
広 報 う け ど が わ 第１９号 ⑽平成３１年１月１日

支　出　合　計
小高東部地区基盤整備促進事業
飯崎地区農山村地域復興基盤総合整備事業
飯崎地区農山村地域復興基盤総合整備事業（H28繰越）
飯崎地区基盤整備促進事業
国営附帯県営土地改良事業

会計区分／項目
支出の部

3,000,000
0

3,000,000
0
0
0

繰出金

11,807,640
0

2,798,280
9,009,360

0
0

事業費

84,253,908
0

302,310
0
0

83,951,598
借入金償還金

2,234,883
400,000
1,230,763

0
604,120

0
事務費

101,296,431
400,000
7,331,353
9,009,360
604,120

83,951,598
計

収　入　合　計
小高東部地区基盤整備促進事業
飯崎地区農山村地域復興基盤総合整備事業
飯崎地区農山村地域復興基盤総合整備事業（H28繰越）
飯崎地区基盤整備促進事業
国営附帯県営土地改良事業

会計区分／項目
収入の部

96,759,238
400,000
2,798,280
9,009,360
600,000

83,951,598
補助金／受託金

563,160
0

563,160
0
0
0

繰入金

10,281,543
0

10,179,161
0

82,396
19,986

繰越金

8,369,033
1

8,368,972
0
1
59

その他

115,972,974
400,001

21,909,573
9,009,360
682,397

83,971,643
計

（単位：円）

（単位：円）

支　出　合　計
大柿ダム管理受託事業

会計区分／項目
支出の部

23,436,423
繰出金

7,196,247
事業費

0
借入金償還金

1,080
事務費

30,633,750
計

収　入　合　計
大柿ダム管理受託事業

会計区分／項目
収入の部

30,630,624
補助金／受託金

76,330
繰入金

0
繰越金

240
その他

30,707,194

23,436,423 7,196,247 0 1,080 30,633,750

30,630,624 76,330 0 240 30,707,194

計

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

収入支出差引残金は、次年度特別会計に繰越を致しました。【維持管理事業特別会計】

【土地改良事業特別会計】

　平成30年度９月28日開催の平成30年度臨時総代会において、
一般会計・特別会計の決算が審議され、次の通り承認されました。

事務費
85,338,105
（42％）

償還金 7,053,193（3％）
負担金 1,056,536（0％）

雑収入 
2,927,646
（1％）

前年度繰越金 47,803,589（15％）
還付金 

23,045,155
（11％）

維持管理費 1,531,499（1％）

寄附金 
1,500,000
（1％）

財産収入 
1,760
（0％）

繰出金 
85,350,000
（42％）賠償金

86,634,325
（27％）

特別会計
繰入金
30,995,500
（10％）

事務所費 1,331,100（1％）

決済金
147,424,959
（46％）

平成30年度請戸川土地改良区一般会計収入支出、並びに
財務の状況を規約第44条の規定により公表します。

● 財務状況の公表 ●

支出合計
204,705,588円

収入合計
317,287,779円

平成29年度
一般会計 204,705,588円204,705,588円204,705,588円 決算報告

平成29年度
特別会計 181,930,181円181,930,181円131,930,181円 決算報告
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⑵ 小高区東部地区 経営体育成促進事業
（基盤整備関連流動化促進事業）

農地集積面積 50％以上経営・
増加率 21％超える目標活動

№ 事業地区名 事　　業　　名 事　業　内　容 事業費 負担率

252,000

（単位：円）

【平成30年度実施の特別事業会計】

土地改良促進事業

農地集積促進事業

　平成30年度3月28日開催の平成29年度通常総代会
及び平成30年9月28日開催の臨時総代会において、
平成30年度予算が可決されました。

⑴ 小高区飯崎地区 経営体育成促進事業
（基盤整備関連流動化促進事業）

農地集積面積 50％以上経営・
増加率 20％超える目標活動 679,000

⑷ 小高区東部地区 農山村地域復興基盤整備事業
（面的集積型）

地区内農地等状況調査、
換地業務　他 7,801,000

⑶ 小高区東部地区
（Ｈ29繰越）

農山村地域復興基盤整備事業
（面的集積型）

地区内農地等状況調査、
換地計画基準及び原案作成　他 14,575,680

⑵ 小高区飯崎地区 農山村地域復興基盤整備事業
（面的集積型）

地区内農地等状況調査、
換地業務　他 25,889,000

⑴ 請戸川地区 国営附帯県営土地改良事業 かんがい排水事業償還 83,859,000

№ 委　託　者 事　　業　　名 事　業　内　容 事業費 負担率
【平成30年度実施の事業】

委託事業

⑴ 福島県 国営造成施設県管理受託事業 ダム施設点検整備事業 51,564,650 ０％

事務費
85,989,853
（17％）

繰出金
384,956,820
（75％）

償還金
7,050,000（1％）

管理費 7,332,000（1％）
納付金 3,363,522（1％）

還付金
23,051,000
（5％）

賠償金
268,330,000
（52％）

支出合計
515,949,000円

前年度繰越金
112,582,191
（22％）

決済金 
44,004,000
（8％）

財産収入
2,000
（0％）

収入合計
515,949,000円

事務所費
2,100,000
（0％）
負担金
1,200,000
（0％）

繰入金
82,873,043
（16％）

予備費 640,000（0％）
選挙費 265,805（0％）雑収入 

8,157,766
（2％）

〔

平成30年度
一般会計 515,949,000円515,949,000円515,949,000円予算総額

平成30年度
特別会計 133,055,680円133,055,680円133,055,680円予算総額
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南相馬市小高区

