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平成 25年 12月 1日発行　No．76
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ネ ッ ト 愛 知 用 水

愛知用水土地改良区

理事長　澤田　廣三

上空から見た王滝村中心部

今回より、「水のふるさとを訪ねて」と題して愛知用水受益地域にとってかけがえのない水源
地域について「王滝村編」、「木曽町編」を連載します。

王滝村は、霊峰・御嶽山に抱かれ、その裾野には日本一のヒノキ美林が広がり、村内にある
ダムは水源・電力源として木曽川を経由して知多半島をはじめとする多くの人々の暮らしに深
く関わっており、村内の下水道普及率は99％と牧尾ダムの水質保全に積極的に取り組まれてい
ます。
王滝村の森林は生活・産業の礎となる水を育むばかりではなく、木材資源として、また森林
浴や登山など自然型レジャー等の触れ合いの場として人々の心を癒し、歴史・民俗・文化・風
土など貴重な文化遺産や雄大な自然をステージに開催されるイベントやアドベンチャーレース
など様々な取り組みが行われています。

～水のふるさとを訪ねて～
王滝村 編　第1回

王滝村DATA（H25.10.1現在）
総面積：310.86㎢

山林：295.63㎢
宅地： 0.53㎢
その他： 14.70㎢

世帯数：400世帯
人　口：874人

男：398人
女：476人
65歳以上人口：326人
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平成25年度臨時総代会開催
平成25年度臨時総代会を、去る9月18日愛知用水会館4階大会議

室において、多数のご来賓をお迎えして開催しました。

提案した平成24年度歳入歳出決算の承認についてから平成25年

度補正収支予算の議決についてまでの4議案は、すべて可決承認され

ました。

臨時総代会議事

●議案第 1 号 平成24年度歳入歳出決算の承認について
   平成24年度一般会計、特別会計、農地転用負担金会計、愛知用水二期事業等償還金特

別会計の決算について承認を得るものです。

●議案第 2 号 平成24年度財産目録の承認について
   預金等の流動資産、各事務所用地、建物等の固定資産、農林漁業資金償還金等の財産

目録について承認を得るものです。

●議案第 3 号 平成24年度事業報告の承認について
   平成24年度の賦課面積10,292.5ha・組合員数31,898人（平成25年5月31日調製）、施

設の維持管理及び配水の状況、工事施行の状況、事務の経過、経理の状況、について
承認を得るものです。

●議案第 4 号 平成25年度補正収支予算の議決について
   平成25年度収支予算の一般会計について131,269千円増額し918,105千円に、特別会

計について102,080千円増額し319,145千円に、愛知用水二期事業等償還金特別会計
について276千円増額し609,508千円にそれぞれ補正するものです。

平成25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25年6月21日及び平成25年8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25年度臨時総代会
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理事長あいさつ

