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要請活動報告
北陸四県土地改良事業団体連合会協議会

中央要請

䚷ཤ䜛䠒᭶䠑᪥䠄᭶䠅୪䜃䛻䠒᪥䠄ⅆ䠅䚸㝣ᅄ┴ᅵᆅᨵⰋᴗ
ᅋయ㐃ྜ༠㆟䛿ྛ㐃ྜ䛛䜙ᙺ⫋ဨ䛜ฟᖍ䛧䚸㎰ᴗ㎰
ᮧᩚഛᴗ䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛せㄳάື䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹⚟┴
ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ䛛䜙䜒䚸ᒣ㷂ṇ㛗⮬䜙䛜ඛ㢌
䛻❧䛱䚸ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘண⟬䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶ッ䛘䜎䛧䛯䚹
䖃䠒᭶䠑᪥䠄᭶䠅
䚷⮬⏤Ẹඪ㝵ಇ༤ᖿ㛗䜈䛾せㄳ䛷䛿䚸ᯘᖿ㞝䞉ᮃ᭶

▲二階幹事長への要請風景

⩏ኵᖿ㛗௦⌮䜒ྠᖍ䛾ୖ䚸ᅵᆅᨵⰋᴗ䜔ᅵᆅᨵⰋ༊
䛾ᢪ䛘䜛ㄢ㢟➼䛻䛴䛔䛶┤᥋ពぢ䜢䜟䛩ሙ䜒タ䛡䛶䛔䛯
䛰䛝䚸ୗᮧ༤ᩥᖿ㛗௦⾜䚸⣽⏣༤அ⥲ົ㛗䚸ⱱᮌᩄ
ᨻົㄪᰝ㛗䜈せㄳ᭩䜢ᣢཧ䛧䜎䛧䛯䚹
䚷䛭䛾ᚋ䚸㈈ົ┬䛷䛿ィᒁゅ⏣㝯⥲ົㄢ㛗䛸ᒾඖ㐩ᘯ
ィᐁ䛻ᅵᆅᨵⰋᴗ䛾㔜せᛶ䜔ຠᯝ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䛸䛸
䜒䛻ண⟬☜ಖ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛧䛯䚹᭦䛻䚸ᅜỈᅵ㔛䝛䝑䝖
㛗㆟㢳ၥ䛾㐍⸨㔠᪥Ꮚཧ㆟㝔㆟ဨ䜈୍ᒙ䛾ᚚᨭ䜢䛚

▲財務省での要請風景

㢪䛔䛧䜎䛧䛯䚹
䖃䠒᭶䠒᪥䠄ⅆ䠅
䚷㎰ᯘỈ⏘┬䛷䛿䚸ᒣᮏ᭷㎰ᯘỈ⏘⮧䜢➹㢌䛻䚸♒ᓮ
㝧㍜⮧䚸⣽⏣୍⮧ᨻົᐁ䛻䜒ฟᖍ㡬䛝䚸㝣䛻䛚
䛡䜛⌧≧➼䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䚸ᅵᆅᨵⰋᴗ䛾ព⩏䛻䛴䛔䛶
ពぢ䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹ຍ䛘䛶䚸బ⸨㏿Ỉ㎰ᮧ⯆ᒁ㛗䚸ᐊ
ᮏ㝯ྖ㎰ᮧ⯆ᒁḟ㛗䜈䜒せㄳ䛧ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾
▲農林水産省での要請風景

