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　この事業は、農村地域の重要な要素で
ある田畑、水路、ため池等の自然環境を遊
びと学びの場として活用し、地域の未来
を担う子供たちが「農業農村地域の大切
さ」、「環境の大切さ」、「食・命の大切さ」に
ついて理解を深め、豊かな感性と深い見
識を持つことを目的としています。
　平成27年度から平成29年度までの3
年間、新鶴小学校において実施すること
となりました。
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　　　畑 ：     775.4ha
　　　計 ：  4，576.5ha
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「平成27年度土地原簿閲覧について」
■土地原簿閲覧制度について
　　土地原簿閲覧制度は、組合員の皆様が所有する土地の所在地、地目、地積、賦課種目が適正かどうかを
確認していただく制度です。
　■閲覧期間
　平成27年11月24日（火） から 平成27年12月15日（火） まで
　受付時間 ： 午前9時から午後4時（土日祝日を除く）
　■閲覧できる場所
　会津宮川土地改良区事務所１階事務室
　■閲覧できる事項
　所在地、地目、地積、賦課種目
　■料金
　無料
　■閲覧できる方と必要なもの
       
       
       
   

委任状（例）

　（代理人）
　　　住所

　　　氏名

　
平成　　年　　月　　日　

　会津宮川土地改良区理事長　殿
　　

私は、上記の者を代理人と定め、私に
関する土地原簿閲覧の権限を与えます。

　
　（委任者）
　　　住所

　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

※1  身分証明書 ： 運転免許証、健康保険証、パスポート等、本人確認ができるもの
※2  委任状 ： 委任状は任意の様式で結構です。右の図は委任状の例です。

「閲覧できる方」

組合員本人

組合員と同居している家族

組合員と別居している家族

代理人

印鑑、身分証明書 ※1

印鑑、身分証明書、委任状※2

印鑑、身分証明書、委任状

印鑑、身分証明書、委任状

「必要なもの」

　左記に記載した「田んぼの学校」での生き物調査
では、モロコ、タナゴ、ドジョウ、タニシ、カワニナ、
ミズカマキリ、タガメなど、多種多様な生き物を採
集することができました。
　このご時世、なかなか見かける機会の無い生き
物がたくさん生息していることに驚きました。

編
集
後
記

「【ふくしまの農育推進事業「田んぼの学校」】」
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ご 挨 拶 理事長 山　田　忠　彦