本日、ここに平成25年度臨時総代会を開催いたしましたところ、総代各位に於かれましてはご多用のところ多数ご出

席をいただき誠にありがとうございます。

また、ご来賓の皆様に於かれましても公務ご多忙のなか、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。

さて、月曜日の朝上陸した台風18号は、先週までの暑さを一掃した反面、全国各地で洪水や突風などの被害をもたら

しました。

被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

さて、近年、農業を取り巻く環境は更に厳しく、農家の高齢化、担い手不足による耕作放棄地の増大などの課題が山

積しております。

特に、TPP交渉への参加等により、今後、日本の食と農業・農村に少なからず影響を与えることが懸念されるところで

ございます。

さて、施設の維持管理面でございますが、二期事業も終わり九年が経ちますが、初期に手がけた施設は30年近く経過

しております。

幹線水路から支線水路、そして末端水路まで一貫して安定した水供給が私共の責務であり、国、県、市町、水資源

機構等関係各位のご理解とご協力をいただき、老朽化した施設の計画的な整備を進めるとともに、地元において管理し

ていただいております末端水路にも目を向けていかなければならないと考えております。

役職員一丸となって適正な配水、施設の維持管理に努めてまいりますので、皆様方のご支援、ご協力の程よろしくお

願い申し上げます。

次に、今年の夏期かんがいの状況でございますが、牧尾ダムにおきましては、4月に510万㎥の貯水量からスタートし、

その後の降雨により順調に推移しましたが、5月から6月の上旬にかけ少雨傾向が続き、6月中旬には貯水量が節水対策

線を下回り18日から5％の取水制限が実施されました。

大変心配しましたが、その後のまとまった降雨によりダムはほぼ満水となり、29日には節水が解除されひと安心致しま

した。

今年の夏は日本各地で発生した局地的な豪雨や少雨、最高気温の記録を更新するなど全国的に異常気象でございま

した。

そのため、各地の用水においては渇水に見舞われ、節水を余儀なくされたところでございます。

幸いにして牧尾ダムでは8月上旬まで平均値を超える降雨があり安定しておりましたが、受益地域におきましては、大き

平成25年度臨時総代会

愛知用水土地改良区

理事長　　澤　田　廣　三
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な降雨もなく猛暑日が続いたため、水需要の増加に伴い愛知用水から全面的に補給をいたしました。