防災集団移転事業、防災林造成事業、災害復旧事業等で地区除外申請のあった箇所及び面積
（平成30年３月申請～平成30年11月申請）

浪　江　町

大　字 小　字 面積（㎡） 転用関係者
大　井 観音前 991.00 個　人
塚　原 白金田 1,604.74 福島県
女　場 亀　渕 597.00 合同会社南相馬村上福岡ソーラー
福　岡 堂　田 24,497.00 合同会社南相馬村上福岡ソーラー

大　柳 9,299.47 福島県
合同会社南相馬村上福岡ソーラー

大明神 36,938.00 合同会社南相馬村上福岡ソーラー

大　字 小　字 面積（㎡） 転用関係者
村　上 沼　田 20,171.81 福島県

合同会社南相馬村上福岡ソーラー

福島県
合同会社南相馬村上福岡ソーラー

仲川原 380.69 福島県
越戸畑 21,306.00 合同会社南相馬村上福岡ソーラー

逆　堰 37,473.00

井田川 北新田 450,575.37 SGET南相馬メガソーラー合同会社
計 603,834.08

大　字 小　字 面積（㎡） 転用関係者
幾世橋 落　合 101.82 福島県

大　字 小　字 面積（㎡） 転用関係者
中　浜 長　沼 1,339.00 福島県

作　内 500.20 福島県 西川原 4,538.88 福島県
辻 4.02 福島県 両　竹 森　合 3,970.38 福島県・浪江町

辻　前 420.68 福島県 本　町 8,583.00 福島県
十日林 20.34 福島県 蛭　田 929.00 福島県
長　田 7.14 福島県 原　田 6,043.00 福島県
長田東 158.09 福島県 長　沼 1,380.00 浪江町
仲　沖 27.51 福島県 ガブメキ 3,766.00 浪江町
来福寺東 95.20 福島県 持　平 831.00 浪江町

北幾世橋 飯　樋 20.28 福島県 庄司口 2,468.00 福島県・浪江町
幾　内 98.36 福島県 酒　井 曲師前 1,852.00

合同会社
浪江酒井ソーラー

北中谷地 1,396.00 浪江町 藤　下 10,869.00
町　尻 296.78 福島県 芦ノ廹 1,888.00
広　内 19.52 福島県 丈　六 4,913.00

棚　塩 中舛倉 12,962.00 浪江町 石名坂 2,179.00
穴　田 1,651.00 浪江町 竹ノ内後 155.00
町　田 1,786.00 浪江町 北　戸 6,271.00
荒井前 288.00 浪江町 下酒井 146,758.00
北金ヶ森 5,561.00 浪江町 中酒井 174,387.00

請　戸 塚ノ越 142.00 浪江町 上酒井 105,378.00
天神渕 1,010.00 福島県 川　原 162,401.00
南　廹 3,770.00 浪江町
雨　垂 1,283.49 浪江町
浮　沼 110.00 福島県
北　廹 7,134.81 浪江町

計 689,763.50

地区除外申請のあった箇所



広 報 う け ど が わ 第１９号⒀ 平成３１年１月１日

決済金について
　各地区の除外申請を受け、土地改良法に基づき当土地改良区におきましても、現在順次転用決
済金の納入通知書を発行させて頂き収納しております。
　土地改良区の運営費や土地改良施設（ダム・頭首工・水路等）の維持管理費、事業費は借入金、
賦課金により賄われており、その額は、土地改良区の受益面積全体で対応しています。
　土地改良区の受益地内の農地（田）を除外する場合、受益面積全体で負担してきたものを残り
の土地（受益地）で負担となり、それを担う組合員さんの過重負担を避ける目的で定められてお
りますのが決済金で、除外時に清算となります。
　そうして納入頂きました決済金は、今後の必要経費に充当しながら土地改良区を運営するしく
みとなっております。
　通知書を発行後、決済金の納入が確認できない場合、除外された土地に賦課金がかかってしま
うこともありますのでご注意願います。

地区面積（ha）の推移

内 訳

総　　　計
Ｈ25年度決算 Ｈ26年度決算 Ｈ27年度決算 Ｈ28年度決算 Ｈ29年度決算

浪 江 町
双 葉 町

南相馬市小高区
4,394

1,947
714

1,733
4,389

1,947
714

1,728
4,342

1,922
714

1,706
4,309

1,916
714

1,679
4,062

1,823
662

1,577

※申請があった後、決済金納入完了した時点で面積を調整

双　葉　町

大　字 小　字 面積（㎡） 転用関係者
新　山 前　沖 3,343.00 環境省

大　字 小　字 面積（㎡） 転用関係者
両　竹 増　田 2,533.01 福島県

蓬　田 3,576.00 環境省 中　野 渋　江 2,506.45 福島県
萩　廹 2,585.61 環境省 原　田 27,499.00 双葉町

郡　山 四斗蒔 354.00 環境省 深　町 21,852.00 双葉町
陣場沢 961.00 環境省 堂ノ前 25,733.00 双葉町
四郎田 6,864.00 環境省 宮ノ脇 484.00 双葉町
島 9,327.00 環境省 羽山前 1,643.00 福島県

