
        

  

 

 

 

  

                                                     

                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 初夏の候、組合員の皆様にはますますご清栄のことお慶び申し上げます。 

 平素より土地改良区運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、昭和 50 年に五條吉野土地改良区が設立されて以来、様々な出来事や時代の変遷を乗り越え発展を

重ねてまいりましたが、昨年に環太平洋パートナーシップ協定（TPP）が大筋合意に至ったことにより、

農業を取り巻く環境はグローバルな展開を予見する新たな局面を迎えようとしています。 

 昨年 12 月には森山農林水産大臣が JA 奈良県西吉野柿選果場へ視察にお越しくださり、海外に輸出実績

のある管内の柿に期待を寄せられているとともに、高品質な柿の生産を続けることで、全国の果樹産地の模

範となってもらいたいとのお言葉を頂きました。 

本土地改良区といたしましては、農地と農業用水の益々の活用を促し生産基盤の向上、農業水利施設の充

実を図り、一大産地の形成を押し広げ組合員皆様の収益の向上を目指し、組合員同士の交流を深め合いなが

ら地域の活性化を推進し、更なる発展を図って参りたいと思っております。 

 農業水利施設の状況につきましては、造成後 20 年近くが経過しており、老朽化が進んでいる箇所が多数

あり、限られた予算の中で補修及び更新が必要な個所から順次保全計画を立て、補助事業を取り入れながら

組合員皆様の水利用に支障をきたさないよう推進しております。 

 更に既成畑整備事業におきましては、関係機関との交渉を続け、可能な限り皆様のご要望に沿う形で実現

して参りたいと思っております。これらの事業の推進には、我々役員一同の努力は不可欠ではありますが、

あわせて組合員の皆様のご理解とご協力を承りたく存じます。 

 今後の活動の展望といたしましては、全国で 30 ヵ所の 

優良地区事例に選定していただいた五條の柿づくりを全国に 

情報発信し広めていくとともに、日本各地の農業に係る最新の 

情報をお伝え出来るようと共に、組合員が一丸となり、元気で 

活気があり注目される改良区運営に傾注して参りたいと思います。 

 皆様のご理解とより一層のご指導ご協力をお願い申し上げ、 

発刊のご挨拶とさせていただきます。 
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＊ご じ ょ う よ し の＊ 

○○○○    仲仲仲仲    山山山山    理理理理    事事事事    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    ○○○○    

水土里ネット五條吉野           だより 



○○○○    平成平成平成平成２６２６２６２６年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告についてについてについてについて    ○○○○    
 

 

１１１１ .... 事事事事 務務務務 のののの 経経経経 過過過過 報報報報 告告告告    

➀理事会は平成２６年４月３０日開催の第１回理

事会から平成２７年３月２４日開催の第１０回理

事会の計１０回開催しました。 

②監事会及び監査は平成２６年８月２２日に第１

回監事会と財務監査を行い、平成２７年３月３０

日に第２回監事会と業務監査を行いました。 

③平成２６年度通常総代会は３月３１日に開催さ

れ、議案全て原案のとおり議決されました。 

 

２２２２ .... 事事事事 業業業業 のののの 状状状状 況況況況 

①２６年度のかん水は６月１０日から９月１５日

までの１０６日間行われました。 

②国営造成施設の管理については、改良区職員に

よる直営と委託による点検整備を行い揚水の円滑

な送水に努めました。 

③パイプラインの漏水や水兼道路の補修について

は、多面的機能支払交付金を利用し対応すること

が出来ました。

 

平成２８年３月２４日に五條市市民会館３階

大会議室で平成２７年度五條吉野土地改良区

通常総代会が開催されました。現総代総数４４

名中３３名の出席を得て、議長に丸尾剛弘総代

を選出して議事に入り慎重審議の上、下記提出

議案全て原案どおり議決承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総総総総認第認第認第認第１１１１号号号号////平成２６年度五條吉野土地改良区事