まさに、干魃常襲地域を救った愛知用水の真価が発揮された年となりました。

今さらながら水源地、そして牧尾ダムの有り難さを強く感じたところでございます。

こうした状況の中で、使用水量が昨年にも増して超過しているところでございます。

夏期かんがいも残り少なくなりましたが、皆様方には取水量縮減に向けた取り組みにより、更なる水の有効利用につい

て組合員への啓発をお願いするとともに、尚一層のご理解、ご協力をお願いするものでございます。

次に賦課金の滞納整理でございますが、組合員皆様の公平性と安定的な賦課金の徴収を確保する目的として、平成

24年度からは賦課金の未納者に対する督促状の発行を行っております。

これにより組合員の賦課金納付に対する理解も高まり、前年度の徴収率を上回る結果となりました。

また、長期累積滞納者につきましては、引き続き重点的に滞納整理推進員による個別面談等を行い、各事務所一丸

となって徴収に取り組む所存でございます。

よろしくご理解の程お願いをいたします。

次にイベントの開催でございますが、平成21年度から「げんきの郷」をお借りして開催しています「受益地域と水源地

域の交流イベント・愛知用水と水源の森」は10月19日の土曜日に開催いたします。

愛知用水の恩恵を受ける受益地域の農業者、地域住民に「愛知用水」と「水源かん養林」の重要性を理解していただ

き「水の絆」を深めるため、水源地域の方々のご協力により数多くの催しを予定していますので、是非お出かけいただき

ますようご案内を申し上げます。

また、私ども愛知用水土地改良区といたしましては、各種イベントを通じて愛知用水の恵み、土地改良区の役割をご

理解いただくため、関係する皆様のご協力により、管内各地におきまして、地域住民の皆様や子供たちへのPR活動を、

また牧尾ダム周辺の造林事業や水源地域の行事参画など水源地の方 と々の交流活動に今後とも積極的に取り組んでま

いります。

先人の偉業を称え、水源地域への感謝と豊かな水を利用できることに感謝し、愛知用水事業の意義をしっかりと後世

に伝えていくことが私たちの使命ではないかと思うところでございます。

さて、本日ご提案申し上げます議案は、平成24年度歳入歳出決算、財産目録、事業報告の承認並びに平成25年度

補正収支予算の4議案でございます。

平成24年度歳入歳出決算では、一般会計において7,500万円余の繰越金が出るなど、運営状況としては年間を通し

て各事業とも概ね順調に推移いたしました。

また、平成25年度の補正収支予算では、平成24年度決算に伴う基金繰入等の調整及び近年多発している大規模地

震、豪雨等によるため池の被災等の自然災害を未然に防止するための、農業用ため池一斉点検調査業務並びに水路整

備、施設整備事業の増加等々に伴い各会計とも増額補正をするものでございます。

十分な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ご祈念申し上げまして挨拶と

いたします。

平成25年度臨時総代会
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来賓祝辞

本日ここに、愛知用水土地改良区の臨時総代会が盛大に開催されましたことを心よりお喜び申し上げます。

澤田理事長様を始め、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いております

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。

さて、今年は5月から6月にかけての少雨の影響により、愛知用水では5年ぶりとなる節水が実施されました。稲作にとっ

て水がいちばん必要な時期の節水となり、組合員の皆様におかれましては大変ご心配をされたことと存じます。しかし、そ

の後は降雨に恵まれ、こうして無事実りの秋を迎えられましたことは、大変喜ばしく思っております。

気象庁では、今年の夏の猛暑や豪雨を「異常気象」と位置づけております。県内を見ましても、名古屋市内では一時間

に100ミリメートルを超える雨が降った反面、東三河地域の豊川用水が深刻な渇水に見舞われるなど、雨の降り方が極

端でありました。

この様な気候が続きますと、水の管理はこれまでにも増して難しくなることと思いますが、皆様の豊富なご経験を活かし、

是非この地域の農業を、これからも守り育てていただきたいと存じます。

さて、今年度は、国が国土強靭化や農業競争力強化のための基盤整備を重点政策事項として掲げたことを受け、県の

土地改良事業につきましても、前年度を大きく上回る予算規模で、鋭意事業の進捗を図っているところでございます。来

年度以降も必要な予算の確保と、地元のご要望に合った施策を、積極的に進めて参りますので、皆様方におかれましても、

より一層のご支援とご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申し上

げまして、お祝いの言葉といたします。

本日は平成25年度愛知用水臨時総代会にお招きをいただきまして、県議会を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げ

たいと思います。

先ほどからご挨拶にありましたように、先日の台風が東海地方を直撃したにも関わらず、この地域はありがたいと言って

はいけませんが、特別大きな被害はなかったということで私も嬉しく思うわけでございます。

平成25年度臨時総代会

愛知県知事　　大　村　秀　章　様
　(代理　愛知県農林水産部農林基盤担当局長　　溝　田　大　助　様)

愛知県議会　副議長　　鈴　木　　　正　様
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平成25年度臨時総代会

また一方で、全国的には大きな被害が出ております。

その地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。

さて、ご参会の皆様方におかれましては、愛知用水の適切な配水管理など土地改良事業を通じ、本県農業経営の発展、

農業生産力の向上に格別のご尽力を賜っており、深く感謝を申し上げる次第でございます。

さて、愛知用水は昭和36年の通水以来、休むことなく水を供給し続け、農業は元よりこの地域の発展に大きく貢献を

してまいりました。

これも、ご参会の皆様方を始め、多くの先人の諸先輩が絶え間なく用水の整備・改修に取り組まれ、ご尽力いただい

た賜と存知し、深く敬意を表する次第であります。

今後私たちは先人達が築いたこの愛知用水をしっかりと守り、限りある水資源の安定的・効率的活用に努めていかな

ければなりません。

こうした中、愛知用水土地改良区におかれましては、次世代を担う子供や地域の方々に、愛知用水の歴史や役割を

PRすると共に、水源地域と受益地域の交流を推進するなど地域に根ざした様 な々活動を行っていただいております。

このことにつきましては、先ほど理事長のご挨拶にもありましたとおりでございます。

重ねて私からも感謝を申し上げる次第でございます。

私ども県議会といたしましても、地域の生活・産業を支えると共に、親水機能や環境保全機能など多面的機能を有す

る愛知用水が今後とも安心・安全・安定した水の供給を続けることが出来ますよう全力をあげて支援をしていく所存であ

ります。

どうか皆様方には、本日を機に、さらに連携を深められ、用水施設の適切な維持管理と円滑な事業運営に一層のご尽

力を賜りますようお願い申し上げます。

終わりに、愛知用水土地改良区のますますのご発展と、ご参会の皆様方のご健勝とご活躍を心からご祈念を申し上げ

まして、お祝いの言葉とさせていただきます。

本日は大変おめでとうございました。

本日ここに、愛知用水土地改良区平成25年度臨時総代会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

はじめに、本日ご臨席の皆様方におかれましては、日頃から農業農村整備事業をはじめ、地域農政の円滑な推進にご

理解とご尽力を賜っていることに、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。

現在、政府においては、農林水産省内の「攻めの農林水産業推進本部」、官邸の「農林水産業・地域の活力創造本部」

において、農地集積、輸出、6次産業化など、農林水産業を産業として強くする取組と、多面的機能を発揮する取組を

車の両輪として具体的な施策の検討を進めております。

8月8日には、官邸の本部と省内の本部の会合がそれぞれ開催され、具体的な施策の検討が本格化しているところです。

東海農政局長　　森　　多可志　様
　(代理　東海農政局農村計画部長　　荒　川　　　覚　様)
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平成25年度臨時総代会

