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構えポンプ場 

牛滑柄谷ポンプ場 

牛滑２枚水門 

 
 平成２７年３月２９日午前 
役員による外輪野用水路 
及び幹線施設の内見を 
実施しました。 

菖蒲谷水路橋 

菖蒲谷余水吐水門



平成27年７月 第１6号（２）

【収入の部】 単位：円
科　　　　目 決算額

賦　　課　　金 14,418,299
     1．経常賦課金 11,312,277
     2．開ﾊﾟ地区賦課金 2,896,792
     3．事業賦課金 209,230
補助金交付金 9,271,000
寄　　附　　金 547,500
過年度収入 713,770
雑　　収　　入 3,100,040
債務負担金 3,515,358
繰　　入　　金 6,489,189
繰　　越　　金 4,648,942

収入合計 42,704,098

【支出の部】
科　　　　目 決算額
　事　　務　　費 7,235,030
　維 持 管 理 費 5,979,125
　事　　業　　費 6,002,850
　償還金及び利子 4,352,470
　繰　　出　　金 8,300,000
　分　　担　　金 6,764,800
　負　　担　　金 142,473

支出合計 38,776,748
２６年度へ繰越 3,927,350

平成２５年度特別会計収支決算
単位：円

区　　分 決算額 予算比 区　　分 決算額 予算比

収入合計 489,189 -811 収入合計 1,771,705 1,705
支出合計 489,189 -811 支出合計（次年度繰越金 1,771,705 1,705

次年度繰越金 ― ―

 農地転用決済金積立金特別会計 単位：円  維持管理積立金特別会計 単位：円

区　　分 決算額 予算比 区　　分 決算額 予算比

収入合計 25,110,807 -89,193 収入合計 22,005,061 5,061
支出合計（次年度繰越金） 25,110,807 -89,193 支出合計 22,005,061 5,061
 退職給与積立金特別会計 単位：円 次年度繰越金 16,005,061 5,061

区　　分 決算額 予算比

収入合計 2,304,826 4,826
支出合計（次年度繰越金） 2,304,826 4,826

平成２５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

外輪野用水土地改良区だより

32,929,429合　　　　　計58,663,051
3,000,000

金　　　額種　　　目金　　　額

平成２５年度一般会計収支決算

0　　　１．公庫借入金3,927,350
5,513,796　長　期　負　債53,587,051

2,076,000
5,076,000

5,513,796　　　２．農協借入金1,407,302

45,192,399 　退職給与引当金 2,304,826

3,060,000 　農地転用決済積立金 25,110,807

 農林漁業資金償還積立金特別会計　　　　　　単位：円  加入金積立金特別会計
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（3）第１6号 平成27年７月

【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 13,820 -1,967 　事　　務　　費 7,920 ―
　　　１．経常賦課金 10,350 -1,150 　維 持 管 理 費 7,173 -390
　　　２．開ﾊﾟ地区賦課金 2,970 -430 事　　業　　費 ― ―
　　　３．事業賦課金 500 -387 　償還金及び利子 2,944 ―
補助金交付金 990 -750 　繰　　出　　金 2,475 -3,025
寄　　附　　金 560 ― 　分　　担　　金 1,000 -1,500
過年度収入 500 ― 　負　　担　　金 500 ー
雑　　収　　入 2,611 -401 　予　　備　　費 2,988 1,245
債務負担金 2,944 ―
繰　　入　　金 ― ―
加　　入　　金 75 -125
繰　　越　　金 3,500 -427

収入合計 25,000 -3,670 支出合計 25,000 -3,670

平成２７年度特別会計収支予算書 平成２７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 ― ―  　

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 25,600 300 開パ地区賦課金 

 退職給与積立金特別会計 単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比 納期（１期）
収 支 合 計 額 3,000 400

納期（２期）
単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 2,045 75

単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 23,000 2,000

平成２７年 １２月２５日

平成２７年 　８月１３日

1期　４，９８０円　　　

(2期　2,250円)

 加入金積立金特別会計

 維持管理積立金特別会計

 農林漁業資金償還積立金特別会計

平成２７年　４月　１日）

 農地転用決済金積立金特別会計

外輪野用水土地改良区だより

平成２７年度一般会計収支予算書

(１期　2,250円)

１０ａ当り
４，５００円　　　
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平 成 ２ ７ 年 度 土 地 改 良 事 業 計 画 

 

総代会開催状況 
   第６３回 臨時総代会 

平成２６年７月２７日 総代数４６名 出席総代 ３３名 
・平成２５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 

     ・平成２６年賦課金徴収基準補正、一般会計収支補正予算について 
１０議案原案通り議決 

     

   第５９回 通常総代会 
    平成２７年３月２９日 総代数４５名 出席総代 ３６名 
     ・平成２６年一般会計、特別会計収支補正予算について 
     ・平成２７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 
     １５議案原案通り議決 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

事業名 施行年度 事 業 量 事業費 

県営農村災害対策整備事業 

（県営中山間地域防災減災事業） 
H24～ 

道島・上野工区 

  上用水路 用水路工   一式 
26,000 千円 

県営中山間地域総合整備事業 

（富山広域地区） 
H25～ 道貫用水 改修工 一式  20,000 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。


