑支出
1,000
1%

収入 支出98,938千円 98,938千円

一般会計繰出金
9,500
10%

繰越金
1
1%

基金繰出支出
88,438
89%

基金繰入収入
1,000
1%

●農地転用負担金特別会計

負担金等
383,787
62%

雑支出
1,165
1%

借入金返済支出
194,270
32%

土地改良事業収入
576,093
94%

基金繰入収入
31,708
5%

雑収入
1,431
1%

基金繰出支出
30,010
5%

収入 支出609,232千円 609,232千円

●愛知用水二期事業等償還金特別会計

※ ％は小数点以下四捨五入表示です。

※ ％は小数点以下四捨五入表示です。
収入 単位：千円 支出 単位：千円

款　項 予算額 款　項 予算額
土地改良事業収入 576,093 負担金等 383,787
基金繰入収入 31,708 借入金返済支出 194,270
雑収入 1,431 基金繰出支出 30,010

雑支出 1,165
計 609,232 計 609,232

収入 単位：千円 支出 単位：千円
款　項 予算額 款　項 予算額

土地改良事業収入 97,937 基金繰出支出 88,438
基金繰入収入 1,000 雑支出 1,000
繰越金 1 一般会計繰出金 9,500

計 98,938 計 98,938

21世紀土地改良区創造運動

▽小学校
 11月 22日  美浜町立河和南部小学校 社会科見学 愛知用水関連施設の見学と説明（4年生）

 12月 1日  美浜町立河和小学校 出前授業 農業用水の重要性と愛知用水の歴史や役割について説明（4年生）

▽パネル展
 12月 15日  武豊町 餅つき大会 武豊町家庭教育推進協議会の親子ふれあいもちつき大会にてパネルを展示。

21世紀土地改良区創造運動とは、土地改良区として新たな時代の活動について考え、現在までに土地改良区が
果たしてきた役割や機能を地域の人たちに紹介し、地域の人たちと共に故郷を創っていこうという運動です。
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新総代名簿
平成24年10月2日執行の愛知用水土地改良区総代会総代総選挙により次の方々がご当選されました。
任期は平成24年10月20日から平成28年10月19日までの4年間です。

総代会議長・副議長紹介
平成24年10月に執行された愛知用水土地改良区総代会総
代総選挙に伴い、平成25年3月15日開催の平成24年度通常
総代会において、総代会議長及び副議長の選出が行われ、議
長には常滑市の片岡勝城前副議長が、また副議長にはみよし市
の久野A明総代がそれぞれ選出されました。

選挙区 選挙区域 定数 氏　名
第1区 犬山市 1 河村　　輝明

第2区 小牧市 3
余語　　延孝
伊藤　　　茂
梶田　　治良

第3区 春日井市 4

安藤　　晟光
松浦　日出己
井村　　菊男
浅井　　義昭

第4区 尾張旭市 3
松𠩤　　　隆
三浦　久美雄
塚本　　博之

第5区 名古屋市 1 辻　　　　勝

第6区 日進市 4

福岡　　信久
稲吉　　君夫
鈴木　　孝仁
塚本　　孝良

第7区 長久手市 1 山本　　富夫

第8区 東郷町 3
近藤　　捷司
加藤　　宏明
磯村　　　真

第9区 豊明市 4

加藤　　憲語
横山　　賢一
近藤　　典幸
鈴木　　勝喜

第10区 みよし市 13

久野　　A明
増岡　　和明
柴田　　泰孝
塚﨑　　　肇
梶川　　京三
三浦　　重雄
伊藤　　博文
林　　　威久
平松　　憲彦
髙羽　　順一
鈴木　　伸次
原田　　俊明
下野　　秀政