業報告の承認について 

総総総総認第認第認第認第２２２２号号号号////平成２６年度五條吉野土地改良区一

般会計収入支出決算の承認について 

総総総総認第認第認第認第３３３３号号号号////平成２６年度五條吉野土地改良区退

職給与積立金特別会計収入支出決算の承認につい

て 

総総総総認第認第認第認第４４４４号号号号////平成２６年度五條吉野土地改良区財

政調整基金積立金特別会計収入支出決算の承認に

ついて 

総総総総認第認第認第認第５５５５号号号号////平成２６年度五條吉野土地改良区国

営土地改良事業費地元負担金積立金特別会計収入

支出決算の承認について 

総総総総認第認第認第認第６６６６号号号号////平成２６年度五條吉野土地改良区財

産目録の承認について 

総総総総議第議第議第議第１１１１号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区事

業計画議定について 

    

    

    

総総総総議第議第議第議第２２２２号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区一

般会計予算議定について 

総総総総議第議第議第議第３３３３号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区退

職給与積立金特別会計予算議定について 

総総総総議第議第議第議第４４４４号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区財

政調整基金積立金特別会計予算議定について 

総総総総議第議第議第議第５５５５号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区国

営土地改良事業費地元負担金積立金特別会計予算

議定について 

総総総総議第議第議第議第６６６６号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区賦

課金賦課額等議定について 

総総総総議第議第議第議第７７７７号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区歳

計現金預け入れ金融機関議定について 

総総総総議第議第議第議第８８８８号号号号////平成２８年度五條吉野土地改良区一

時借入金の限度額等議定について 

総総総総議第議第議第議第９９９９号号号号////五條吉野土地改良区財産処分につい

て    

 

    

 

○○○○    平平平平 成成成成 ２２２２ ７７７７ 年年年年 度度度度 通通通通 常常常常 総総総総 代代代代 会会会会    ○○○○    

◆◆◆ 提 出 議 案 ◆◆◆ 

＊ご じ ょ う よ し の＊ 



○○○○    平成平成平成平成２６２６２６２６年度一般会計決算年度一般会計決算年度一般会計決算年度一般会計決算についてについてについてについて    ○○○○    

○○○○    平成平成平成平成２６２６２６２６年度組合費賦課金納入状況年度組合費賦課金納入状況年度組合費賦課金納入状況年度組合費賦課金納入状況    ○○○○    

 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

賦 課 調 定 額 ４６，０３９，４１０円 

収 入 済 額 ４５，３４６，３２０円 

徴 収 未 済 額    ６９３，０９０円 

納 入 歩 合       ９８.４９％ 

農道等施設管理費      2,367,365 円 

かんがい施設管理費   33,644,277 円 

(内施設電気代)           8,407,253 円 

受託業務費              5,182,795 円    

一般管理費（予備費含む）13,763,261 円 
財産管理費              1,076,191 円 
選挙費          562,842 円 

◆◆◆◆        一般会計収入内訳一般会計収入内訳一般会計収入内訳一般会計収入内訳        収収収収入入入入総総総総額額額額    １１１１００００７７７７,,,,３３３３７７７７００００,,,,４４４４８８８８９９９９円円円円        ◆◆◆◆ 

◆◆◆◆        一般会計支出内訳一般会計支出内訳一般会計支出内訳一般会計支出内訳        支支支支出出出出総総総総額額額額        ６６６６３３３３,,,,７７７７７７７７３３３３,,,,２２２２００００９９９９円円円円        ◆◆◆◆ 

＊ご じ ょ う よ し の＊ 



○○○○    平成平成平成平成２２２２8888 年度一般会計予算年度一般会計予算年度一般会計予算年度一般会計予算についてについてについてについて    ○○○○    

○○○○    新規採用職員紹介新規採用職員紹介新規採用職員紹介新規採用職員紹介    ○○○○    

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年 4 月１日から土地改良区で働かせていただいて 

おります新井智裕と申します。私の実家も農業を営んでおり、 

皆様のお力になれる土地改良区で働く事ができ嬉しく思って 

おります。皆様が農業に専念出来る様、しっかり施設の維持 

管理に努めて参ります。  

まだまだ未熟者の私ですが、頑張ってまいりますのでよろ 

しくお願いいたします。 

 

＊ご じ ょ う よ し の＊ 

◆◆◆◆        一般会計収入内訳一般会計収入内訳一般会計収入内訳一般会計収入内訳        収収収収入入入入総総総総額額額額    １１１１００００７７７７,,,,２２２２６６６６５５５５,,,,００００００００００００円円円円        ◆◆◆◆ 