　秋の収穫も終え会津盆地を縁どる周辺の山々も紅葉となり、組

合員並びに関係の皆様方におかれましては、益々ご健勝のことと

お喜び申し上げます。

　日頃より、土地改良区の業務運営並びに事業推進に際しましては、一方ならぬご理

解とご協力を賜り心より厚く感謝申し上げます。

　この夏は九州、西日本で、続いて９月に入っては関東・東北豪雨による河川の氾濫、

土砂災害等に見舞われ自然災害の恐ろしさを改めて痛感いたしました。数名の尊い

命が失われ、被害に遭われた多くの方々には、心よりお見舞い申し上げます。

　また、今夏東北南部では降水量が非常に少なく、本土地改良区管内では平年の

55％程の降水量にとどまり、新宮川ダム供用開始以来の渇水状態となってしまいま

した。しかし、本地区内では水の有効活用を図るため各行政区に周知を図り、輪番制

による分水調整を行いながら用水確保に努め、出穂、登熟期を乗り切り、渇水、豪雨等

で心配された稲作にも大きな被害もなく豊穣の秋を迎えることができましたこと

は、誠に喜ばしいことと思っております。

　昨今の農業・農村を取り巻く情勢は厳しく、農業従事者の高齢化、担い手不足など

国内の諸課題に加え、TPP参加諸国の関税撤廃、世界経済の自由市場化は農業農村

に深刻な打撃を与え、食の安全・安心が脅かされるなど国民の生活にも大きな影響

を与えることは容易に想像できるところです。

　このような中、組合員の皆様には今年度からスタートした経営所得安定対策の収

入影響緩和対策（ナラシ政策）等を積極的に活用していただき、所得確保に努められ

ることを期待しております。

　今年度は渇水の影響により小水力発電の収益の減少が大変心配されましたが、現

在は順調に稼働しており、売電収益も計画達成が見込める状態まで回復し、土地改良

施設維持管理経費等に充当することができる見込みとなり安堵しております。

　最後に、今後も土地改良区運営や維持管理費の負担軽減を図りつつ、水利施設の保

全整備と農業用水の確保を心掛け、組合員皆様の期待に添えるよう役職員一同鋭意

努力して参る所存でありますので、今後ともより一層のお力添えをお願い申し上げ、

挨拶といたします。

平成27年度臨時総代会が開催されました

　平成27年9月5日（土）午後1時30分より、会津坂下町中央公民館において平成27年度臨時総代会が開催
されました。総代現数56名中、45名が出席し第2選挙区の山内泰夫総代（出戸田沢）が議長に選出され、議
事録記名人【第1選挙区：栗城嘉和総代（八木沢）、第3選挙区：山内一哲総代（五ノ併）】及び書記の指名の
順に会議は進められました。総代各位の慎重審議の結果、提出された議案31件は全て可決決定され、午
後3時55分に閉会しました。

提　出　議　案

報告１　　　　平成 27年度業務報告
議案第１号　　平成 26年度事業報告書の承認について
議案第２号　　平成 26年度財産目録の承認について
議案第３号　　
　　 ～　　　  平成 26年度一般会計及び各特別会計収支決算の承認について
議案第１８号
　　　　　　　《監　査　報　告》
議案第１９号　平成 27年度一般会計収支予算の補正（一次）について
議案第２０号　平成 27年度宮川施設維持管理特別会計収支予算の補正（一次）について　
議案第２１号　平成 27年度新宮川ダム発電所特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２２号　平成 27年度新宮川ダム発電所維持管理積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２３号　平成 27年度鶴沼川防災ダム管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２４号　平成 27年度新宮川ダム基幹水利施設管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２５号　平成 27年度宮川頭首工基幹水利施設管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２６号　平成 27年度高橋頭首工基幹水利施設管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２７号　平成 27年度坂下地区維持管理補償事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２８号　平成 27年度施設償却積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２９号　平成 27年度宇内地区経営体育成基盤整備事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第３０号　平成 27年度職員退職給与積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第３１号　平成 27年度財政調整積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
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ご 挨 拶 理事長 山　田　忠　彦

　秋の収穫も終え会津盆地を縁どる周辺の山々も紅葉となり、組

合員並びに関係の皆様方におかれましては、益々ご健勝のことと

お喜び申し上げます。

　日頃より、土地改良区の業務運営並びに事業推進に際しましては、一方ならぬご理

解とご協力を賜り心より厚く感謝申し上げます。

　この夏は九州、西日本で、続いて９月に入っては関東・東北豪雨による河川の氾濫、

土砂災害等に見舞われ自然災害の恐ろしさを改めて痛感いたしました。数名の尊い

命が失われ、被害に遭われた多くの方々には、心よりお見舞い申し上げます。

　また、今夏東北南部では降水量が非常に少なく、本土地改良区管内では平年の

55％程の降水量にとどまり、新宮川ダム供用開始以来の渇水状態となってしまいま

した。しかし、本地区内では水の有効活用を図るため各行政区に周知を図り、輪番制

による分水調整を行いながら用水確保に努め、出穂、登熟期を乗り切り、渇水、豪雨等

で心配された稲作にも大きな被害もなく豊穣の秋を迎えることができましたこと

は、誠に喜ばしいことと思っております。

　昨今の農業・農村を取り巻く情勢は厳しく、農業従事者の高齢化、担い手不足など

国内の諸課題に加え、TPP参加諸国の関税撤廃、世界経済の自由市場化は農業農村

に深刻な打撃を与え、食の安全・安心が脅かされるなど国民の生活にも大きな影響

を与えることは容易に想像できるところです。

　このような中、組合員の皆様には今年度からスタートした経営所得安定対策の収

入影響緩和対策（ナラシ政策）等を積極的に活用していただき、所得確保に努められ

ることを期待しております。

　今年度は渇水の影響により小水力発電の収益の減少が大変心配されましたが、現

在は順調に稼働しており、売電収益も計画達成が見込める状態まで回復し、土地改良

施設維持管理経費等に充当することができる見込みとなり安堵しております。

　最後に、今後も土地改良区運営や維持管理費の負担軽減を図りつつ、水利施設の保

全整備と農業用水の確保を心掛け、組合員皆様の期待に添えるよう役職員一同鋭意

努力して参る所存でありますので、今後ともより一層のお力添えをお願い申し上げ、

挨拶といたします。

平成27年度臨時総代会が開催されました

　平成27年9月5日（土）午後1時30分より、会津坂下町中央公民館において平成27年度臨時総代会が開催
されました。総代現数56名中、45名が出席し第2選挙区の山内泰夫総代（出戸田沢）が議長に選出され、議
事録記名人【第1選挙区：栗城嘉和総代（八木沢）、第3選挙区：山内一哲総代（五ノ併）】及び書記の指名の
順に会議は進められました。総代各位の慎重審議の結果、提出された議案31件は全て可決決定され、午
後3時55分に閉会しました。