選挙区 選挙区域 定数 氏　名

第11区 豊田市 4

横粂　　　鈞
福岡　　　勉
杉浦　　隼伍
近藤　　松治

第12区 刈谷市 2 井上　　　亨
野々山　　聡

第13区 大府市 6

深谷　　増雄
安藤　　治男
久野　　幸良
小島　　啓征
坂野　　　昇
浅田　　光仁

第14区 東海市 4

佐野　　義一
小島　　義明
加藤　　純一
小野　　光男

第15区 東浦町 5

外山　　新二
内藤　　泰治
成田　　進吾
長坂　　春治
水野　　源次

第16区 阿久比町 6

竹内　　松彦
竹内　幸太郎
樫内　　義永
水野　　博行
新海　　芳郎
新美　　浩和

第17区 半田市 9

石川　　勝男
天野　　正彦
竹内　　　豊
榊原　　昭巳
新美　　正勝
榊原　　　鐙
石川　　正則
岩橋　　幸三
榊原　　啓三

選挙区 選挙区域 定数 氏　名

第18区 知多市 4

杉江　　哲明
鰐部　　直博
竹内　伊三夫
森田　　恭司

第19区 常滑市 10

村上　　公保
片山　　達師
竹内　　文郎
角野　　正義
齋田　　克己
相武　　憲市
山田　　庄造
久田　　　亘
岩川　　茂樹
片岡　　勝城

第20区 武豊町 3
後藤　　　勇
森田　　安市
𠩤田　　時男

第21区 美浜町 4

横田　　久雄
谷川　　喜信
榊原　　正一
天木　　　勲

第22区 南知多町 4

清水　　郁雄
田中　　忠男
松本　　守弘
石橋　　鈴治
（定数 98名）

議長
片岡　勝城
（常滑市）

副議長
久野　A明
（みよし市）

※去る平成25年2月5日に第11区（豊田市）
選出の近藤松治様がご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りします。
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平成25年度経常賦課金について
平成25年度経常賦課金は、3月15日に開催した総代会において昨年と同額の据置となりました。
土地改良区では、内外の厳しい農業情勢を踏まえ、今後とも事務の合理化、諸経費の節減に努めて参ります

ので、組合員の皆様方のご理解とご協力をお願いします。

※ この賦課金は、土地改良法第36条及び愛知用水土地改良区定款の規定に基づく愛知用水受益地に係る組合
費です。納期内の納入にご協力をお願いします。

平成25年度愛知用水二期事業等建設負担金について
平成25年度愛知用水二期事業等建設負担金は、経常賦課金と同じく3月15日総代会において議決されました。
賦課金単価は、受益地が属する市町により異なります。

※ この賦課金は、土地改良法第36条及び愛知用水土地改良区定款の規定に基づく愛知用水受益地に係る建設
負担金です。納期内の納入にご協力をお願いします。

◆建設負担金は、一括払い（繰上償還）が可能です。建設負担金の一括払い（繰上償還）をご希望され
る方は、最寄りの事務所までお問い合わせ下さい。お問い合わせは、本紙16ページ記載の「各事務
所連絡先」までご連絡下さい。

地目 内　　　容
㎡当たりの賦課金（単位：円）

賦課基準日 納期
上流部 中流部 下流部

一般補給田
普通の補給田 5.36 5.43 5.43

平成25年4月1日
現在の土地原簿
記載内容

平成25年
5月10日

高度の湿田 3.48 3.48 3.48

普通畑
果樹園

畑地かんがい施設地 5.36 5.43 5.43

畑地かんがい施設未施行地 3.48 3.48 3.48

開田・天水田 6.91 6.96 7.02

受益市町名 ㎡当たり賦課額
（単位：円） 賦課基準日 納期

名古屋市 0.520 

平成25年11月1日現在
の土地原簿記載内容 平成25年12月10日

知立市 1.380 

豊田市 1.510 

刈谷市 1.500 

大府市・東浦町・東海市・阿久比町
半田市・知多市・常滑市・武豊町
美浜町

1.000 

南知多町 1.964 

平成24年度通常総代会
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平成24年度通常総代会

平成25年度農地転用負担金について
平成25年度農地転用負担金は、3月15日に開催した通常総代会において下表のとおり議決されました。
平成25年度愛知用水二期事業等建設負担金（農家負担分）は、農地が属する受益市町で異なることから、

農地転用負担金についても市町ごとに単価が異なります。 〈単位：円／㎡〉

市町名 種別

4月1日～ 10月31日 11月1日～ 3月31日

農地転用
負担金

左の内訳
農地転用
負担金

左の内訳
維持管理費
相当分

建設負担金
相当分

維持管理費
相当分

建設負担金
相当分

犬山市・小牧市
春日井市・尾張旭市
瀬戸市・長久手市
日進市・東郷町
豊明市・みよし市

賦課地 190.000 190 0 190.000 190 0

賦課保留地 190.000 190 0 190.000 190 0

名古屋市
賦課地 194.277 190 4.277 193.757 190 3.757
賦課保留地 196.683 190 6.683 196.683 190 6.683

大府市・東浦町
東海市・阿久比町
半田市・知多市
常滑市・武豊町・美浜町

賦課地 198.228 190 8.228 197.228 190 7.228

賦課保留地 202.852 190 12.852 202.852 190 12.852

知立市
賦課地 201.354 190 11.354 199.974 190 9.974
賦課保留地 207.736 190 17.736 207.736 190 17.736

刈谷市
賦課地 202.344 190 12.344 200.844 190 10.844
賦課保留地 209.279 190 19.279 209.279 190 19.279

