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地域用水環境整備事業による小水力発電施設整備

工事がいよいよ着工となり、令和元年６月１２日、

工事現場にて、安全祈願祭及び起工式を

執り行いました。

地区関係者様、県、市関係各位、役職員、施工業者

が参列して工事の安全を祈願しました。



令和元年７月 第２０号（２）

【収入の部】 単位：円
科　　　　目 決算額

  賦　　課　　金 11,947,428
     1．経常賦課金 8,976,658
     2．開ﾊﾟ地区賦課金 2,562,020
     3．事業賦課金 408,750
  補助金交付金 12,488,000
  寄　　附　　金 533,500
  過年度収入 280,739
  雑　　収　　入 2,762,805
  繰　　入　　金 ―
  加　　入　　金 ―
  繰　　越　　金 4,535,067

収入合計 32,547,539

【支出の部】
科　　　　目 決算額
　事　　務　　費 6,984,164
　維 持 管 理 費 6,153,695
　事　　業　　費 13,000,800
　繰　　出　　金 460,000
　分　　担　　金 216,750
　負　　担　　金 209,886

支出合計 27,025,295
３０年度へ繰越 5,522,244

平成２９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 26,934,714 1,084,714 収入合計 2,048,423 423
支出合計（次年度繰越金） 26,934,714 1,084,714 支出合計（次年度繰越金） 2,048,423 423

⑵退職給与積立金特別会計 単位：円 ⑷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 3,865,908 908 収入合計 26,608,495 8,495
支出合計（次年度繰越金） 3,865,908 908 支出合計（次年度繰越金） 26,608,495 8,495

平成２９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 74,725,598 合　　　　　計 30,800,622

5,076,000
2,076,000
3,000,000

59,457,540 　退職給与引当金 3,865,908
3,060,000 　農地転用決済積立金 26,934,714

5,522,244 　　　１．公庫借入金 0
1,609,814 　　　２．農協借入金 0

金　　　額 種　　　目 金　　　額
69,649,598 　長　期　負　債 0

⑴農地転用決済金積立金特別会計　　　　　　単位：円 ⑶加入金積立金特別会計
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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 12,620 750 　事　　務　　費 9,570 581
　　　１．経常賦課金 9,120 ― 　維 持 管 理 費 7,810 ー
　　　２．開ﾊﾟ地区賦課金 3,500 900 　事　　業　　費 ― -25,884
　　　３．事業賦課金 ― -149 　繰　　出　　金 1,335 127
  補助金交付金 686 -23,318 　分　　担　　金 ― -120
  寄　　附　　金 540 -20 　負　　担　　金 850 100
  過年度収入 500 ― 　委　　託　　費 ― ―
  雑　　収　　入 2,354 -2 　予　　備　　費 2,355 -804
  繰　　入　　金 1,130 -1,970
  加　　入　　金 ― -8
  繰　　越　　金 4,090 -1,432

収入合計 21,920 -26,000 支出合計 21,920 -26,000

令和元年度特別会計収支予算書

単位：千円 単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比 区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 27,074 -26 収 支 合 計 額 1,456 -600

⑵退職給与積立金特別会計 単位：千円 単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比 区　分 予算額 前年度予算比

収 支 合 計 額 5,100 635 収 支 合 計 額 24,110 -2,500

⑸小水力発電事業特別会計
【収入の部】 【支出の部】 単位：千円

区　分 予算額 前年度予算比 科　　　　目 本年度予算額 前年度予算比

　借　　入　　金 66,520 32,200   事　業　費 395,100 223,500

　補　　助　　金 328,580 191,300   償　還　元　金 ― ―

　雑　　収　　入 ― ―   償　還　利　子 610 330
　繰　　入　　金 700 100   繰　　出　　金 ― ―

　繰　　越　　金 566 566   一般管理費 296 196

収入合計 396,366 224,166   負　　担　　金 ― ―
  予　　備　　費 360 140

支出合計 396,366 224,166

令和元年度一般会計賦課金単価
（賦課基準日

種　　　　　目
 　

経 常 賦 課 金

開パ地区賦課金 

納期（１期）

納期（２期）

令和元年 　８月１３日

令和元年 １２月２５日

平成３１年　４月　１日）

1期　５，８７０円　　　

(2期　2,000円)
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令和元年度一般会計収支予算書

⑴農地転用決済金積立金特別会計 ⑶加入金積立金特別会計

⑷維持管理積立金特別会計

１０ａ当り
４，０００円

(１期　2,000円)



令和元年７月 第２０号（４）

　　第６８回　臨時総代会

平成３０年７月２９日　総代数４５名　出席総代　３７名

・平成２９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３０年一般会計、特別会計収支補正予算等について
・土地交換について
　１７議案原案通り議決

　　　第６３回　通常総代会

平成３１年３月２４日　総代数４５名　出席総代　３８名

　　　　　・平成３０年一般会計、特別会計収支補正予算について
　　　　　・平成３１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
　　　　　・規約の一部改正について
　　　　　・定款の一部変更について

　２１議案原案通り議決

         ＴＥＬ　０７６‐４６９‐３４９１ 

外輪野用水土地改良区だより

総代会開催状況

令和元年度土地改良事業計画

　地域用水環境整備事業（外輪野地区） H29～Ｒ3 　小水力発電施設一式

事業名 施行年度 事　業　量

　県営農業農村地域防災減災事業
　　　　　　　　　　（外輪野牛滑地区）

H29～Ｒ3 　外輪野用水路　蓋掛水路工L=725m

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。）

資格得喪通知書用紙等は土地改良区にあります。お気軽にお問い合わせください。

今年度も集落割当にて
４月 ７日（日）に江ざらい、

６月16日（日）に江刈りを
実施していただきました。

担当地区の皆様には、
ご協力ありがとうございました。