ᚋ䚸㎰ᯘỈ⏘┬䚸㎰ᮧ⯆ᒁᖿ㒊䛻ᑐ䛧䛶せㄳ᭩䜢ᣢཧ䛧
䜎䛧䛯䚹

県内 各 農業農村整備事業推進協議会

合同要請

䚷ཤ䜛䠒᭶䠎䠒᪥䠄᭶䠅䚸⚟┴ෆ䛾䠑⟶ෆ䛤䛸䛻⤌⧊䛥䜜䛶䛔
䜛㎰ᴗ㎰ᮧᩚഛᴗ᥎㐍༠㆟䛛䜙ᅵᆅᨵⰋ༊䛾⌮㛗
䜙䛜ฟᖍ䛧䚸ᒣ㷂ṇཧ㆟㝔㆟ဨ䜢ጞ䜑┴㑅ฟᅜ㆟ဨ䚸
୪䜃䛻㐍⸨㔠᪥Ꮚཧ㆟㝔㆟ဨ䛻ᑐ䛧䛶ண⟬☜ಖ䛻ྥ䛡䛯
せㄳάື䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹
䚷ྛ㆟ဨ䛛䜙䛿䚸䛧䛳䛛䜚䛸ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜖䛟᪨䛾ຊᙉ䛔ᅇ⟅䜢
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䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹
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「農業農村整備の集い」
〜農を守り、地方を創る予算の確保に向けて〜

に参加

䚷ཤ䜛㻢᭶䠎䠒᪥㻔᭶㻕༗ᚋ䠍༙䛛䜙䚸ᮾி㒔䛂䝅䜵䞊䞁䝞䝑
䝝䞉䝃䝪䞊䛃䜢ሙ䛻䚸ᅜ䛛䜙⣙䠍䠈䠍䠌䠌ྡ䛾ᅵᆅᨵⰋ༊
➼㛵ಀ⪅䛜㞟䜎䜚䛂㎰ᴗ㎰ᮧᩚഛ䛾㞟䛔䛃䛜㛤ദ䛥䜜䜎䛧
䛯䚹⚟┴䛛䜙䛿䠎䠌ྡ䛜ཧຍ䛧䛶䛔䜎䛩䚹ሙ䛻䛿䚸ᒣᮏ
᭷㎰ᯘỈ⏘⮧䜢䛿䛨䜑䚸ከᩘ䛾ᅜ㆟ဨ䚸㎰ᮧ⯆ᒁ
ᖿ㒊䜒ཧ㞟䛧䚸┒䛻㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹ᮏ┴㑅ฟ䛾ᒣ㷂ṇ
ཧ㆟㝔㆟ဨ䚸㧗ᮌẎ⾗㆟㝔㆟ဨ䚸ຓ⏣㔜⩏⾗㆟㝔㆟ဨ䜒
ཧຍ䛔䛯䛰䛔䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䚷ᅜᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ䛾㝵ಇ༤㛗䛿ദ⪅