提　出　議　案

報告１　　　　平成 27年度業務報告
議案第１号　　平成 26年度事業報告書の承認について
議案第２号　　平成 26年度財産目録の承認について
議案第３号　　
　　 ～　　　  平成 26年度一般会計及び各特別会計収支決算の承認について
議案第１８号
　　　　　　　《監　査　報　告》
議案第１９号　平成 27年度一般会計収支予算の補正（一次）について
議案第２０号　平成 27年度宮川施設維持管理特別会計収支予算の補正（一次）について　
議案第２１号　平成 27年度新宮川ダム発電所特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２２号　平成 27年度新宮川ダム発電所維持管理積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２３号　平成 27年度鶴沼川防災ダム管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２４号　平成 27年度新宮川ダム基幹水利施設管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２５号　平成 27年度宮川頭首工基幹水利施設管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２６号　平成 27年度高橋頭首工基幹水利施設管理事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２７号　平成 27年度坂下地区維持管理補償事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２８号　平成 27年度施設償却積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第２９号　平成 27年度宇内地区経営体育成基盤整備事業特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第３０号　平成 27年度職員退職給与積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
議案第３１号　平成 27年度財政調整積立金特別会計収支予算の補正（一次）について
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　規約第45条の規定に基づき、平成26年度の収支決算書、財産目録、借入金現在高、その他財務に関する事項を、
次の通り公表します。

財　務　状　況　の　公　表

平成26年度各会計収支決算額

平成26年度財産目録

長期借入金の状況

会 計 名 収入・支出
予算額 収入決算額 支出決算額 差引残高

摘　　　　　　　要 金額（円）

単位：円

（平成27年5月31日現在）

一般会計

宮川施設維持管理特別会計

新宮川ダム発電所特別会計

新宮川ダム発電所維持管理積立金
特別会計

鶴沼川防災ダム管理事業特別会計

新宮川ダム基幹水利施設管理事業
特別会計

宮川頭首工基幹水利施設管理事業
特別会計

高橋頭首工基幹水利施設管理事業
特別会計

坂下地区維持管理補償事業特別会計

決済金特別会計

国営造成施設用地処理特別会計

施設償却積立金特別会計

役員、総代退任慰労基金積立特別会計

宇内地区経営体育成基盤整備事業
特別会計

職員退職給与積立金特別会計

財政調整積立金特別会計

293,609,000

159,545,000

168,390,000

118,478,000

34,291,000

48,756,000

3,207,000

3,987,000

12,304,000

3,384,000

4,569,000

124,075,000

641,000

8,278,000

39,450,000

109,713,000

1,132,677,000

291,446,814

158,950,523

173,784,401

118,478,094

34,291,072

48,758,262

3,207,163

3,986,748

11,696,530

3,362,859

4,569,999

124,086,724

640,774

8,276,101

39,453,582

109,716,710

1,134,706,356

277,640,734

157,049,782

167,634,972

44,357,000

33,215,269

46,923,461

3,084,765

3,679,605

11,249,037

1,829,806

0

1,236,000

0

8,015,924

185,589

9,481,000

765,582,944

13,806,080

1,900,741

6,149,429

74,121,094

1,075,803

1,834,801

122,398

307,143

447,493

1,533,053

4,569,999

122,850,724

640,774

260,177

39,267,993

100,235,710

369,123,412合　　　　　計

１．流動資産
　現金及び預金
　現金
　預金
 一般会計
 宮川施設維持管理特別会計
 新宮川ダム発電所特別会計
 鶴沼川防災ダム管理事業特別会計
 新宮川ダム基幹水利施設管理事業特別会計
 宮川頭首工基幹水利施設管理事業特別会計
 高橋頭首工基幹水利施設管理事業特別会計
 坂下地区維持管理補償事業特別会計
 宇内地区経営体育成基盤整備事業特別会計
　未収入金
 一般会計
 宮川施設維持管理特別会計
２．特定資産
 財政調整積立金見返預金
 職員退職給与積立金見返預金
 転用決済金見返預金
 国営造成施設用地処理見返預金
 新宮川ダム発電所維持管理積立金見返預金
 施設償却積立金見返金
 役員、総代退任慰労基金積立見返預金
３．基本財産
　出資金
 会津みどり農業協同組合 233 口
 福島県土地改良事業団体連合会 140 口
 農林中央金庫 2,250 口