◆◆◆◆        一般会計支出内訳一般会計支出内訳一般会計支出内訳一般会計支出内訳        支支支支出出出出総総総総額額額額    １１１１００００７７７７,,,,２２２２６６６６５５５５,,,,００００００００００００円円円円        ◆◆◆◆ 

農道等施設管理費        24,455,000 円 

かんがい施設管理費         45,945,000 円 

ダム周辺整備費                   500,000 円 

受託業務費                     10,000 円 

一般管理費            25,230,000 円 

財産管理費              1,374,000 円 

総代選挙費                  5,000 円 



○○○○    平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度かんかんかんかん水計画水計画水計画水計画についてについてについてについて    ○○○○     

 
 
ローテーションブロック表を以前配布させていただいていますが、平成２８年度かん水計画は以

下の通りです。 

ローテーションを守り、他の組合員さんに迷惑がかからないようにしてください。 

 

 

 

 

 
 
①①①①....かんかんかんかん水時間水時間水時間水時間    

  各団地により開始時間や最終時間等が異なります。 

  （ローテーションブロック表が必要な方は、改良区事務所までご連絡ください。） 
 

②②②②....元元元元バルブバルブバルブバルブのののの操作及操作及操作及操作及びびびび管理管理管理管理    

  急な開け閉めは送水管や園内配管の破裂を起こす場合がありますので、ご注意ください。 

  また使用しない時期でもバルブの固着を防ぐため、 

定期的な開閉操作及び防錆・潤滑剤のスプレー等を 

行ってください。 
 
③③③③....スプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラーのおのおのおのお手入手入手入手入れれれれ及及及及びびびび注意注意注意注意    

  スプリンクラーの『水が出ない』『水の勢いがない』という 

相談が多く寄せられています。 

  しかし原因としては小石やゴミが噴出口で詰まっているものが 

  ほとんどです。 

  スムーズにかん水を行っていただけるように、使用前に以下の 

  事を行っていただけるようにお願いします。 

 

☆ 給

水栓から濁りが無くなるまで、充分水を出してください。 

            ↓↓↓↓    

☆ ス

プリンクラー根元にあるドレンバルブを全箇所開ける。 

            ↓↓↓↓    

☆ ス

プリンクラーから水が出ないように注意しながら、元バルブを少しずつ開いてください。 

               ↓↓↓↓    

☆ 全

てのドレンバルブから水が出ているのを確認してから、元バルブを閉めドレンバルブを閉め

てください。 

 

③③③③....おおおお願願願願いいいい    

  例年かん水時間外の使用をされているという苦情が出ています。必ずローテーションブロッ 

かん水期間・・・６月１日～９月１５日まで 
      ※干ばつによる申請により変更する場合がありますので、団地掲示板でご確認ください 

『ここに防錆・潤滑剤を』 



○○○○    水兼道路水兼道路水兼道路水兼道路のののの利用利用利用利用についてについてについてについて    ○○○○    

○○○○    冬季前冬季前冬季前冬季前ののののスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラーのおのおのおのお手入手入手入手入れについてれについてれについてれについて    ○○○○    

○○○○    電気柵電気柵電気柵電気柵のののの安全管理安全管理安全管理安全管理についてについてについてについて    ○○○○    

クを守り、みなさまが気持ち良くお使いになっていただけるようお願いします。 

※水圧の関係上、水が出ないといった原因になりますので厳守してください。 

 

 

 

 
 

①①①①....剪定剪定剪定剪定についてについてについてについて    

柿の枝が覆いかぶさっていて通行の妨げになるという苦情が毎年でています。 

道路に出ている枝は、剪定していただけるようお願いします。 
 

②②②②....水兼道路水兼道路水兼道路水兼道路のののの清掃協力清掃協力清掃協力清掃協力についてについてについてについて    

  ご自身の畑付近の水兼道路及び側溝の清掃のご協力をお願いします。 

  葉が散乱し小枝が詰まり、側溝としての機能を果たしていない箇所が見受けられます。 

  夏季にはヌメリ、冬季では路面凍結など、通行の妨げとなることも多く、特に落葉後は詰まり 

易くなりますので、維持管理をお願いします。 

 

 

 