今後の具体的な施策の展開に当たっては、行政のみならず関係者の一体となった取組が大変重要となることから、8月

9日、全国段階において関係機関・団体等で構成する「農林水産業・地域の活力創造協議会」を開催したところであり、

各都道府県においても、同様に設置・開催していただいております。

また、8月29日には、「攻めの農林水産業」の施策推進のため、2兆6,000億円の26年度農林水産予算概算要求をと

りまとめたところです。

概算要求では、農地中間管理機構による農地の集積・集約化について1,039億円、農地集積の加速化や農業水利施

設の長寿命化・耐震化対策を推進する農業農村整備事業について3,197億円を要求しております。

今後、担い手への農地集積、6次産業化、輸出拡大等、農林水産業を成長産業とするための様 な々方策を政府一体

で検討していくこととなりますが、東海農政局といたしましても、農業・農村の課題の解決に向け、これまで以上に、「現

場主義」の視点に立ち、皆様方より「現場の声」をお聞かせいただきながら、地域の実情に即した農政を着実に推進し

て参りますので、今後とも皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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列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、お祝いの挨拶といたします。

本日、愛知用水土地改良区平成25年度臨時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。

澤田理事長を始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、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は、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、厚くお礼を申し上げます。

さて、今年、木曽川水系では、5月及び6月の梅雨時期の降雨量が極めて少なく、河川へのダムからの補給を継続して

行う必要が生じ、愛知用水では、6月に11日間の節水を行うこととなり、牧尾ダムの貯水量は、一時41.4％まで下がりま

した。また、木曽川用水でも岩屋ダムの利水率が32％になるなど16日間の節水を行うことになりました。昨年に続いての

5月、6月の少雨により大変心配していましたが、その後は、順調な降雨により、流域も安定しており、牧尾ダムの現在の

貯水率は概ね90％となっております。

また、木曽川用水の各ダムでもほぼ100％の貯水率となっています。

一方、豊川用水及び三重用水においては、5月から降雨が少ない状況が続き、7月後半から節水対策を行い、とりわけ

豊川用水において、宇連ダムの貯水率が0.8％になるなど、農業用水及び工業用水40％、水道用水28％の節水を行い、

深刻な状況となっておりましたが、9月5日の前線による降雨及び一昨日の台風18号による降雨により、本日9時をもって

節水対策が解除となりました。三重用水については、水位は回復傾向ではありますが、10％の節水対策を現在も継続し

ています。

独立行政法人水資源機構　中部支社長　　山　本　D　明　様
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平成25年度臨時総代会

昨今の自然現象は、渇水状態にあるかと思うと一方でゲリラ豪雨や竜巻、あるいはこれまでに経験したことのない大雨

が降るなど極端な状況であり、我々施設の管理を行う者としましては、気を引き締めて、効率的な水運用、適切な配水操作、

そして安定供給を行う必要があると考えています。

また、愛知用水では、機構の小水力発電の先駆けとなった東郷発電所の活用や、愛知池で実験を行っていた太陽光パ

ネルを幹線水路に設置するなど、クリーンエネルギーの活用をはかり、管理費の軽減にも効果を発揮するよう取り組んで

います。

愛知用水は、一昨年に通水50周年を迎え、昨年は愛知用水土地改良区創立60周年と記念の年が続きました。愛知

用水に尽力された方々に敬意を表するとともに、中部支社では、愛知用水が地域の発展に貢献し、さらに地域に愛され

る水辺空間となるよう関係の皆様方と連携し、現場を重視した創意と工夫により業務の質を高め「スピーディーで、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、お祝いのこ

とばとさせて頂きます。

本日は臨時総代会の開催、誠におめでとうございます。

◎ご来賓の方々

愛知県知事 大　村　秀　章　様

　代理 : 愛知県農林水産部農林基盤担当局長 溝　田　大　助　様

愛知県議会副議長 鈴　木　　　正　様

東海農政局長 森　　　多可志　様　

　代理 : 東海農政局農村計画部長 荒　川　　　覚　様

独立行政法人水資源機構中部支社長 山　本　A　明　様

愛知県土地改良事業団体連合会専務理事 青　木　章　雄　様

公益財団法人愛知・豊川用水振興協会理事長 松　下　栄　夫　様

株式会社日本政策金融公庫名古屋支店農林水産業統轄 上　田　賀　之　様

愛知用水土地改良区顧問 伴　　　武　量　様

濵島辰雄氏逝去（享年97歳）

　元理事濵島辰雄氏が去る10月15日逝去されました。

　愛知用水建設のご功績並びに愛知用水土地改良区設立へのご尽力に深く感謝申し

上げますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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平成24年度歳入歳出決算
●一般会計

