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呉羽射水山ろく用水土地改良区だより

○令和2年10月29日  　　　　○令和3年3月9日  
　　　　午後1時30分より開催 　　午後2時00分より開催
○出席者数　3名 　　　　○出席者数　3名
○書面議決者数  　36名 　　　　○書面議決者数   36名
○提出議題　  　　　　○提出議題　  
・令和元年度事業報告 　　　　・令和2年度事業報告
 ・令和元年度収支決算関係6件 　　　　・令和3年度事業の計画
・令和2年度土地改良事業 　　及び会計予算関係4件
　　　計画の変更及び追加 　　　　・令和3年度預金の預け入れ
 ・令和2年度一般会計収支補正予算 　　について他承認事項5件
・令和2年度特別会計収支補正予算

　　　12議案を原案通り議決しました。
10議案を原案通り議決しました。 

　初夏の候、組合員・関係機関の皆様には、日頃から本土地改良区の運営と事業の推進に変わら

ぬご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　今年は、年明けから大雪で大変御苦労された方も多いこととお見舞い申し上げます。また、昨

年から引続き新型コロナウィルス感染予防でご不自由な日々をお過ごしの事とお察しいたしま

す。ただ、５月に入って予防接種が始まりましたが、みんなが接種を終えるまでには時間がかか

りそうです。まだまだ気を緩めず、感染予防に努めて頂くようにお願い申し上げます。

　昨年は、本土地改良区は、昭和45年設立から50年の節目を迎えました。これも、多くの先人の

皆様・関係機関の皆様・組合員の皆様方のおかげと感謝しております。そこで、これを記念して

「50周年記念誌」と「50周年記念誌ダイジェスト版」を作成しました。50周年記念誌は、各地区

町内会に一部づつ、ダイジェスト版は、全組合員の皆様にお配りいたします。ぜひ読んで頂きま

すようにお願い申し上げます。これからも、60年・70年と続くであろう、このすばらしい水利施

設を守り、有効利用していただいて後人に繋いでいけるように、役員・職員一同勤めてまいりま

す。組合員の皆様には、これからも変わらぬご理解・ご協力をお願い申し上げます。

　さて、本年度事業については、県営農村地域防災減災ため池事業３件を「平岡地区」「射水池

多地区」「吉作地区」で、県単独土地改良事業5件を「三熊地区」「山本新地区」「平岡地区」

「北押川地区」「塚越地区」で実施する予定にしております。関係地区の皆様のご協力をお願い

いたします。

　これから梅雨期に入りますが、突然の集中豪雨などに対し用排水路の管理について組合員のご

協力をお願いいたします。また、今年も県内で用排水路事故が発生しております。皆様にはくれ

ぐれも注意していただくとともに、高齢者・子供達への注意喚起・見守りなどをお願い申し上げ

ます。

　終わりに、今年も猛暑に加えてコロナ感染に注意が必要な年です。まだまだ自粛生活は続きま

すが、組合員・関係機関の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、簡単ではありますが、挨拶

としたします。

ごあいさつ
理事長 山崎 修

第48回 臨時総代会（書面議決） 第52回 通常総代会（書面議決）

◇総代会開催状況◇
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　収入合計　 42,276,418 　支出合計 34,121,522 　繰越額 8,154,896