会場風景

ᣵᣜ䛸䛧䛶䛂ᮏᖺᗘ䛿䚸ᨵṇᅵᆅᨵⰋἲ䜢ᇶ㍈䛻᪂䛯䛺ᒎ㛤䜢ᅗ䜚ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䛻ྥ䛡䛶༑ศ䛺ண⟬
⋓ᚓ䜢┠ᣦ䛩䚹䛂㦵ኴ䛾᪉㔪䛃䛻䛂ᅵᆅᨵⰋᴗ䛾ᙉ䛃䛜┒䜚㎸䜎䜜䚸ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘண⟬䛻ྥ䛡䛶䛂
䛝䛺㜚䛔䛾୍Ṍ䛃䜢㋃䜏ฟ䛧䛯䚹䛂㜚䛖ᅵᆅᨵⰋ䛃䛿ᖺ䜒⥆䛟䚹䛃䛸㛵ಀ⪅䛾䜘䜚୍ᒙ䛾ᅋ⤖䜢ຊᙉ䛟
䜃䛛䛡䜙䜜䜎䛧䛯䚹
䚷᮶㈱ᣵᣜ䛻⥆䛝Ⓨ⾲䛸䛧䛶䚸ᐩⰋ㔝ᅵᆅᨵⰋ༊䠄ᾏ㐨䠅䛛䜙䛿༊⏬䛻䜘䜛㎰సᴗຠ⋡
䜔䚸ᆅୗ䛛䜣䛜䛔䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛స≀䛾┈䞉ရ㉁䛾ྥୖ➼䛻䜘䜛䚸㻢ḟ⏘ᴗ䜈䛾ᣮᡓ䛸ᆅᇦ㎰ᴗ
䛾άᛶ䛻䛴䛔䛶䛾Ⓨ⾲䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸᪂㇂ᅵᆅᨵⰋ༊䠄㟼ᒸ┴䠅䛛䜙䛿䚸௨๓䜘䜚ᩳ㠃䛷䛾
ᅬⱁ㎰ᴗ䛜┒䜣䛷䛒䛳䛯䜒䛾䛾䚸㎰ᆅ䛾ᖹᆠ䚸༊⏬䚸㞟ᅋ䛜ᅗ䜙䜜䛯䛣䛸䛷䚸㎰సᴗປຊ
䛾⠇ῶ䛜䛥䜜䚸ⱝᡭᚋ⥅⪅䛜⫱䛱ᚋ䛾᪂䛯䛺ྲྀ⤌䜈Ẽ㐠䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䛸䛾Ⓨ⾲䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹
䚷⥆䛔䛶䚸せㄳ᭩ᩥ䛜‶ሙ୍⮴䛷᥇ᢥ䛥䜜䚸୍ྠ䛜ண⟬☜ಖ䜈䛾✚ᴟⓗ䛺άື䜢⣙᮰䛧䚸䜺䞁䝞
䝻䜴୕ၐ䛷ᖥ䜢㛢䛨䜎䛧䛯䚹㞟䛔䛾⤊ᚋ䛻䛿䚸᥇ᢥ䛥䜜䛯せㄳ᭩䜢ᦠ䛘䚸㎰ᯘỈ⏘┬䚸㈈ົ┬䚸
⯆ᗇ䚸ྛ┴㑅ฟᅜ㆟ဨ➼䛻ᑐ䛧䛶䚸ྛ┴䛛䜙䛾ཧຍ⪅䛜せㄳάື䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹

平成28年度 北陸地区農地集団化促進協議会通常総会
及び研究会 に出席
䚷ཤ䜛䠒᭶䠍䠑᪥䠄ᮌ䠅༗ᚋ䠎䛛䜙䚸ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ䛾䛂䛔䛣䛔
䛾ᮧ☾Ἴ㢼䛃䛻䛚䛔䛶䚸㝣ᅄ┴䛛䜙䠎䠎ྡ䠄┴䞉ᅵᆅᨵⰋ༊
➼䠅䛾ฟᖍ䛾䜒䛸䚸ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ㝣ᆅ༊㎰ᆅ㞟ᅋಁ㐍༠
㆟㏻ᖖ⥲ཬ䜃◊✲䛜㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
䚷ᐩᒣ┴ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ䛾Ọ᳃㞞அᑓົ⌮䛾
㛤ᣵᣜ䛾ᚋ䚸䛂ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䚷⾲ᙲᘧ䛃䛜ᇳ䜚⾜䜟䜜䚸㝣
ᆅ༊㎰ᆅ㞟ᅋಁ㐍༠㆟Ọᖺ⥆⪅䛸䛧䛶䠐ྡ䛜⾲ᙲ䛥
表彰者４名を囲んで

࠙㆟ࠉࠚ
➨㸯ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘᴗሗ࿌୪ࡧ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᨭỴ⟬ࡘ࠸࡚
➨㸰ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘᴗィ⏬ 
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ୪ࡧᨭண⟬  ࡘ࠸࡚
➨㸱ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘ㈝㈇ᢸᇶ‽
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ  ࡘ࠸࡚
➨㸲ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘᙺဨࡢ㑅௵
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡘ࠸࡚

