
設立50周年記念式典を開催香川用水
土地改良区

平成30年8月1日、ホテルパールガーデン2階讃岐の間において、香川用水土地改良区設立50周年記念
式典が開催されました。式典は、当土地改良区の役員、相談役、総代、関係団体の方々約200名に出席い
ただき、盛大に執り行われました。

初めに組橋理事長から挨拶があり、当土地改良区が毎年6
月11日に斉行している香川用水水口祭で長年格別なご協力を
いただいている4団体と、建設時から香川用水事業に携わら
れ、県下で最も香川用水事業に明るく、現在もその啓発活動
に尽力されている農業土木技術者である平井忠志氏に感謝状
の贈呈が行われました。
続いて、来賓を代表して浜田香川県知事、玉木衆議院議員、
磯﨑参議院議員、花崎香川県議会議長、上大田中国四国農政
局次長、佐藤水資源機構副理事長より祝辞をいただきました。
その後、飯間事務局長より香川用水土地改良区設立50周年
記念誌の発刊報告を行い、最後に三笠副理事長のお礼の挨拶
で式典は閉会しました。
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組橋理事長挨拶
香川用水土地改良区は、世紀の大事業である香川用水事業の着工に合わ

せて昭和43年8月1日に設立され、今年で50周年を迎えました。この間、
幾度となく渇水による取水制限がありましたが、国や県、市町、土地改良区、
水利組合などのご理解とご協力により、県民生活や農作物へ影響を及ぼさ
ないよう地域の水事情に照らした柔軟な配水管理に努めてまいりました。
施設管理につきましては、職員が一丸となって管理してきましたが、緊

急に劣化対策を講じる必要のある開水路施設等については、平成5年度か
ら平成8年度と平成21年度から平成25年度の2度にわたり国営造成土地改
良施設整備事業による整備が行われ、残る施設については現在国営かんがい排水事業香川用水二期
地区として整備が進められております。また、香川用水事業の完成を記念して昭和50年に建設され
た香川用水記念会館は、建設後40年以上が経過し老朽化が著しいことに加え、今後発生が予想され
ている東南海・南海地震への耐震化対策も行う必要があるため、昨年7月に移転整備を行いました。
今後もより良き土地改良区運営を目指して業務に邁進してまいりますので、引き続きご支援とご

協力をお願いいたします。

～感謝状の贈呈～

【感謝状贈呈者一覧】
財田鍬おどり保存会 様
財田町長野獅子組 様
大野原�王太鼓保存振興会 様
手打ちうどん碧空会 様
四国作家同人 平井 忠志 様

～記念講演「讃岐の干ばつ今昔物語り」～

香川用水設立50周年を記念して、式典終了後に四国作家同
人の平井忠志先生にご講演いただきました。時折冗談を交え
つつ香川用水建設時から第一線で活躍された平井先生ならで
はの臨場感溢れる講演で、改めて先人の苦労と香川用水の重
要性を認識しました。
半世紀が経った今も精力的にご活動されている平井先生の
今後益々のご活躍を祈念いたします。

香川用水土地改良区設立50周年記念誌発刊

このたび香川用水土地改良区設立50周年を記念して、「香川用
水土地改良区設立50周年記念誌」を発刊いたしました。
編集に際し、職員一人一人がこれまでの香川用水土地改良区の
歩みを振り返り、今後の目標と使命を明確にしておくことが大切
であると考え編集しました。
本記念誌の発刊が、水源地域の方々への感謝の気持ちと香川用
水の大切さを永く後世に伝える一助となれば幸いです。
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第１３３回理事会を開催
（平成29年度収支決算などを議決）