豊田市
賦課地 202.424 190 12.424 200.914 190 10.914
賦課保留地 209.406 190 19.406 209.406 190 19.406

南知多町
賦課地 206.163 190 16.163 204.199 190 14.199
賦課保留地 215.242 190 25.242 215.242 190 25.242

農地転用負担金とは
　残存農地が将来過重負担にならないために必要なもので、維持管理費や建設負担金の年賦償還金等を一括してお
支払いいただくものです。

農地転用について
◆市街化区域内の農地転用
　 　土地改良区の受理証明書は、農業委員会への届出が不要となりましたが、土地改良区への通知及び決済手続き
は従来どおり必要です。

◆公共用地への転用
　 　道路、河川等の公共用地として買収、寄付された農地についても、農地転用決済金が必要です。公共用地への
転用は、農地転用手続きが免除されているため土地改良区へ通知されないことがあり、未決済の場合は、賦課金が
継続して徴収されます。

◆譲渡費用となる農地転用決済金について
　 　農地法第5条で土地改良区に納付した決済金は、一定の要件を満たす場合、譲渡所得の計算上譲渡費用とする
ことができます。譲渡費用につきましては、お近くの税務署へおたずね下さい。
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◆賦課金の納入はお済みですか?
愛知用水賦課金の納入は、納期内に納入されるようご協力をお願いします。納期内に納入されませんと延滞

金が加算されますのでご注意ください。

また、平成24年度より賦課金を納期内に納入されない組合員に対して滞納処分の前提となる督促状により

督促をいたしております。督促状には、延滞金のほか督促手数料が加算されます。

※督促の時期及び方法
　経常賦課金は7月1日、建設負担金は2月1日に納入確認できない場合に督促状を発行します。

次のいずれかに該当する場合には、組合員資格得喪通知書を提出して下さい。

　 経営移譲や貸借等をされた場合
　 相続、売買等により所有権移転をされた場合
　 氏名や住所を変更された場合
　 農地転用をされる場合

組合員の方から通知がありませんと土地改良区の台帳が変わらないために、今までの組合員に賦課されます。

お問い合わせは、本紙16ページ記載の「各事務所連絡先」までご連絡下さい。

◆経常賦課金・建設負担金の納入には便利な口座振替がお勧めです。
愛知県内の農業協同組合又は全国の郵便局、三菱東京UFJ銀行に預貯金口座があればご利用できます。 

なお、振替日前に口座の残高をご確認ください。

お問い合わせは、本紙16ページ記載の「各事務所連絡先」までご連絡下さい。

折り返し、申込案内を送付いたします。

◆経常賦課金と建設負担金は異なる口座からのお振替はできませんのでご了承下さい。

◆ 愛知用水賦課金負担証明書の送付は、平成２４年度より廃止しております。確定申告時の負担証明は、
請求書及び領収書で行うことが出来ます。
なお、これらの書類を紛失等され、賦課金負担証明書が必要な場合は、各事務所までご連絡下さい。

お　知　ら　せ

賦課金の納期内納入のお願い

「賦課金負担証明書」送付の廃止について

「組合員資格得喪通知書」の提出

口座振替のご案内
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お　願　い

 雨が降ったら水を止める。
愛知用水は、20mm以上の雨が降ったら支線水路の取水を停止します。
各ほ場のバルブは閉めてください。

 水田のかけ流しはしない。
かけ流しは、水稲の生育に大きな影響はありません。
かえって水をムダに使うことになります。

 ため池余水吐から水は流さない。
雨は貴重な水資源です。
梅雨時など雨が予想される時は、ため池
の水位を下げて、できるだけ雨を池に貯
めましょう。

 ため池の水は使い切る。
受益農地が水田のみのため池では、落水までにできるだけため池の水を使い
ましょう。

 水は限りある貴重な資源です。

 大切に使うように心掛けましょう！
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平成25年度　牧尾ダム水源状況
1. 牧尾ダムの運用
① 4月 1日～ 4月 30日 ：主として農業用水、水道用水および工業用水のために貯留。
② 5月 1日～ 10月 3日 ：夏期かんがい期間。
③ 10月 4日～ 11月 30日 ：発電並びに水道用水、工業用水および農業用水のために貯留。
④ 12月 1日～ 3月 31日 ：主として発電のために放流。
牧尾ダムの運用には、節水対策線が定められており、貯水量が節水対策線に近づき、降雨が期待できない状況
になると、節水対策が
検討、実施されます。

2. 牧尾ダム貯水状況
牧尾ダムは、4月1日
時点で516万m3の貯
留をもって、夏期かん
がいに向けての貯留開
始となりました。また、
牧尾ダム流域の御嶽
（八海山）の積雪量は、
3月末時点で30cm、
雨量換算140mm（平
年値80cm、雨量換算
268mm）でした。