䜜䚸ᮏ┴䛛䜙䛿⚟┴ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ䛾ΎỈ❶
ᩥᑓ㛛ဨ䛜䛭䛾ຌ⦼䜢⛠䛘䜙䜜䜎䛧䛯䚹
䚷䛭䛾ᚋ䚸ᕥグ㆟䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䛜⾜䜟䜜䚸㆟‶ሙ୍
⮴䛷ᢎㄆ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
䚷⥲䛾㛢ᚋ䚸䛂ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ㝣ᆅ༊㎰ᆅ㞟ᅋಁ㐍༠
㆟◊✲䛃䛜㛤ദ䛥䜜䚸ㅮ⩏䚸Ⓨ⾲ཬ䜃ពぢ䛜
⾜䜟䜜䚸⩣䠍䠒᪥䠄㔠䠅䛻䛿⌧ᆅ◊ಟ䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹
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福井県多面的機能発揮推進協議会 通常総会 を開催
䚷ཤ䜛䠐᭶䠎䠔᪥䠄㔠䠅䚸⚟┴⮬㤋䛻䛶䚸ဨ䠎䠒ྡ䛾ฟ
ᖍ䛾䜒䛸䚸⚟┴ከ㠃ⓗᶵ⬟Ⓨ᥎㐍༠㆟䛾㏻ᖖ⥲䜢
㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹
䚷ᮏ༠㆟䛿䚸㎰ᴗ䛾ከ㠃ⓗᶵ⬟䛾⥔ᣢ䞉Ⓨ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸
ᆅᇦඹྠ䛻䜘䜛㎰⏝ᆅ䚸Ỉ㊰䚸㎰㐨➼䛾ᆅᇦ㈨※䛚䜘䜃㎰
ᮧ⎔ቃ䛾ಖάື୪䜃䛻㎰ᴗ⏝⏝Ỉ㊰➼䛾タ䛾㛗ᑑ
䛾䛯䜑䛾άື䛾᥎㐍➼䛻㈨䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᖹᡂ
䠎䠓ᖺᗘ䛻タ❧䛥䜜䜎䛧䛯䚹

▲総会会場風景

࠙ᙺࠉဨࠚ
ࠉ㛗ࠉ⚟┴㎰ᮧ⯆ㄢ
ㄢ㛗ࠉᮌᡞᩄᾈ
㛗ࠉ⚟ᕷ㎰ᯘỈ⏘㒊
㒊㛗ࠉ๓⏣ᏹ
㛗ࠉ⚟┴ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ
ົᒁ㛗ࠉ㔝ᆏ㞝
┘ࠉࠉᩔ㈡ᕷᘓタ㒊
㒊㛗ࠉΎỈஂఙ
┘ࠉࠉ⚟┴㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ୰ኸ
ࠉཧࠉ⏣㯮ྜྷஅ

䚷⥲䛷䛿௨ୗ䛾㆟䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䛥䜜䚸㆟ཎ䛾䛸
䛚䜚ྍỴᢎㄆ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
࠙㆟ࠉ㢟ࠚ
➨ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘᨭ⿵ṇண⟬ࡢᑓỴฎศಀࡿሗ࿌ᢎㄆࡘ࠸࡚
➨ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘᴗᐇ⦼ཬࡧᨭỴ⟬ࡢᢎㄆࡘ࠸࡚
➨ྕ㆟ࠉᖹᡂᖺᗘᴗィ⏬ཬࡧᨭண⟬㸦㸧ࡢᢎㄆࡘ࠸࡚
➨ྕ㆟ࠉ⚟┴ከ㠃ⓗᶵ⬟Ⓨ᥎㐍༠㆟ࠉᙺဨࡢᨵ㑅ࡘ࠸࡚

福井県小水力発電推進協議会 通常総会 を開催
䚷ཤ䜛䠒᭶䠍䠕᪥䠄᭶䠅༗ᚋ䠏䛛䜙䚸⚟┴⮬㤋䠎䠌䠎䞉䠎䠌
䠏◊ಟᐊ䛻䛚䛔䛶䚸ᕷ⏫䚸┴䚸⚟┴ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃
ྜ䛾䠍䠕ᅋయ䛾ฟᖍ䛾䜒䛸䚸⚟┴ᑠỈຊⓎ㟁᥎㐍༠㆟
㏻ᖖ⥲䜢㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹
䚷ᮏ༠㆟䛿䚸㎰ᴗỈタ䜢ά⏝䛧䛯ᑠỈຊⓎ㟁䛾ᴗ
ಁ㐍䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸ᅵᆅᨵⰋタ䛾⥔ᣢ⟶⌮㈝䛾⠇ῶ䚸㎰ᴗ
㎰ᮧᆅᇦ䛾άᛶ䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධ䛻䜘䜛ᆅ⌫
ᬮᑐ⟇䜈䛾ᐤ➼䜢┠ⓗ䛸䛧䚸タ❧䛧䜎䛧䛯䚹
▲総会会場風景