総務費
493,335,495
59%

その他
19,025,570
2%

維持管理費
129,544,849
15%

退職給与引当金
89,698,732
11%

諸費
11,951,581
1%

負担金
50,487,963
6%

組合費
553,705,926
60%
雑収入
121,554,508
13%

繰越金
66,554,982
7%

繰入金
168,702,780
19%

補助金
9,386,000
1%

繰出金
50,109,000
6%

歳入 歳出919,904,196円 844,153,190円

事業雑支出
28,387,020

11%

交付金
52,566,000

20%

事業費繰入金
27,861,000
11%

事業費地元負担金
5,651,955

2%

受託費
117,463,840
45%

事業雑収入
28,449,540
11%

事業費補助金
29,983,000

11%

歳入 歳出261,975,335円 261,975,335円

事業費
100,051,000

38%

受託事業費
110,565,790
42%

県営事業分担金
5,599,965
2%

拠出金
3,360,000
1%

事業費繰出金
14,011,560
6%

歳入 単位：円 歳出 単位：円
科　目 決算額 科　目 決算額

組合費 553,705,926 総務費 493,335,495
雑収入 121,554,508 維持管理費 129,544,849
繰越金 66,554,982 退職給与引当金 89,698,732
繰入金 168,702,780 諸費 11,951,581
補助金 9,386,000 負担金 50,487,963

繰出金 50,109,000
その他 19,025,570

計 919,904,196 計 844,153,190
 差引残高（次年度へ繰越） 75,751,006

歳入 単位：円 歳出 単位：円
科　目 決算額 科　目 決算額

事業費補助金 29,983,000 事業費 100,051,000
交付金 52,566,000 事業雑支出 28,387,020
事業費地元負担金 5,651,955 拠出金 3,360,000
事業雑収入 28,449,540 受託事業費 110,565,790
受託費 117,463,840 事業費繰出金 14,011,560
事業費繰入金 27,861,000 県営事業分担金 5,599,965

計 261,975,335 計 261,975,335

●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。

平成25年度臨時総代会
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平成25年度臨時総代会

（資　産） 単位：円
１．流動資産 105,057,684 
　(1) 預　金 75,751,006 
　(2) 未収賦課金等　イ）経常賦課金 25,901,251 
　　　　　　　　　 ロ）建設負担金 3,405,427 
２．固定資産 917,878,181 
　〈1〉有形固定資産 917,878,181 
　　(1) 土　地（事務所敷地等 10,805.99㎡） 503,410,623 
　　(2) 建　物（事務所 ･倉庫等 4,336.81㎡） 401,575,419 
　　(3) 車　両（小型乗用車等 21 台） 4,284,000 
　　(4) 備　品（机 ･椅子等 1,011 点） 8,608,139 
　〈2〉無形固定資産 0 
３．その他固定資産 3,297,366,141 
　〈1〉基本財産 0 
　〈2〉特定資産 3,297,366,141 
　　(1) 農林漁業資金償還基金 22,770,915 
　　(2) 建設負担金償還基金 657,839,241 
　　(3) 管理費償還基金 485,918,417 
　　(4) 事務所建設費償還等基金 0 
　　(5) 管理基金 1,019,074,608 
　　(6) 退職給与引当金基金 412,116,949 
　　(7) 水路整備基金 687,203,719 
　　(8) 用地処理基金 12,432,292 
　　(9) 出資金 10,000 

