︵特別賦課金も含む︶

滞納賦課金は新組合員に継承
土地改良区管内の農地を売買する
とき︵競売取得も含む︶や組合員資
格を交代する場合︑その農地に滞納
賦課金があると︑新しくその農地を
取得した方に滞納賦課金を支払う義
務が生じます︒︻土地改良法第 条
第1項権利義務の継承︼
農地の売買等の契約をされる場合
は︑トラブルにならないよう当事者
間で十分話し合ってから滞納賦課金
を精算するようお願い致します︒

農地の権利異動・組合員資格の
変更には届け出を

農地中間管理機構経由の
受委託について︵ご注意を︶
平成 年度から新たにスタートし
た農地中間管理機構経由での耕作地
の受委託であっても︑土地改良区へ
の届出︵組合員資格得喪通知書︶は
必要ですのでご注意ください︒

公共事業の転用にも
地区除外申請と決済金が必要

平成 年度事務局体制

■新採用︵5月

事務局長

平成 年度賦 課 金 に つ い て
年度の賦課金は︑平成 年4月
1日の土地原簿に基づき計算され
ます︒
土地改良区の経常賦課金は︑土地
改良区の運営費や管内土地改良施設
の維持管理費に充てられ︑また︑特
別賦課金は︑土地改良事業の借入金
の返済に充てられます︒
第1期賦課金 納入期限
平成 年7月 日
第2期賦課金 納入期限
平成 年 月 日
27

滞納賦課金の 対 応 に つ い て

当土地改良区管内で公共事業用地
︵道路︑河川等︶として︑農地を
売渡︑寄付した場合でも土地改良
法第 条第2項により︑地区除外
申請と決済金の納入が必要です︒
公共工事の用地買収契約調印の際
は︑除外申請︑転用決済金等につ
いて︑十分︑事業主体と協議し︑
当土地改良区への申請をお願いし
ます︒
地区除外の申請後︑決済金を納入
いただかないと土地原簿から面積
削除できないため︑従前どおり賦
課されますのでご注意下さい︒
日付け︶

❹・お知らせ

吉原光代

27

小林良一

❸・平成27年度事業概要
・国営かんがい排水事業
・県営経営体育成基盤整備事業

用水路やため池で
遊ばないように

事 務 局

新採用ごあいさつ
今春より当土地改良区にお世話に
なることとなりました︑国原裕と申
します︒これまでは︑他の改良区で
業務に携わってまいりましたが︑こ
の度ご縁があり当改良区で働かせて
頂くこととなりました︒今までの経
験を活かし︑精一杯頑張っていく所
存ですので︑今後ともご指導のほど
宜しくお願い申し上げます︒

●発 行：和田土地改良区
●責任者：理事長 宮腰辰夫

面 積
723 ha
組合員 1,004 人

URL : http://www.wadadokai.jp E-mail : wada@valley.ne.jp
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朝比奈桂一
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①組合員が住所を変更したとき
②農業者年金の受給により経営移
譲をするとき
③農地の売買や交換があったとき
④生前一括贈与するとき
⑤組合員が死亡されたとき
⑥賦課金の振替口座の名義を変え
たり︑口座を変更したとき
※農業委員会・農協へ届出を行い︑
法務局での登記が完了した場合で
も土地改良区への届出がない限
り︑変更前の状態で賦課されるこ
とになりますので︑お手数ですが
よろしくお願い致します︒

大区画（1.0ha）に整備された農地（上越市大字寺町地内）

！
！

県営経営体育成基盤整備事業
和田南部地区が竣工しました

❷・理事長挨拶
・第134回通常総代会開催
・会計報告
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和田土地改良区
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賦課金を決められた納期限までに
納付しないことを滞納といいます︒
賦課金を納期限内に納付しない場
合︑土地改良区から催促の通知書
︵督促状等︶が送付されます︒ま
た︑賦課金を滞納されますと︑本来
納めるべき賦課額のほかに︑延滞金
がかかります︒︻土地改良法第
条︼︻定款第 条︼
延滞金が発生しないよう納期限ま
でに納めていただけるようよろしく
お願い致します︒
39
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広 報

！
！
■事業概要
事業主体：新潟県
総事業費：8億8600万円
事業内容：整地工56.9ha
用水路工10.2km
排水路工4.9km
道路工7.3km
暗渠排水工37.0ha
事業年度：平成17年度〜
平成26年度
平成17年度より10年を要して実施
されてきた「県営経営体育成基盤整
備事業和田南部地区」が平成27年3
月に事業竣工を迎え、和田土地改良
区 管 内 で 第1号となる大 区 画 ほ 場
（1.0ha区画）の農地が誕生しまし
た。このことにより、担い手農家への
農地集積が図られ生産性の高い近
代農業による農業所得の向上と安定
した農業経営が期待されます。

平成27年7月17日発行

第 9号
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お 知 ら せ

事業概要

回 通常総代会開催

に役職員一同︑より一層努力して参
る所存でございます︒組合員皆様の
更なるご理解ご協力をお願い申し上
げまして挨拶とさせて頂きます︒

第
去る３月 日︑午後１時 分よ
り︑上越市ラーバンセンターにおい
て総代 名︵定数 名・現在員数
名︶の出席を得て開催されました︒
議長には第１分区の岡田一昭氏が選
出され議事に入り︑承認案件︵平成
年度補正関係︶８件︑平成 年度
予算案件 件︑計 件の提案議題に
ついて慎重審議がなされ︑すべて原
案の通り承認︑可決されました︒