事務費
101,696,793（21.0％）

経常費　　　　
91,799,440　　
（17.3％）

財産費
51,300,000
（10.6％）

諸支出費 14,052,959（2.9％）

県負担金・補助金
51,800,000
（9.7％）

繰越金
46,874,986
（8.8％）推進協議会補助金

22,825,700（4.3％）

諸収入
25,348,569（4.8％）

国営管理費
99,000,000（20.4％）

水機構営管理費
81,015,509
（16.7％）

庁舎整備費
137,361,359
（28.4％）

繰入金
133,125,522
（25.1％）

支出総額
484,426,620

収入総額
530,910,717

維持管理費　　　　
180,015,509（37.1％）

維持管理費
159,136,500
（30.0％）

賦課金
250,935,940
（47.3％）　　　　

単位：円
（ ）内は構成率を示す

去る10月22日、午後2時から香川用水記念会館
1階多目的室において、第133回香川用水土地改
良区理事会を開催しました。
理事会には、役員、相談役あわせて41名の方々
に出席いただきました。初めに組橋理事長の招集
挨拶の後、来賓を代表して国分香川県農政水産部
長、山田香川用水二期農業水利事業所長から祝辞
をいただきました。
この後議事に入り、平成29年度事業報告及び収
支決算等について審議が行われた結果、いずれも
原案のとおり可決されました。

可決された議案

第1号議案 平成29年度事業報告及び財産目録の承認について
第2号議案 平成29年度収支決算の承認について
第3号議案 香川用水土地改良区個人情報保護に関する規程の一部改正について
第4号議案 香川用水土地改良区職員給与規程の一部改正について

平成29年度一般会計収支決算の概要

平成29年度一般会計収支決算の概要は、収入総額530，910，717円に対し、支出総額484，426，620円となっ
ており、46，484，097円を翌30年度に繰越すこととなりました。

一般会計収支決算
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今夏の取水制限について今夏の取水制限について

貯水量

月

早明浦ダムの貯水状況（10月31日現在）
2億㎥

1億5千万㎥

1億㎥

5千万㎥

2月1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平年

H30
台風15号 60％ライン

45％ライン

30％ライン

15％ライン

5/28 梅雨入り

7/10 梅雨明け

8/12 第一次取水制限（20％カット）
8/21 取水制限全面解除

8/16 取水制限一時解除

1億7,300万㎥ 1億7,300万㎥

計画確保貯水量

1億4,700万㎥

1億400万㎥

1億4,700万㎥

1億5,800万㎥

平成30年

平均貯水量

計画確保貯水量

●
10/31

早明浦ダム上流域では、年明けから6月までは平年並み、7月は梅雨前線・台風の影響で平年値の約2．6
倍の降雨があり、ダムの貯水は計画確保量を保持した状態でかんがい期のピークを迎えました。
しかし、7月10日の梅雨明け以降まとまった雨がなく、記録的な猛暑となったことも重なり、8月12日
に第1次取水制限（制限率20％）が実施されました。
その後、8月16日には台風15号の接近に伴い早明浦ダム上・下流域においてまとまった降雨があり、池
田ダム地点における流入量が増加したため取水制限を一時的に解除し、さらに台風等の影響による降雨で
早明浦ダムの貯水率が約80％に回復したため、8月21日に10日間続いた取水制限が全面解除となりました。
今夏は短期間の渇水でありましたが、水利関係者の方々の節水協力や、県内のため池の貯水率が平年を上
回って推移したことにも恵まれ豊穣の秋を迎えることができました。改めて皆様方にお礼を申し上げます。

第38回早明浦湖水祭に参加
平成30年8月4日、早明浦湖湖畔にて森と水のふるさと嶺
北4ヶ町村の主催で第38回早明浦湖水祭が開催されました。
早明浦湖水祭は、吉野川総合開発事業の基幹である早明浦
ダムの湖畔に四国四県の関係者が一堂に会し、水資源開発で
犠牲となられた方々に感謝と敬弔の意をささげ、水の有効利
用、水源地域と利水地域の経済・文化の交流を深める事を目
的に毎年8月上旬に行われています。
当日は組橋理事長をはじめ、西原副知事・花崎県議会議長
や各市町長など多くの方々が出席し、高知・徳島両県へ感謝
の意を表しました。

組橋理事長玉串奉奠
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「国営香川用水二期土地改良事業」の動きNo.8