牧尾ダム貯水量表

H24

節水対策線

平均貯水量
S37-H20

H6

H23

H25

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

貯水量（万m3） 平成25年4月22日 現在

　愛知用水土地改良区創立 50周年を記念して発刊しました愛知用水土地改良区
『五十年の歩み』及び『愛知用水土地改良区誌研究編』を頒布しています。
　この記念誌は、愛知用水の始まりから土地改良区の創立以降 50 年の歴史をまとめ
た450 ページに及ぶ本で、水不足に苦しむ知多半島の農民が、愛知県の産業を支え
る水の大動脈《愛知用水》を築き上げるまでの経緯と、この事業に携わった土地改良
区の歴史をまとめた貴重な記念誌です。組合員の皆様、是非一度ご購読ください。

頒布価格 組合員の方 １冊 2,000 円（消費税込み）
（両誌とも） 組合員以外の方 １冊 5,000 円（消費税込み）

※購入をご希望の方は、各事務所または、総務部総務課までお問い合せください。
なお、在庫数に限りがありますので完売の場合はご容赦ください。

　宅配をご希望の方は別途送料をご負担いただきます。

愛知用水土地改良区『五十年の歩み』及び『研究編』を頒布しています。

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 平年値

積雪深（cm） 18 96 10 11 66 53 30 80

雨量換算（mm) 70 310 40 27 230 190 140 268

牧尾ダム流域（八海山）積雪量（3月末）
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平成25年度愛知用水土地改良区事務局組織機構
春日井事務所（5）総務課（5）

　　　所長　増岡　康之総務部 課長 青木　　聡

部長　大岩　利明 三好事務所（8）
会計課（2）

　統轄所長　前田　　修
課長 吉田　　守

　　　　副所長　倉知　仁郎

管理課（4） 大府事務所（7）
課長 岡田　昌治 　　　所長　石川　敏彦

管理部 徴収課（5）
半田事務所（8）

事務局長 課長 柴田　喜光
　統轄所長　豊田　博文

中野　良昭

部長　松田　　展 　　　　副所長　岡本　　隆

事務局次長
工務課（3）

永田　　薫
課長 塚本　正邦

美浜事務所（6）
　　　所長　竹内　元則

※

事

務

局

上･中流部は三好事務所が、
下流部は半田事務所が他の事務所を統轄します
（　）は職員数

上･

中
流
部
事
務
所

下
流
部
事
務
所

各事務所連絡先
本 所
〒474-0025

春日井事務所
〒487-0033

三 好 事 務 所
〒470-0224

大 府 事 務 所
〒474-0025

半 田 事 務 所
〒475-0903

美 浜 事 務 所
〒470-2406

愛知県大府市中央町三丁目6番地の1

愛知県春日井市岩成台六丁目1番3号
（犬山市、小牧市、春日井市、尾張旭市、
瀬戸市、名古屋市守山区）

愛知県みよし市三好町上砂後17番地
（長久手市、日進市、東郷町、豊明市、みよし市、
豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、知立市）

愛知県大府市中央町三丁目6番地の1
（大府市、東海市、東浦町、阿久比町、半田市、
名古屋市緑区）

愛知県半田市出口町一丁目56番地の5
（阿久比町、半田市、知多市、常滑市）

愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面92番地3
（武豊町、美浜町、南知多町）

ホームページ　http://www.aichiyosui.or.jp
TEL 0562-44-4800（代表）
 0562-44-4800（総務課・会計課）
 0562-44-4803（管理課）
 0562-44-4804（徴収課）
 0562-44-4805（工務課）
FAX 0562-44-4801

TEL 0568-91-1244
FAX 0568-91-1245

TEL 0561-32-2365
FAX 0561-32-0228

TEL 0562-44-4700
FAX 0562-44-4701

TEL 0569-21-2198
FAX 0569-24-4040

TEL 0569-82-0162
FAX 0569-82-1317

（ ）内は関係市町

用 水 日 記 （平 成 24 年 度 後 期）
月　　日 事　　項 場　所

 12月 21日 監事会・監査 大 府 市

 12月 26日 理事会 大 府 市

 1月 28日 総務委員会 大 府 市

 2月 12日 運営委員会 大 府 市

 2月 20日 監事会・監査 大 府 市

月　　日 事　　項 場　所

 2月 26日 理事会・監事会 大 府 市

 2月 27日 ～ 3月 1日 職員造林研修 長 野 県

 2月 28日 関係市町担当課長会議 大 府 市

 3月 4日 ～ 8日 ブロック別総代こん談会 春日井市 他

 3月 15日 通常総代会 大 府 市
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