科　　　目 本年度決算額 科　　　目 本年度決算額 金　　額

収入合計 46,051,293 収入合計 27,008,664 流動資産 67,607,072

支出合計 24,344,476 支出合計 0 特別資産 304,293,988

次年度繰越金 21,706,817 次年度繰越金 27,008,664 固定資産 55,166,680

合　　計 427,067,740

科　　　目 本年度決算額 科　　　目 本年度決算額 長期負債 0

収入合計 2,989,818 収入合計 274,295,506 積立金 304,293,988

支出合計 0 支出合計 0

次年度繰越金 2,989,818 次年度繰越金 274,295,506 合　　計 304,293,988

　　・農業者年金を受けるため経営移譲した場合

　　・組合員の死亡により、農地を相続した場合

　　・住所や組合員名を変更する場合

　　・農地の売買、贈与、交換等で名義変更があった場合

　　農地を宅地等に転用するため、農業委員会に申請する場合は、事前に土地改良区の意見書が必要です。

　　宅地への車の乗入れ等の為に、用水路等に橋をかけたい時には、事前に土地改良区へ申請許可が必要

　　です。

資
産
の
部

農地転用地区除外決済金会計 運営積立金会計

負
債
の
部

　　　◇令和元年度　　一般会計収支決算書◇　　　単位：円

◆令和元年度　特別会計収支決算書◆　単位：円

土地改良施設維持管理事業会計 役職員退職積立金会計 財　産　目　録

種　　目

①組合費, 

24,402,132

②補助金, 

3,800,000

③繰入金, 

1,000,000

④他目的収

入7,061,611

⑤雑収入金, 

782,225

⑥前年度繰

越金, 

5,230,450

収入の部

①事務所

費, 

21,315,961②財産費, 

2,000,000

③選挙費, 0

④償還金及

び利子, 

4,163

⑤分担金及

び負担金, 

2,678,281

⑥水利施設

管理費, 

7,971,037

⑦促進費, 

152,080

支出の部

※この届け出により当土地改良区の組合員名

簿及び土地台帳等が変更されます。

届出がないと賦課金徴収は従来の

組合員のままとなります。

◆組合員資格得喪届◆

★土地改良区への通知義務について★

◆農地転用の申請・届出について◆

◆用水路等の施設を他目的に使用するとき◆
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事業費

120,000千円

100,000千円

3,500千円

4,500千円

2,100千円

8,000千円

2,500千円

2,800千円

収入の部 支出の部 単位：千円

科　　　目 本年度予算額 前年度比較 科　　　目 本年度予算額 前年度比較

①組合費 25,475 -549 ①事務所費 23,505 858

②補助金 21,525 -777 ②選挙費 0 0

③受託費 2,865 -1,186 ③財産費 1,000 -3,000

④繰入金 0 -4,000 ④事業費 44,755 -712

⑤財産収入 0 0 ⑤拠出金 981 -629

⑥使用料 7,000 0 ⑥償還金及び利子 0 -20

⑦雑収入金 2,250 -1 ⑦分担金及び負担金 2,798 -62

⑧前年度繰越金 27,500 -2,362 ⑧水利施設管理費 9,980 -1,500

⑨促進費 150 -4,100

⑩予備費 3,446 290

合　　　計 86,615 -8,875 合　　　計 86,615 -8,875

単位:千円

役職員退職積立金会計 農地転用地区除外決済金会計
区　　分 本年度予算額 前年度比較 区　　分 本年度予算額 前年度比較

収支合計額 14,602 -12,401 収支合計額 3,721 640

運営積立金会計
区　　分 本年度予算額 前年度比較

収支合計額 275,525 -2,796

算出基準日（令和3年４月１日現在）

種　　目 納　　期

令和3年 8月5日

令和3年12月6日

一般会計

（田、畑）

★令和3年度　土地改良事業計画★
事業量

ため池工　1.0式

水路工  L=118m7.県単独土地改良事業 射水市山本新

2.県営農村地域防災減災事業 射水池多

1.県営農村地域防災減災事業

6.県単独土地改良事業 富山市北押川 安全柵 L=544m

3.県営農村地域防災減災事業 富山市吉作 ため池廃止　1.0式

★令和3年度　特別会計収支予算書★

☆令和3年度　一般会計収支予算書☆
　　　　　収入支出合計　　　　86,615千円

事　業　名 地区名

富山市平岡 ため池工　1.0式

8.県単独土地改良事業 射水市塚越 水路工  L=74m

4.県単独土地改良事業 富山市平岡 安全柵 L=100m

5.県単独土地改良事業 富山市三熊 流量計  1.0式

　☆令和3年度　一般会計賦課金単価☆

１０ａ当り単価

　◆令和3年度　農地転用地区除外決済金◆

維持管理決済金 1㎡当り　１６０円

経常賦課金 田　畑 4,300円

発　行

1期　令和3年 7月23日

2期　令和3年11月25日
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★呉羽射水山ろく用水土地改良区★
設立50周年

呉羽射水山ろく用水土地改良区は、昭和45年8月26日に土地改良区の

設立認可を受け、50周年を迎えました。これを記念して記念誌を発

行いたしました。

このマークは呉羽射水山ろく用水土地改良区のシンボルマーク

です。「射水山麓に連なる丘」「山麓の田畑を潤す水」

「野鳥が群飛ぶ楽園」「遥か見はるかす立山」をモチーフに

作成されました。

◆どんぐり橋◆

◆古洞ダム◆

◆記念碑◆

◆開ヶ丘◆

◆ファームポンド◆

◆呉羽丘陵◆

◆室住池◆ ◆池多地内◆
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・ 児童・高齢者への危険箇所の声かけ ・ 身近な水路でも十分な安全確認を

・ 慣れた道でも暗いところは注意

◆賦課金の徴収時期◆

・通帳記入をもって領収書とかえさせていただき

ます。

 1期賦課金徴収時  1期賦課金徴収 ・なお、領収書が必要な場合は土地改良区まで

 2期賦課金徴収 ご連絡ください。12月6日8月5日

年間賦課金

8月5日

1万円未満 1万円以上

年1回徴収 年2回徴収

平岡地区

県単独土地改良事業

- 完 成 -

事業費 ：5,000,000円

工事内容：水路工整備

工 期 ：R2.10.2

～R3.3.10

延 長 ：29ｍ

- 着工前 -

山本新地区

事業費 ：7,500,000円

工事内容：水路工整備

工 期 ：R2.10.5

～R3.3.10

延 長 ：288ｍ

◆口座引落賦課金の領収書について◆

★賦課金は納入期限までに納めて下さい★

個人表彰 ★☆★富山市土地改良協議会表彰★☆★

庶務担当理事 林 作三

★農業用水路への 転落事故に注意しましょう★
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