香川用水二期事業の工事実施状況について香川用水二期事業の工事実施状況について
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平成30年度工事概要図
（H30.10現在）
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香川用水二期地区

愛媛県
高知県 徳島県

香川県
平成29年度まで

凡　　　例

平成30年度施工

平成31年度以降

水資源機構管理区間

西部幹線用水路第1・2工区黒谷サイホン他改修工事

西部幹線用水路第2工区入樋川サイホン他改修工事

東部幹線用水路第13・14工区・新川サイホン他改修工事

東部幹線用水路第7工区岩破サイホン他改修工事

東部幹線用水路第7工区尾越第2開水路他改修工事

東部幹線揚水機場付帯設備改修工事

東部幹線用水路第10工区氷上第1開水路改修工事

東部幹線用水路第11工区氷上第2開水路改修工事

高瀬支線用水路長谷サイホン他改修工事

東部幹線用水路第5・6工区鯰越サイホン他改修工事

東部幹線用水路第5工区通谷サイホン他改修工事

本事業も平成30年度で5年目を迎え、各所で更新整備が実施され最盛期を迎えております。今年度から、
高瀬支線で水路補修、サイホン改修の工事が行われます。また、東部幹線及び西部幹線でも、前年度に引
き続き、開水路改修、サイホン改修、トンネル改修などの工事が行われます。
工事の実施に際し、関係水利団体及び、隣接する周辺地域住民の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をお
かけいたしますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いします。

【機能診断調査状況】
水路改修にあたっては、既存水路の老朽化要因を把握するため、非かんがい期に機能診断調査を実施し
ます。既存水路が所要の耐震性能を有しているか確認を行い、改修方法を決定します。

写真は、機能診断調査の一部でコンクリート水路から試料を採取している状況です。採取した試料でコ
ンクリート強度を測定し、併せて、コンクリート表面に現れているひび割れの有無を確認しています。
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香川用水クリーンアップ大作戦’18香川用水クリーンアップ大作戦’18
～小学校への出前授業＆児童との合同による清掃活動～

出 前 授 業 の み 出前授業＆クリーンアップ
実施日 小 学 校 名 児童数 実施日 小 学 校 名 児童数
6月19日 三豊市立二ノ宮小学校 11 9月6日 さぬき市立さぬき南小学校 50
6月22日 高松市立三渓小学校 89 10月16日 三木町立田中小学校 9
6月25日 さぬき市立長尾小学校 84 10月19日 高松市立浅野小学校 55
6月27日 三豊市立笠田小学校 17 10月23日 高松市立大野小学校 79
7月3日 さぬき市立造田小学校 33 10月30日 三木町立氷上小学校 68
7月4日 三豊市立比地大小学校 17 11月2日 観音寺市立粟井小学校 8
7月19日 観音寺市立豊田小学校 14

11月13日
高松市立植田小学校 19

8月28日 高松市立川島小学校 75 高松市立東植田小学校 3
10月3日 高松市立十河小学校 １１１ 計 8校291名

計 9校451名 合計17校742名

太字は、（独）水資源機構との合同授業

測量スタッフを用いた雨量の説明 水資源機構との合同出前授業

開水路内の清掃 東部幹線揚水機場内の見学

香川用水土地改良区では、平成15年度から小学4年生を対象に水の大切さや香川用水が持つ多面的機能
などについての理解を深める場として、当土地改良区の職員による「出前授業」と「香川用水クリーンア
ップ大作戦」を実施しています。
今年度は、出前授業の実施が9校、出前授業とクリーンアップのセットの実施が8校、計17校742名の
児童に授業を行い、いずれの学校でも児童や先生から大変好評を得ています。
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平成30年度維持管理費賦課金の単価は、10a 当たり800円
この賦課金は平成30年度配水地域を対象として、地積割により
賦課することになっております。