47,572,075
25,904,065

0
25,904,065
13,806,080
1,900,741
6,149,429
1,075,803
1,834,801
122,398
307,143
447,493
260,177

21,668,010
18,123,195
3,544,815
343,219,347
100,235,710
39,267,993
1,533,053
4,569,999
74,121,094
122,850,724
640,774
2,790,000
2,790,000
1,165,000
1,400,000
225,000

事　　　業　　　名 償還期限 残　額（円） 付　　記

摘　　　　　　　要 金額（円）
４．固定資産
　土地
 事務所敷地
　建物
 事務所・支所
 車庫
　機械器具
 機械器具
 車両
　備品
 書庫外
 事務機外
　 資 産 合 計

88,811,484
3,839,460
3,839,460
78,924,732
71,159,051
7,765,681
3,201,060

0
3,201,060
2,846,232
189,000
2,657,232
482,392,906

摘　　　　　　　要 金額（円）
１．長期負債
　県営かんがい排水事業借入金
　国営一期事業借入金
　国営二期事業借入金
　県ほ若宮地区借入金
　県ほ牛沢地区借入金
　県ほ坂下北部地区借入金
　宇内地区経営体育成基盤整備事業借入金
２．短期負債
　財政調整積立金
　職員退職給与積立金
　国営造成施設用地処理金
　転用決済金
　新宮川ダム発電所維持管理積立金
　施設償却積立金
　役員、総代退任慰労基金積立金
　 負 債 合 計

736,577,069
111,730,141
152,948,766
436,119,994
1,108,751
1,067,686
5,512,340
28,089,391
343,219,347
100,235,710
39,267,993
4,569,999
1,533,053
74,121,094
122,850,724
640,774

1,079,796,416

資産の部

負債の部

県営かんがい排水事業
国営一期事業
国営二期事業
県ほ若宮地区
県ほ牛沢地区
県ほ坂下北部地区

宇内地区経営体育成基盤整備事業

平成 39 年 12 月
平成 31 年 3 月
平成 41 年 9 月
平成 28 年 1 月
平成 28 年 1 月
平成 29 年 1 月
平成 35 年度以降