資　産　合　計 4,320,302,006 

（負　債） 単位：円
１．流動負債 0
２．固定負債 7,517,109,150 
 (1) 公庫資金等長期借入金 482,495,603 
 (2) 愛知県長期借入金 729,976,151 
 (3) 水資源機構長期借入金 3,007,281,255 
 (4) 農林漁業資金償還基金 22,770,915 
 (5) 建設負担金償還基金 657,839,241 
 (6) 管理費償還基金 485,918,417 
 (7) 事務所建設費償還等基金 0 
 (8) 管理基金 1,019,074,608 
 (9) 退職給与引当金基金 412,116,949 
 (10) 水路整備基金 687,203,719 
 (11) 用地処理基金 12,432,292 

負　債　合　計 7,517,109,150 

●平成24年度財産目録　　平成25年5月31日

用 水 日 記 （平 成 25 年 度 前 期）

歳入 歳出 単位：円
科　目 決算額 科　目 決算額

一般農地転用負担金 88,537,293一般繰出金 88,537,293
繰入金 304,978還付金 304,978

計 88,842,271 計 88,842,271

●農地転用負担金会計 
歳入 歳出 単位：円
科　目 決算額 科　目 決算額

賦課金 60,264,351償還金 589,744,704
負担金 521,545,119繰出金 20,955,036
繰入金 28,544,059過年度支出 47,965
繰上償還金 336,305雑支出 1,503,861
雑収入 1,561,732

計 612,251,566 計 612,251,566

●愛知用水二期事業等償還金特別会計 

月　　日 事　　項 場　所
 4月 26日 理事会 大 府 市
 5月 9日 ～ 10日 愛知用水神社御神符受 滋賀県・奈良県
 5月 12日 春日井南下原土地改良組合通常総会 春 日 井 市
 5月 18日 愛知用水神社・水利観音春季祭 知 多 市
 5月 22日 愛知用水利水者連絡協議会育樹祭 長 野 県
 5月 24日 管理委員会 大 府 市
 6月 21日 監事会・監査 大 府 市
 6月 26日 理事会 大 府 市
 7月 16日～ 19日 職員造林研修 長 野 県
 7月 24日 管理委員会 大 府 市
 7月 24日～ 25日 水源交流事業 長 野 県
 7月 26日 総務委員会 大 府 市

月　　日 事　　項 場　所
 8月 20日 監事会・監査 大 府 市
 8月 26日 理事会 大 府 市
 9月 2日 ～  6日 ブロック別総代こん談会 春日井市他
 9月 11日 ～ 13日 第36回全国土地改良大会 北 海 道
 9月 18日 臨時総代会 大 府 市
 10月 19日 愛知用水と水源の森イベント 大 府 市
 10月 25日 理事会 大 府 市
 10月 29日 ～ 30日 役員事業視察研修 静 岡 県
 11月 1日 愛知用水神社・水利観音秋季大祭 知 多 市
 11月 26日 管理委員会 大 府 市
 11月 29日 運営委員会 大 府 市
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平成25年度　牧尾ダム水源状況
平成25年度夏期かんがいについて
牧尾ダムでは、4,598万㎥（貯水率67.6%）の貯水をもって5月1日からの夏期かんがいを迎えました。
しかし、5月の牧尾ダム地点の降水量は71mm（平年の34%）しかなく、概ね4,500万㎥前後で推移しました。
6月に入っても少雨傾向は続き、受益地内での代掻き、田植えによる水需要も高まり牧尾ダム貯水量は急激に
減少し、6月18日には2,815万㎥まで減少しました。このため、6月14日に第1回節水対策会議が開催され、
5年ぶりに6月18日からから農水5%（上水5%、工水10%）の節水対策が実施されましたが、その後、6月下
旬から7月上旬にかけて断続的に降雨があり、牧尾ダム貯水量は回復し、6月28日をもって節水対策は解除さ
れました。
本年の夏は全国的に少雨状況であり、全国各地の水源地で水不足の状況が発生しましたが、牧尾ダムにおい
ては7月以降適度な降雨により、概ね6,000万㎥程度の貯水量を維持し運用され、10月3日をもって夏期かん
がいを終了することができた。
管内受益地では5月～ 6月中旬の代掻き、田植え時期、また、水稲の出穂、果樹、秋野菜への定植など最も
水需要が増大する7月上旬～8月下旬にかけて少雨、干天が連続しました。特に美浜事務所地点での降雨量は、
7月一ヶ月間で29.5mm（降雨日数4日）、8月で36.5mm（降雨日数4日）しかなく、5mm以上の有効雨量は、
6月27日から7月23日までの27日間、7月30日から8月24までの26日間観測されないという状況で、平成
6年、平成17年、平成24年を上回るような少雨でした。
このような状況の中、「ムダな水は流さない」、「雨が降ったら水を止める」というメリ・ハリのある配水管理、
降雨の有効利用に努めていただくとともに、5月の夏期かんがい初期には地区内ため池を先行利用するなど、
水の有効利用に向けて組合員の皆様には、各種の取り組みを行っていただきました。