賦課金の期限内納入にご協力をお願いします。

組合員の皆様へ お 願 い
平成30年度

「維持管理費賦課金」
平成30年12月17日月納入期限は

土地改良区への届出について

香川用水土地改良区（☎087-802-5722財務課）
又は関係市町担当課・関係土地改良区 

用水土地改良区（☎087-802-5722
又は関係市町担当課・関係土地改良区

2財務務課課）川用川香川

★上記のような変更が生じた場合には、すみやかに届出をして下さい。届出を
しなければ、従来のまま賦課金が賦課されることになります。

★組合員が死亡し、農地を相続した場合
★農地の売買、贈与、交換等により所有権移転があった場合
★農地の賃貸借又は解約した場合
★経営移譲した場合　★住所を変更した場合

「組合員資格得喪届」の提出をお願いします。

組合員資格の異動があった場合

農地を転用する場合
★農地を農地以外の宅地や店舗等へ転用する場合
農地転用には、土地改良区の意見書の交付を受けるとともに、
決済金（１㎡当たり26円）を納入願います。

★公共事業用地（道路、河川等）へ転用する場合も決済金は必要です。
※決済金は、農地転用等で土地改良区全体の面積が減少しても、残った農地の受益者で管理運営費を負担
しなければならず、将来荷重負担にならないよう公平を図るため、土地改良法で納付が義務づけられて
います。

す。

得喪届

お問合せ先
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土地改良功労賞授与

水源巡りの旅（テレメータ装置説明）

＝香川用水土地改良区の主な動き＝

平成30年
6月5日 綾歌土地改良協議会 香川用水視察研修
6日 第52回吉野川総合開発香川用水事業推進協議会総会
11日 第34回香川用水水口祭（香川用水記念公園水口の広場）
18日 ＪＩＣＡ香川用水視察研修
19日 水資源機構かんがい排水事業推進協議会幹事会（愛知県）

7月17日 全国大規模農業水利事業協議会 地元選出国会議員へ要望
24日 菊池台地用水土地改良区（熊本県）職員視察研修

水資源機構かんがい排水事業推進協議会総会（東京都）
8月1日 香川用水土地改良区設立50周年記念式典

〃 記念誌発刊
4日 第38回早明浦湖水祭（高知県）
5日 水辺の納涼祭（香川用水記念公園）
9日 第117回監事会
12日 第1次取水制限（20％カット）
21日 取水制限全面解除
22日 常任委員長会

9月3日 第73回総務委員会
11日 全国大規模農業水利事業協議会正副会長会（東京都）
13日 香川県土地改良事業団体連合会設立60周年記念式典

10月22日 第133回理事会
26日 長島町土地改良区（三重県）香川用水視察研修

11月5日 常任委員長会
13日 香川用水比地水利組合 香川用水視察研修
16日 （一社）北海道土地改良設計技術協会（北海道）香川用水視察研修
19日 第37回財務委員会

����������� 以 下 予 定 ���������

11月22日 愛知県土地改良事業団体連合会（愛知県）香川用水視察研修
26日 香川用水周知会（中讃）
27日 鮫川堰土地改良区（福島県）香川用水視察研修
28日 香川用水周知会（西讃）

12月3日 香川用水周知会（東讃）

○ 平成30年9月13日に開催された香川県土地改良事業団体連合
会設立60周年記念式典において、当土地改良区の勤続15年以上
の職員4名に対し土地改良功労賞が授与されました。
職員一同、今後もより一層気を引き締めて業務に邁進いたし

ます。
○ 香川用水資料館は、昨年7月のリニューアルオープンから1年が
経過しました。開館以来、県内の小学生を中心に県外や国外から
の視察研修など、多くの方々に来館していただいております。
また、今年は香川県水資源対策課主催の「水源巡りの旅」が

実施され、400名余りの小学生がテレメータ室を見学していま
す。
農業用水の管理について理解が深まり、香川用水をより身近

に感じることにつながることを期待します。

☆ 香川用水土地改良区
ホームページアドレス https : //www.kagawayousui.com/
E-mailアドレス t-kagawa@kagawayousui.com

第34回香川用水水口祭

水辺の納涼祭

事 務 局 だ よ り
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