久保谷地 14,771.00 環境省 舘ノ内 21,638.00 双葉町
渋　川 石　仏 24,497.00

合同会社
鴻草渋川エナジー

塚ノ前 11,772.00 双葉町
町　田 31,270.00 江　又 12,878.31 双葉町
竹　下 27,938.00 竹ノ花 16,358.00 双葉町
田　中 3,106.00 高　田 10,641.00 双葉町
下　江 18,059.00 中　浜 西川原 3,894.84 福島県
中　島 5,087.00 本　町 3,871.02 福島県
樋　口 14,556.00 南川原 3,673.89 福島県
羽　竜 56,820.00

鴻　草 高　田 98,872.00
計 488,964.13

総計 1,782,561.71
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土地改良先生と請戸川太郎君の

土地改良講座

土地改良先生 請戸川太郎君

Ｑ.今回どうして改正されるの？

A.

Ｑ.どんなことが改正されるの？

Ａ.そうだね。大まかに説明するよ。改正は大きく７つあるんだ。

じゃあ、説明するよ。土地改良区とは、農業生産に必要な施設を適切
に維持管理して、将来にわたって良好な営農環境を維持する役割を果
たすものなんだよ。最近、農家の皆さんが高齢化による離農や土地利
用集積の進展で田んぼは持ってるけど耕作はしていない農家さんが増
えるかもしれないから土地改良区が施設の維持管理や、更新等をきち
んとやって行くには、田んぼを作る人の意見を良く聞いて行かなけれ
ばならないよ。
それから、土地改良区の事務の適正な運営のためにも効率良くなるよ
う改善しなければならないね。
そのために、法律を改正する必要があるんだよ。

①組合員の資格交替について
　　土地改良区は、賃借地の所有者又は耕作者で事業参加資格を持たない人を准組合員として加入
　させることができることとすること。事業参加資格を所有者から耕作者へ交替する場合農業委員
　会の承認制を届出制とし、農地中間管理機構が農地の賃借を行う場合の組合員の資格得喪通知に
　ついて、機構が単独で通知できることとする。

②理事の資格要件見直しについて
　　土地改良区理事の定数の５分の３以上は原則として耕作者である組合員とする。

③利水調整のルール化について
　　土地改良区は総会の議決を経て農業用水利水調整規程を定めること。

④土地改良施設管理への参加について
　　土地改良区は、地域住民を構成員とする団体で土地改良施設の管理に関連する活動を行うもの
　を施設管理准組合員として加入させることができることとすること。

土地改良法の一部が改正されます
（農林水産省　平成30年6月）
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定款変更や諸規程整備は平成３１年度（2019）の総代会で議決が得られ
るように準備することが必要だから平成３１年（2019）９月頃か平成３２
年（2020）３月の総代会に議案提出できるようにすればいいね。
そうして、請戸川土地改良区は平成３３年度（2021）、つまり平成３３年
（2021）１１月に総代改選、平成３４年（2022）２月には役員改選がある
から、それまで準備を進めておくようにするといいね。

今回の改正は平成３１年４月１日から施行されるんだけど、すぐに
全部は大変だから、移行期間て言うのがあるんだ。役員の選任に
関することは、４年間、会計制度の見直しは３年間の移行期間だよ。

移行期間を考えると、平成３４年度（2022）の決算関係書類からだ
から平成３５年（2023）９月頃の総代会には、作成し提出になるよ。

なんだかむずかしそうだな。

Ｑ.いつから改正するの？

そうかもしれないね。改正をするには、土地改良区
の定款変更や諸規程の整備をしなければならないね。

Ｑ.じゃあ、請戸川土地改良区はいつになるの？

Ｑ.決算関係書類の貸借対照表作成の方は？

また一緒に勉強しよう。

７つの内容をもっと詳しく知りたいからまた教えて下さい。

⑤総代会制度の見直しについて
　　設置要件を組合員数２００人超から１００人超とし、定数を３０人以上とする。選挙は選挙管理
委員会の管理を廃止し土地改良区の管理とする。総代は、書面又は代理人をもって議決権を行使す
ることができる。（但し、総代会の出席率低下を懸念し、その行使の全部または一部に制限をかける
ことができる）

⑥土地改良連合の業務の拡充について
　　二以上の土地改良区は共同して事務や附帯事業を行うため、土地改良区連合を設立することが
　できる。

⑦財務会計制度の見直しについて
　　土地改良区は、決算時収支決算書のほか、原則として貸借対照表を作成することとし、規程も
　整備する。土地改良区の監事のうち１人以上は原則として員外監事を選任するものとする。

A.

A .

A .




