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発  行  所 
富山市婦中町外輪野 5843 番地 
外輪野用水土地改良区 
TEL（076）469－3491 
FAX（076）469－6564 
E-mail:sotowano@knei.jp 

県営農村災害対策整備事業による外輪野外北地内の外輪野用水路蓋掛け水路等改修工事がＨ
２５年３月迄に上流部分の１工区約２７０m完成しました。（写真） 
工事期間の通水止め等にご協力ありがとうございました。 
今年度も継続区間下流部分の改修を実施の計画です。昨年度同様、除塵機より下流区間につ
いて工事期間の通水止めを予定していますので、ご協力くださいますようお願い致します。

 

着工前 

着工前 完成 

完成 

外北地区 外輪野用水路蓋掛け水路工 一部完成 
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【収入の部】 単位：円
科　　　　目 決算額

賦　　課　　金 23,127,746
     1．経常賦課金 19,752,677
     2．償還賦課金 938,597
     3．開ﾊﾟ地区賦課金 2,399,552
     4．事業賦課金 36,920
補助金交付金 1,464,000
寄　　附　　金 540,500
過年度収入 1,333,136
雑　　収　　入 5,172,729
債務負担金 24,800,070
繰　　入　　金 5,800,000
加　　入　　金 285,000
繰　　越　　金 3,360,112

収入合計 65,883,293
【支出の部】
科　　　　目 決算額
　事　　務　　費 6,563,575
　維 持 管 理 費 5,579,418
　事　　業　　費 378,000
　償還金及び利子 40,849,471
　繰　　出　　金 6,585,000
　分　　担　　金 1,269,720
　負　　担　　金 124,250

支出合計 61,349,434
２４年度へ繰越 4,533,859

平成２３年度特別会計収支決算
単位：円 単位：円

区　　分 決算額 予算比 区　　分 決算額 予算比

収入合計 1,770,862 5,862 収入合計 1,704,107 4,107

支出合計（次年度繰越金） 1,770,862 5,862 支出合計（次年度繰越金） 1,704,107 4,107

区　　分 決算額 予算比

収入合計 7,788,567 2,567 単位：円

支出合計 5,800,000 ― 区　　分 決算額 予算比

次年度繰越金 1,988,567 2,567 収入合計 6,000,000 ―

 農地転用決済金積立金特別会計 単位：円 支出合計（次年度繰越金） 6,000,000 ―

区　　分 決算額 予算比

収入合計 24,732,441 -117,559
支出合計（次年度繰越金） 24,732,441 -117,559

平成２３年度末財産目録
【資産の部】 【負債の部】 単位：円

種　　　目
　流　動　資　産
　　　　１．預　　　　金
　　　　２．未   収   金
　　　　３．積立金特別会計

　　　　４．出　 資 　金
　固　定　資　産
　　　　１．土　　　　地
　　　　２．記  念　 碑

合　　　　　計
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平成２３年度一般会計収支決算

5,076,000

　退職給与引当金

金　　　額
46,342,937 15,467,694

種　　　目
　長　期　負　債

4,533,859 　　　１．公庫借入金 94,726

 維持管理積立金特別会計

 加入金積立金特別会計

 農林漁業資金償還積立金特別会計　　　　　　単位：円

 退職給与積立金特別会計

　　　２．農協借入金 15,372,968
1,704,107

3,060,000 　農地転用決済積立金 24,732,441

51,418,937 合　　　　　計 41,904,242
3,000,000
2,076,000

2,553,101
36,195,977

金　　　額

事務費
10.7%

維持管理

費
9.1%

事業費

0.6%
償還金及

び利子
66.6%

繰出金

10.7%

分担金
2.1%

負担金

0.2%

支出

賦課金
35.1%

補助金交付

金

2.2%

寄附金

0.8%
過年度収入

2.0%
雑収入
7.9%

債務負担

金
37.7%

繰入金

8.8%

加入金
0.4%

繰越金
5.1%

収入
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【収入の部】 【支出の部】 単位：千円
科　　　　目 本年度予算額 前年度予算比 科　　　　目 本年度予算額 前年度予算比

賦　　課　　金 15,135 -3,782 　事　　務　　費 7,920 ―
　　　１．経常賦課金 11,500 -4,046 　維 持 管 理 費 6,853 -460
　　　2．償還賦課金 ― -99 　事　　業　　費 6,000 3,392
　　　３．開ﾊﾟ地区賦課金 2,930 330 　償還金及び利子 4,360 -2,230
　　　４．事業賦課金 705 33 　繰　　出　　金 8,300 ―
補助金交付金 10,995 5,257 　分　　担　　金 10,210 5,171
寄　　附　　金 570 ー 　負　　担　　金 250 ー
過年度収入 500 -400 　予　　備　　費 2,807 227
雑収入 3,000 -861
債務負担金 3,510 -1,070
繰　　入　　金 10,490 8,990
加　　入　　金 ― ―
繰　　越　　金 2,500 -2,034 支出合計 46,700 6,100

収入合計 46,700 6,100

平成２５年度特別会計収支予算書 平成２５年度一般会計賦課金単価
（賦課基準日

単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比 種　　　　　目
収 支 合 計 額 1,770 ―  　

経 常 賦 課 金
単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 490 -1,498 開パ地区賦課金 

 農地転用決済金積立金特別会計 単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 25,200 200 納期（１期）

単位：千円 納期（２期）
区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 2,300 300

単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 22,000 8,000
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平成２５年度一般会計収支予算書

(１期　2,500円)

１０ａ当り
５，０００円　　　

 加入金積立金特別会計

平成２４年　４月　１日）

 農林漁業資金償還積立金特別会計

 退職給与積立金特別会計

 維持管理積立金特別会計

平成２５年 １２月２５日

平成２５年 　８月１３日

1期　４，９０７円　　　

(2期　2,500円)

賦課金
32%

補助金交
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24%
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1%

過年度
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6%
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5%
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17.0%
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0.5%

予備費
6.0%

支出
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平 成 ２ ５ 年 度 土 地 改 良 事 業 計 画 

 

総代会開催状況 
   第６１回 臨時総代会 

平成２４年７月２２日 総代数４５名 出席総代 ３５名 
・平成２３年度事業報告及び一般会計、特別会計収支決算承認について 

     ７議案原案通り議決 
     
   第５７回 通常総代会 
    平成２５年３月２４日 総代数４５名 出席総代 ３２名 
     ・平成２４年一般会計、特別会計収支補正予算について 
     ・新規土地改良事業の施行について 
     ・平成２５年度事業計画及び一般会計、特別会計収支予算等について 
     ・定款の一部変更について 
     ・規約、規程の一部改正について 
     ２０議案原案通り議決 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

事業名 施行年度 事 業 量 事業費 

基盤整備促進事業 外輪野用水地区 H25 用排水路工 一式 6,000 千円 

県営農村災害対策整備事業 H24～ 外北工区 外輪野用水路蓋掛水路工 一式  200,000 千円 

 

組合員得喪通知書提出のお願い 
下記に該当される方は、必ず提 出 ください。  

★ 組合員が死亡された場合 

★ 農地の売買、賃貸借契約等で権利移動した場合 

★ 農業者年金受給による経営移譲の場合  

       届出がないとこれまでどおりの組合員に賦課されます。 
（登記等の手続と別に土地改良区への通知が必要です。） 

お気軽にお問い合わせください。 ＴＥＬ ０７６‐４６９‐３４９１ 
     資格得喪通知書用紙等は土地改良区にあります。 
 