○広報のバックナンバー

県営経営体育成基盤整備事業
和田南部地区竣工式挙行

○各種申請書ダウンロード

理事長挨拶
組合員の皆様方には︑日頃より当
土地改良区の運営並びに土地改良事
業の施工にあたり︑ご指導とご協力
を賜り厚くお礼申し上げます︒
去る3月 日に開催されました第
１３４回通常総代会におきまして慎
重審議がなされ︑全 議案を原案通
り可決承認していただきました︒総
代をはじめ︑役員の皆様方に感謝申
し上げます︒
さて︑北陸新幹線もいよいよ開業
し町の活性化が望まれるところであ
ります︒農地に於いては米の値段が
下がり厳しい農業情勢が続いており
ます︒このような状況の中︑国の方
針として︑農政改革２年目を迎え農
業競争力を強化し農地の大区画化・
汎用化や担い手への農地集積・集約
化を重点施策としています︒土地改
良区としましても︑土地改良施設の
維持管理・補修を実施し︑新規ほ場
整備事業地区の推進に取り組んで参
ります︒
ほ場整備事業につきましては︑和
田南部地区が平成 年度に事業が完
了し︑無事竣工致しました︒木島地
区に於いては平成 年度に事業採択
が決定し︑本格的に事業が実施され
ます︒また︑新規ほ場整備事業地区
の推進に当たり地元説明会等も開催
いたしておりますので︑組合員皆様
のご意見ご要望をお聞かせ頂きたい
と考えております︒
土地改良区の適正・効率的な運営

平成 年度

国営かんがい排水事業
﹁関川用水地区﹂
事業着工

www.wadadokai.jp
式辞を述べる
金子副会長

■ 国営かんがい排水事業﹁関川用水地区﹂
関係土改⁝和田土地改良区
関川水系土地改良区
水上土地改良区の
関係地域
事業費⁝６億円
︵総事業費130億円︶
受益面積⁝全体５︐８４３ha
和田管内３６９ha
事業内容⁝小水力発電所建設工事
ダム管理棟補修工事

17

30

竣工式典の様子

■県営経営体育成基盤整備事業
地区⁝木島
事業費⁝６５︐０００千円
数量⁝９５・９ha
事業内容⁝実施設計・換地業務

ホームページをご活用下さい

平成 年６月 日︑県営経営体育
成基盤整備事業和田南部地区の竣工
式を新潟県上越地域振興局今井農林
振興部長︑村山上越市長を来賓に迎
え︑上越市仲町のやすねで挙行され
ました︒
同事業推進協議会の金子順一副
会長は﹁平成 年に県営経営体育
成基盤整備事業和田南部地区とし
て事業化され︑本事業が竣工した
今︑関係機関のご指導に呼応して
受益者各位の努力により生産組織
体制が整い︑効率的な農業が展開
されていることは誠に喜ばしく︑
大変感慨深いものがあります﹂と
式辞を述べられました︒
当改良区管内では︑和田南部地区
に続き今年度より木島地区に於いて
大区画ほ場整備事業が開始され︑ま
た数地区に於いて大区画ほ場整備事
業実施に向けた検討会が開催されて
おります︒当改良区としても和田地
域全体の農業がさらに発展するよう
事業推進に努めて参ります︒
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平成25年度一般会計決算・
平成27年度一般会計予算概要
国営事業関川用水地区は︑昨年
８月に﹁関川用水農業水利事業建
設所﹂が開設されました︒本事業
の目的としましては︑国営関川農
業水利事業︵昭和 年〜 年度︶
で建設しました笹ヶ峰ダムの老朽
化対策を実施し︑農業用水の安定
供給を確保します︒また︑小水力
発電に於いては︑建設工事が予定
されており平成 年７月〜平成
年３月までの工期となっておりま
す︒建設工事完了後には︑売電収
益を維持管理費等に充当すること
で︑農家の皆様の負担軽減に繋が
ればと考えております︒今後も各
関係機関と調整を図りながら︑事
業完了を目指して参ります︒

償還金
34,629
償還金
5,640

（単位：円）

一般会計決算
平成25年度

2
3

143,797,022円 支 出 126,780,638円
平成26年度繰越額 17,016,384円
収 入

94,033千円
支 出

94,033千円
収 入

繰出金
38,187,500
繰出金
15,893
繰入金
30,857

30

27

維持管理費
15,038,718
繰入金
57,530,541
維持管理費
12,262

受託料
1,036,311
補助金及び
交付金
33,880,000
事業費
17,458
補助金及び
交付金
20,356

特別賦課金
608
受託料
2,072

30

予備費
15,481
経常賦課金
20,376
繰越金
14,809
借入金
3,280

45

37

事務費
29,265,209
経常賦課金
20,558,694
事務費
26,665

借入金
3,800,000

事業費
43,334,000

施設計画図

■農業基盤整備促進事業︵定率・定額︶
事業費⁝3︐504千円
事業内容⁝区画拡大・
用排水路改修工事

27

会議費 841,512
繰越金 24,320,343
会議費 634
雑収入 599

39

29

選挙費
79,070
特別賦課金
37,399

58

27

■ 農業水利施設保全合理化事業︵定額︶
地区⁝和田第３︵三ヶ字頭首工・
石沢第１頭首工︶
事業費⁝５︐４００千円
数量⁝２箇所
事業内容⁝施設計画策定
地区⁝和田第４︵柳井田頭首工︶
事業費⁝１︐５５０千円
数量⁝１箇所
事業内容⁝機能保全計画策定

岡田一昭 議長

雑収入
1,556,698
財産収入
1,077,036
財産収入
1,076

37

26

27

（単位：千円）

一般会計予算
平成27年度

43

27

43

総代会の様子
三ヶ字頭首工
石沢第1頭首工
柳井田頭首工

26

平成27年度実施予定箇所
農業水利施設保全合理化事業
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