    ①. 家庭用電源（ＡＣ１００Ｖ等）を直接、柵線に通電することは、感電や火災など重大事故の

危険性があり、法令にも違反しています。絶対に行わないようお願いします。 
 

 ②. 設置する電気柵には、危険を知らせる表示をすることが義務付けられています。電気柵に触

れないよう「危険表示板」の設置をしてください。 
 

 ③. 害獣に対する効果を継続させるためだけでなく、安全に使用するためにも、設置した電気柵

を適切に維持管理してください。 

 

 
 

春先からスプリンクラーのライザー管（スプリンクラーの立ち上り管）が破裂したという相談 

が多く寄せられています。 

原因はライザー管内に残っている水が冬季に凍結し破裂してしまう恐れがあります。 

  各自、冬季までにドレンバルブ（畑の低地にあるスプリンクラーの根元に付いている赤いバル 

ブ）を開き、ライザー管の水抜きを行ってください。 

 

  

 

   

 

 

 

 

＊ご じ ょ う よ し の＊ 

 お手入れ 

お願いします 



○○○○    造成畑以外造成畑以外造成畑以外造成畑以外へのへのへのへの水水水水のののの持持持持ちちちち出出出出しについてしについてしについてしについて    ○○○○    

○○○○    造成団地造成団地造成団地造成団地のののの流動化流動化流動化流動化（（（（売買売買売買売買・・・・賃貸借賃貸借賃貸借賃貸借））））についてについてについてについて    ○○○○    

 

 

 

 

 

 

造成畑以外への水の持ち出しは原則禁止です。 

団地内給水栓等から取水し、造成団地外への持ち出しは絶対にお止めください。 

既設園での利用は、お近くの給水スタンドをご利用いただけますようお願いします。 

平成２４年度から新設給水スタンドの申し込みも随時受け付けておりますので、利用方法や管理 

方法については、改良区事務所までお問い合わせください。 

 

 

改良区事務所へ『土地が欲しい』『土地を借りたい』という希望が多く寄せられています。 

現在の状況として、売りたい貸したいという方よりも購入または賃貸借希望者の方が圧倒的に多 

いのが現状です。 

一旦畑を荒らしてしまうと耕作を再開するのは難しく、再生に大変な労力と費用がかかり、買い 

手や借り手が減ってしまいます。 

今後耕作が難しい、手離したい等お考えの方は、売り希望・買い希望等の名簿も作成しています 

ので、改良区事務所までご相談ください。 

 

     希望団地        売り・貸し希望（人数）      買い・賃貸借希望（人数）  

保天山・火打  8 

御山・霊安寺 御山（1）・霊安寺（２） 御山（3）・霊安寺（２） 

古田Ⅰ・古田Ⅱ  古田Ⅰ（2） 

牧Ⅰ・牧Ⅱ・小島 牧Ⅱ（１） 牧Ⅰ（2）・牧Ⅱ（６）・小島（３） 

平原・栃原  平原（１） 

下市・新住   

特になし（五條側）  5 

特になし  2 

※平成２８年４月末現在 

その他お問合せ・故障なども以下までご連絡下さい。 

☆☆☆☆終日終日終日終日（（（（土日祝土日祝土日祝土日祝・・・・時間外含時間外含時間外含時間外含むむむむ））））    

土地改良区事務所土地改良区事務所土地改良区事務所土地改良区事務所        TELTELTELTEL    ０７４７０７４７０７４７０７４７－－－－２２２２２２２２－－－－０００７０００７０００７０００７    

    

緊急災害時緊急災害時緊急災害時緊急災害時、、、、改良区改良区改良区改良区２２２２階会議室及階会議室及階会議室及階会議室及びびびび事務所事務所事務所事務所をををを開放開放開放開放いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

＊ご じ ょ う よ し の＊ 



緊急米緊急米緊急米緊急米、、、、飲料水飲料水飲料水飲料水もももも備蓄備蓄備蓄備蓄しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    

    

    

        

＊ご じ ょ う よ し の＊ 

国営総合農地開発事業国営総合農地開発事業国営総合農地開発事業国営総合農地開発事業    

五五五五 条条条条 吉吉吉吉 野野野野 地地地地 区区区区 概概概概 要要要要 図図図図    