H24

節水対策線

平均貯水量
S37-H24

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）

牧尾ダム貯水量表
平成25年11月20日 現在

節水対策 期　　　間
節水率（％）

農業用水 水道用水 工業用水

第1回 節水対策 6月18日0時～ 6月29日0時 5 5 10
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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下さい。

また、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。

◆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、全国のゆうちょ銀行、三菱東京UFJ銀行に口座があればご利用できます。

◆組合員資格得喪通知書の提出をお忘れなく！

　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。

　　 相続や売買等で変更になる場合

　　 経営移譲や貸借等で変更になる場合

　　 氏名や住所を変更される場合

　　 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台帳の加除ができず、従来の組合員に継続して賦課されます。

※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。

組合員の皆様へお願い

賦課金の納期内納入のお願い

「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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◆市街化区域内の農地転用について

農地法の改正により、市街化区域内の農地については、農業委員会への届け出に際し、土地改良区が

発行する受理証明書を添付する必要はありませんが、土地改良区に対する農地転用等の通知、農地転用

負担金の支払い等の決済手続きは必要です。手続きがなされませんと、継続して賦課金が賦課されます。

◆公共用地への転用について

道路、河川など公共用地として買収、寄付された農地についても、農地転用負担金が必要です。公共

用地への転用は、農地転用手続きが必要ないため、土地改良区に通知されないことがありますので事業

主と十分話し合いをして下さい。

◆譲渡費用となる農地転用負担金

宅地等に転用して譲渡する場合、土地改良区に納付した農地転用負担金が、一定の要件を満たす場合、

譲渡費用とすることができます。

詳しくは、税務署へお尋ねください。

※農地転用負担金とは

 　農地を農地以外に転用する際に維持管理費や償還金等を一括して決済していただき、残存する農地

が将来、加重な負担にならないようにするものです。

　未決済の場合は、継続して賦課金が賦課されます。

◆ 確定申告時の賦課金負担証明は、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。

組合員の皆様へお願い

農地転用のお知らせ

賦課金負担証明について
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賦課金通知書の様式変更
平成26年度より、経常賦課金と管理区からの依頼に基づき徴収している地元管理区費を区分して通知しま
す。このことに伴い、経常賦課金納付通知書及び地元管理区費告知書の様式を下記のとおり変更します。

印

印
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21世紀土地改良区創造運動

▽小学校

 6月 12日  尾張旭市立旭丘小学校 出前授業 愛知用水事業の概要・歴史・役割、水土里ネットの仕事内容について説明（4年生）

 6月 17日  みよし市立三吉小学校 出前授業 愛知用水事業の概要・歴史・役割、水の大切さについて説明（4年生）

 6月 19日  大府市立大府小学校 出前授業 愛知用水事業の概要・歴史・役割、農業と愛知用水の関係について説明（4年生）

 10月 17日  南知多町立師崎小学校 出前授業 愛知用水事業の概要・歴史・役割、農業と愛知用水の関係について説明（4年生）

 11月 20日  美浜町立河和南部小学校 社会科見学 社会科見学で愛知用水関連施設の見学と説明（4年生）

▽パネル展

 8月 23日  春日井市 春日井市農業祭 春日井市主催の農業祭に出展し、愛知用水の歴史や役割をPR

 8月 27日 ～ 9月1日 名古屋市守山区 東谷山フルーツパーク 東谷山フルーツパーク来場者に愛知用水の歴史や役割、水源の森の大切さをPR
     「パネル展」