䚷ᮏ⥲䛷䛿௨ୗ䛾㆟䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䛥䜜䚸㆟ཎ䛾
࠙ᙺࠉဨࠚ

ࠉ㛗ࠉ⚟┴ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ
ົᒁ㛗ࠉ㔝ᆏ㞝
㛗ࠉ⚟┴㎰ᮧ⯆ㄢ
ㄢ㛗ࠉᮌᡞᩄᾈ
┘ࠉࠉ࠶ࢃࡽᕷ㎰ᯘỈ⏘ㄢ
ㄢ㛗ࠉἼከ㔝༤
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旭日単光章
（土地改良事業功労）

高橋 正德

様

昭和53年2月から芦原
新郷土地改良区監事に
就任し、39年間の永きに
わたり、監事・理事・理事
長を歴任され、運営にあ
たった功績は多大である。
平成18年度より新郷下番土地改良区の統
合整備に尽力され、合併を成功させた。また、
県営かんがい排水事業の地元調整にも努め
られ地域の農業振興への貢献も大きい。
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前回は複式簿記の必要性についてお知らせしました。今回は、導入にあたって注意する
ポイントについてご説明します。

■

複式簿記の導入に必要な３要素

■ 導入初年度の期首における各資産・負債の金額
□ 土地改良区会計基準、同別紙２に基づき、土地改良施設や土地改良施設使用収益権等
の評価、及び退職金要支給額の計算等を行う。
（特に固定資産の評価に手間がかかる）
■ 複式簿記に対応したシステム
□ 全土連がシステム会社と共同開発した「水土里ネット会計」や、その他の市販ソフトな
ど。
（市販ソフトの場合、初期設定に手間がかかる可能性あり）
■ 複式簿記の知識をもった経理人材
□ 日商簿記３級の知識があれば対応可能。
□ 新規採用する必要はなく、経理担当者に日商簿記３級の資格講座などを受講いただけ
れば実務は可能。

●

複式簿記の導入にかかるポイント

による記帳が行われてきましたが、近
● 従来は、予算統制に重きを置いた現金主義（単式簿記）
1
年は資産・負債の総合的な把握と管理などを行うため、発生主義（複式簿記）
による記帳が求
2
められています。
● 複式簿記においては、導入時の固定資産評価、現金主義に加えて発生主義による記帳、その
結果として資産・負債の総合的な記録が特に重要なポイントです。
● 施設が老朽化し、収入も先細りが見込まれる中で、効率的に施設の維持コストをまかなわな
ければならないため、減価償却の考え方が重要となります。
● 複式簿記制度と同時に、適切な内部統制（職務分掌、承認制度、帳簿照合検証など）を構築す
ることで、不正を防止することも必要です。

නᑼ★⸥ߣⶄᑼ★⸥ߩ㆑ޓ㨨㊄ਥ⟵ߣ⊒↢ਥ⟵㨨

記帳の
基本
概念

会計
成果品
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単式簿記

複式簿記

ձ 現金主義

② 発生主義

現金の出入りが
あったときのみ
記帳

現金の出入りだけでなく
取引に基づいた
記帳も行う

・事業報告書
・収支計算書
・財産目録

・事業報告書
・収支計算書
・財産目録
・賃借対照表
・正味財産増減計算書
・財務諸表に対する注記

現金主義とは現金の流れ
を重要視する考え方で、
発生主義とは取引の発生
を重要視する考え方

複式簿記では、現金収支の原
因としての資産･負債が記録と
して残る。この資産･負債を集
約したものが「貸借対照表」

お問い合わせはこちらまで

財務管理相談窓口
福井県土地改良事業団体連合会 総務部 総務課
担当者：高橋 （電話：0776-23-7777）

［平成29年7月 第253号］

土地改良区だより 2017年6月
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【 坂井北部土地改良区 】
恒例となっている、耕作放棄地解消を目的とした未就学児対象の農業体験が実施されました。

