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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 

地域用水環境整備事業による小水力発電施設整備の発電所建屋等工事や水車発
電機製作据付工事等が、いよいよ完成し発電運用開始しました。
発電所の安全な稼働を祈願のため、令和３年７月１２日、藤井裕久富山市長は
じめ、県や市等関係各位や施工業者等の代表者、役職員が参列して清祓式及び
発電開始式を執り行いました.
発電所や取水施設の外構等工事が現在施工中であり、令和３年度中に事業完了
予定となっています。

発電所水車発電機
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【収入の部】 単位：円
科　　　　目 決算額

  賦　　課　　金 12,444,651
     1．経常賦課金 8,887,600
     2．開ﾊﾟ地区賦課金 3,422,501
     3．事業賦課金 134,550
  補助金交付金 1,443,000
  寄　　附　　金 508,500
  過年度収入 206,817
  雑　　収　　入 2,333,913
  繰　　入　　金 1,130,000
  加　　入　　金 0
  繰　　越　　金 4,090,056

収入合計 22,156,937

【支出の部】
科　　　　目 決算額

　事　　務　　費 8,582,962
　維 持 管 理 費 6,372,340
　事　　業　　費 891,550
　繰　　出　　金 1,335,000
　分　　担　　金 0
　負　　担　　金 663,442

支出合計 17,845,294
令和２年度へ繰越 4,311,643

令和元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 支 合 計 額 27,100,325 26,325 収 支 合 計 額 1,456,638 638
（次年度繰越金） 27,100,325 （次年度繰越金） 956,638

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 支 合 計 額 5,100,987 987 収 支 合 計 額 24,122,808 12,808
（次年度繰越金） 5,100,987 （次年度繰越金） 23,492,808

⑸小水力発電事業特別会計
【収入の部】 【支出の部】 単位：円

科　　　　目 決算額 予算比 科　　　　目 決算額 予算比

　借　　入　　金 42,270,000 -31,200,000   事　業　費 233,464,287 -208,000,000

　補　　助　　金 191,188,000 -176,800,000   償　還　元　金 ― ―

　雑　　収　　入 6 -532   償　還　利　子 8,915 -1,085

　繰　　入　　金 700,000 ― 一時借入金利子 119,680 -480,320

　繰　　越　　金 566,462 ―   一般管理費 240,184 -50,529

収入合計 234,724,468 -208,000,532   負　　担　　金 ― ―

令和２年度へ繰越 891,402   予　　備　　費 0 -360,000

支出合計 233,833,066 -208,891,934

令和元年度末財産目録
【資産の部】 【負債の部】 単位：円

種　　　目
　流　動　資　産
　特　定　資　産
　固　定　資　産

合　　　　　計

56,650,758 　退職給与引当金 5,100,987
5,076,000 　農地転用決済積立金 27,100,325

71,738,786 合　　　　　計 79,771,312

10,012,028 　長　期　負　債 47,570,000

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

金　　　額 種　　　目 金　　　額
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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 12,627 529 　事　　務　　費 9,470 220
　　　１．経常賦課金 9,092 -1 　維 持 管 理 費 7,832 2
　　　２．開ﾊﾟ地区賦課金 2,893 -27 　事　　業　　費 24,557 15,050
　　　３．事業賦課金 642 557 　繰　　出　　金 550 -500
  補助金交付金 27,666 17,558 　分　　担　　金 ― ―
  寄　　附　　金 540 ― 　負　　担　　金 850 ―
  過年度収入 500 ― 　委　　託　　費 2,600 2,600
  雑　　収　　入 2,312 -17 　予　　備　　費 2,386 -314
  繰　　入　　金 600 -700
  加　　入　　金 ― ―
  繰　　越　　金 4,000 -312

収入合計 48,245 17,058 支出合計 48,245 17,058

令和３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 27,220 37 収 支 合 計 額 956 ―

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 6,200 550 収 支 合 計 額 22,200 -1,290

⑸小水力発電事業特別会計
【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

　発　電　事　業 10,000 10,000   発 電 事 業 費 7,280 6,980
　特定資産運用 0 0   一 般 管 理 費 1,100 1,100
　補　　助　　金 73,979 -191,646   借入返済支出 0 0
　雑　　収　　入 ― ―   支　払　利　息 800 40
　借　　入　　金 13,057 -33,818 土地改良施設建設仮勘定 87,036 -225,465
　繰　　入　　金 0 -500  特定資産積立支出 0 0
　繰　　越　　金 1,000 108   予　　備　　費 1820 1,489

収入合計 98,036 -215,856 支出合計 98,036 -215,856

令和３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３年 １２月２４日

令和３年 　８月１３日

１０ａ当り
４，０００円

(１期　2,000円)
(２期　2,000円)

1期　４，８４５円　　　

⑷維持管理積立金特別会計

令和　３年　４月　１日）

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
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令和３年度一般会計収支予算書
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　　第７０回　臨時総代会
令和２年７月２６日　総代数４３名　出席総代　４１名(書面議決含む)

・令和元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
・令和２年度一般会計、小水力発電事業特別会計収支補正予算について
　１０議案原案通り議決

　　　第６５回　通常総代会
令和３年３月２８日　総代数４３名　出席総代　３９名(書面議決含む)

　　　　　・令和２年度一般会計、小水力発電事業特別会計収支補正予算について
　　　　　・令和３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
　　　　　・小水力発電事業特別会計について
　　　　　・会計細則の改正について

　１９議案原案通り議決

         ＴＥＬ　０７６‐４６９‐３４９１ 

　県単独農業農村整備事業　(高山地区) R3 　用排水路改修  L=30m

　市補助土地改良事業　(牛滑地区) R3 　農道法面復旧　６ｍ

　基盤整備促進事業（富山広域地区） R3 　外輪野用水路転落防止柵整備

　県単独農業農村整備事業　(瑞穂地区) R3 　用排水路改修 L=42.3m

　団体営調査設計事業　(外輪野南地区) R3 　四尺江用水整備事業　調査設計一式

　維持管理適正化事業事業　(開パ地区) R3 　ポンプ分解整備一式

　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

　地域用水環境整備事業（外輪野地区） H30～Ｒ3 　小水力発電施設一式
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総代会開催状況

令和３年度土地改良事業計画

事業名 施行年度 事　業　量