 10月 27日  知多市 知多市産業まつり 知多市主催の産業まつりに出展し、愛知用水の歴史や役割、水源の森の大切さをPR

 11月 4日  豊明市 2013豊明まつり  豊明まつり開催委員会主催のまつりに出展し、愛知用水の歴史・役割、水の大切さに
ついてPR

 11月 9日 ～10日 武豊町 武豊町産業まつり  武豊町主催の産業まつりに出展し、農業と愛知用水の関係、愛知用水の歴史・役割、
水の大切さについてPR

 11月 10日  半田市 はんだふれあい 半田市主催の産業まつりに出展し、農業と愛知用水の関係、愛知用水の歴史・役割、
     産業まつり 水の大切さについてPR

▽地域農業体験

 4月 20日  東海市 フキの収穫体験 フキの収穫会に協力し、農業と愛知用水の関係について説明

 5月 11日  豊田市 OISCA田植え体験 宮口上緑を守る会に協力し、愛知用水の役割、水の大切さについて説明

 6月 8日  美浜町 河和学区田植え体験  「青少年を守る会」主催の田植え体験に出展し、農業用水の重要性、愛知用水の歴史、
水土里ネットの役割をPR

 7月 7日  小牧市 もち米作りに 小牧市子ども自然体験活動事業委員会に協力し、愛知用水の歴史や役割、水源の森
     チャレンジ の大切さについて説明

▽その他活動

 8月 7日  長野県木曽郡王滝村 愛知用水体験事業 牧尾ダムにてダムや操作室の見学、巡視船の乗船、木工教室等の体験を実施
    （知多市親子）

 8月 21日  長野県木曽郡王滝村 夏休み 牧尾ダムにてダムや操作室の見学、巡視船の乗船、どんぐりの棒パン焼き等の体験を
    （東郷町親子） 愛知用水探検ツアー 実施

 9月 21日  半田市 かいどり大作戦 有脇農地・水・緑を守る会と有脇小学校が共同で実施する「かいどり」に協力し、
    （新田池）  ため池の清掃と魚類生態調査にあわせて愛知用水や水の大切さを説明

21世紀土地改良区創造運動（21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。
当土地改良区では、小学校の地域学習で愛知用水について学習することから、小学校や各団体と連携して現地
での出前授業を行っています。
その他、小学生親子を対象にした施設見学、産業まつりでのパネル展等で、広く一般の方々にも水土里ネットの
役割や仕事などを伝えています。

パネル展出前授業 地域農業体験 かいどり
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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

「愛知用水と水源の森」受益地域と水源地域との交流イベント
平成25年10月19日（土）、大府市にあるJAあぐりタウンげんきの郷に
て「愛知用水と水源の森～受益地域と水源地域との交流イベント～」を
開催しました。
この地域にお住まいの一般住民に「愛知用水」を広くPRし、更には愛知
用水の水源である長野県木曽郡木曽町・王滝村との関わりや水源涵養林
の重要性についても知っていただき、水源地との交流を深めることを目的
としています。
今回で6回目となるイベント当日は、夜半からあいにくの雨でしたが開
会の頃には雨もやみ、例年同様にたくさんの方々が参加していただきま
した。
今年は特別ゲストとして「木曽町よりうめみちゃん」が「王滝村よりくり
ぴー」が登場し、出前授業で子供達と学習し、楽しく盛り上げてくれた
ことで、より効果的なPRをすることができました。
そして、毎年人気のどんぐり棒パン焼き、水源地の木材を利用した木
工教室に負けないくらい人気だったのが「ナルカリクラフト糸鋸寿司」で
した。
自由自在に糸鋸を操り水源地の木材を動物の形に切り取ってくれるとい
うことで、みなさんリクエストした動物が出来上がると大変喜んで持ち帰
る姿が見られました。
また、例年出展していただいている愛知県知多農林水産事務所、（独）
水資源機構愛知用水総合管理所に加え、昨年より愛知用水利水者連絡
協議会のブースで愛知県企業庁愛知用水水道事務所によるパネル展と
水のろ過実験が行われ、熱心に実験を行う親子で、今年も大変有意義な
イベントとなりました。

左から: 
大府市 久野市長
王滝村 瀬戸村長
愛知県知多農林水産事務所 宮田所長
愛知用水土地改良区 澤田理事長
（株）げんきの郷 岡部社長
（独）水機構愛知用水総合管理所 石村所長
木曽町産業観光課 小桂参事
東浦町 神谷町長

ナルカリクラフト糸鋸寿司

愛知用水だより_No76.indd   16 2013/11/21   18:20:38