子どもたちと農業体験！
●6月13日(火)

金津こども園

子ども22名

金津こども園の園児22名が、サツマイモ（とみつ金時）苗300本の植付けを体験しました。当日は、
こ
の活動に賛同するNPO法人「美しい田園21」や北陸農政局、福井県坂井農林総合事務所等からも約20
名が集まり、植付の準備や子どもたちの指導等に協力されました。
植え方を教わりながら、大人と一緒に2本ずつの苗を植えた子どもたちは、
自分の名前が書かれた立
札をその間に立てました。今日植えたサツマイモは、秋に収穫する
予定です。サツマイモを植え終わると落花生とトウモロコシの苗ま
で植えていただきました。中には、
ご家族で成長具合を確認にくる
方もいらっしゃるそうです。
この活動は、子どもたちに農業に親しん
でもらうだけでなく、農地として維持することで耕作放棄地の解消
を目的としています。子どもたちがきっかけとなって、少しでも多くの
人に興味をもってもらえるれば嬉しい事です。

▲

植付準備に励む大人たち

▲

▲

集合写真

植付け中

お問い合わせ先

福井県土地改良事業団体連合会 総務部 企画開発課 （電話：0776-23-7777）

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2017

作品募集中

毎年開催しております子ども絵画展を、本年も、全国土地改良事業団
体連合会及び都道府県土地改良事業団体連合会の主催で開催するこ
ととなりました。
本年も、福井県土地改良事業団体連合会では、本絵画展の登録団体
として県下の作品のとりまとめを行い、福井県内個別の賞も設けます。
管内の催事等で写生大会等を開催されました際にご応募頂ければ幸
いです。小学生以下の子供さん個人での応募も受け付けています。
詳細については、担当までお問合せ願います。
【担当】 福井県土地改良事業団体連合会
電話：0776-23-7777

企画開発課

石田
▲

絵画展チラシ
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行

７月 １０日
（月）

事

予

定

福井県受益農地管理強化委員会
福井県管理運営体制強化委員会
（会場：福井県土地改良会館

土地改良課

２階役員室）

７月 ２２日
（金）

第210回理事会

総務課

平成30年
１月 ２２日
（月）

平成29年度 災害復旧技術向上のための講習

企画開発課

（会場：福井県庁

正庁）

※本誌の発行日によって記載している行事が終了している場合や、記載がない行事が実施される場合、
また
詳細が未定のものは変更される場合がありますのでご了承下さい。

農業基盤整備資金利率のお知らせ
平成29年6月19日付けの日本政策金融公庫 農林水産事業の農業基盤整備資金貸付利率についてお知らせします。
問い合わせ先：(株)日本政策金融公庫福井支店 TEL:0776-33-2385 HP: http://www.jfc.go.jp/a/
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水土里ネットふくい（福井県土地改良事業団体連合会）の連絡先
〒910-0014 福井県福井市幾久町８番17号 (FAX) 0776-24-1400 http://www.midorinet-fukui.jp
総務課、企画開発課

(TEL) 0776-23-7777

soumu@midorinet-fukui.jp

土地改良課
(TEL) 0776-23-7775
jigyo4f@midorinet-fukui.jp
（管理・情報担当、水土保全･基幹水利･多面的機能支払交付金担当、地籍・換地担当、水土総合強化センター）
計画設計課
環境計画課
（農村環境分析センター）
嶺南事務所

(TEL) 0776-23-7776
｝

jigyo3f@midorinet-fukui.jp

(TEL) 0776-23-8560

〒919-1556 福井県三方上中郡若狭町玉置11-58 (TEL/FAX) 0770-57-2727
発行所

福井県土地改良事業団体連合会
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