111,730,141
152,948,766
436,119,994
1,108,751
1,067,686
5,512,340
28,089,391

事業完了H22
事業完了H5
事業完了H16
事業完了H9
事業完了H9
事業完了H10
事業継続中



会 津 宮 川 土 地 改 良 区 第17号 （5）（4） 第17号  会 津 宮 川 土 地 改 良 区 

　規約第45条の規定に基づき、平成26年度の収支決算書、財産目録、借入金現在高、その他財務に関する事項を、
次の通り公表します。

財　務　状　況　の　公　表

平成26年度各会計収支決算額

平成26年度財産目録

長期借入金の状況

会 計 名 収入・支出
予算額 収入決算額 支出決算額 差引残高

摘　　　　　　　要 金額（円）

単位：円

（平成27年5月31日現在）

一般会計

宮川施設維持管理特別会計

新宮川ダム発電所特別会計

新宮川ダム発電所維持管理積立金
特別会計

鶴沼川防災ダム管理事業特別会計

新宮川ダム基幹水利施設管理事業
特別会計

宮川頭首工基幹水利施設管理事業
特別会計

高橋頭首工基幹水利施設管理事業
特別会計

坂下地区維持管理補償事業特別会計

決済金特別会計

国営造成施設用地処理特別会計

施設償却積立金特別会計

役員、総代退任慰労基金積立特別会計

宇内地区経営体育成基盤整備事業
特別会計

職員退職給与積立金特別会計

財政調整積立金特別会計

293,609,000

159,545,000

168,390,000

118,478,000

34,291,000

48,756,000

3,207,000

3,987,000

12,304,000

3,384,000

4,569,000

124,075,000

641,000

8,278,000

39,450,000

109,713,000

1,132,677,000

291,446,814

158,950,523

173,784,401

118,478,094

34,291,072

48,758,262

3,207,163

3,986,748

11,696,530

3,362,859

4,569,999

124,086,724

640,774

8,276,101

39,453,582

109,716,710

1,134,706,356

277,640,734

157,049,782

167,634,972

44,357,000

33,215,269

46,923,461

3,084,765

3,679,605

11,249,037

1,829,806

0

1,236,000

0

8,015,924

185,589

9,481,000

765,582,944

13,806,080

1,900,741

6,149,429

74,121,094

1,075,803

1,834,801

122,398

307,143

447,493

1,533,053

4,569,999

122,850,724

640,774

260,177

39,267,993

100,235,710

369,123,412合　　　　　計

１．流動資産
　現金及び預金
　現金
　預金
 一般会計
 宮川施設維持管理特別会計
 新宮川ダム発電所特別会計
 鶴沼川防災ダム管理事業特別会計
 新宮川ダム基幹水利施設管理事業特別会計
 宮川頭首工基幹水利施設管理事業特別会計
 高橋頭首工基幹水利施設管理事業特別会計
 坂下地区維持管理補償事業特別会計
 宇内地区経営体育成基盤整備事業特別会計
　未収入金
 一般会計
 宮川施設維持管理特別会計
２．特定資産
 財政調整積立金見返預金
 職員退職給与積立金見返預金
 転用決済金見返預金
 国営造成施設用地処理見返預金
 新宮川ダム発電所維持管理積立金見返預金
 施設償却積立金見返金
 役員、総代退任慰労基金積立見返預金
３．基本財産
　出資金
 会津みどり農業協同組合 233 口
 福島県土地改良事業団体連合会 140 口
 農林中央金庫 2,250 口

47,572,075
25,904,065

0
25,904,065
13,806,080
1,900,741
6,149,429
1,075,803
1,834,801
122,398
307,143
447,493
260,177

21,668,010
18,123,195
3,544,815
343,219,347
100,235,710
39,267,993
1,533,053
4,569,999
74,121,094
122,850,724
640,774
2,790,000
2,790,000
1,165,000
1,400,000
225,000

事　　　業　　　名 償還期限 残　額（円） 付　　記

摘　　　　　　　要 金額（円）
４．固定資産
　土地
 事務所敷地
　建物
 事務所・支所
 車庫
　機械器具
 機械器具
 車両
　備品
 書庫外
 事務機外
　 資 産 合 計

88,811,484
3,839,460
3,839,460
78,924,732
71,159,051
7,765,681
3,201,060

0
3,201,060
2,846,232
189,000
2,657,232
482,392,906

摘　　　　　　　要 金額（円）
１．長期負債
　県営かんがい排水事業借入金
　国営一期事業借入金
　国営二期事業借入金
　県ほ若宮地区借入金
　県ほ牛沢地区借入金
　県ほ坂下北部地区借入金
　宇内地区経営体育成基盤整備事業借入金
２．短期負債
　財政調整積立金
　職員退職給与積立金
　国営造成施設用地処理金
　転用決済金
　新宮川ダム発電所維持管理積立金
　施設償却積立金
　役員、総代退任慰労基金積立金
　 負 債 合 計

736,577,069
111,730,141
152,948,766
436,119,994
1,108,751
1,067,686
5,512,340
28,089,391
343,219,347
100,235,710
39,267,993
4,569,999
1,533,053
74,121,094
122,850,724
640,774

1,079,796,416

資産の部

負債の部

県営かんがい排水事業
国営一期事業
国営二期事業
県ほ若宮地区
県ほ牛沢地区
県ほ坂下北部地区

宇内地区経営体育成基盤整備事業

平成 39 年 12 月
平成 31 年 3 月
平成 41 年 9 月
平成 28 年 1 月
平成 28 年 1 月
平成 29 年 1 月
平成 35 年度以降

111,730,141
152,948,766
436,119,994
1,108,751
1,067,686
5,512,340
28,089,391

事業完了H22
事業完了H5
事業完了H16
事業完了H9
事業完了H9
事業完了H10
事業継続中



会 津 宮 川 土 地 改 良 区 第17号 （1）（6） 第17号  会 津 宮 川 土 地 改 良 区 

宮川

401
案内図 会津高田駅

認定こども園ひかり

大沼高校 会津美里消防署

会津美里町役場高田庁舎

会津若松警察署
会津美里分庁舎

会津宮川土地改良区

　この事業は、農村地域の重要な要素で
ある田畑、水路、ため池等の自然環境を遊
びと学びの場として活用し、地域の未来
を担う子供たちが「農業農村地域の大切
さ」、「環境の大切さ」、「食・命の大切さ」に
ついて理解を深め、豊かな感性と深い見
識を持つことを目的としています。
　平成27年度から平成29年度までの3
年間、新鶴小学校において実施すること
となりました。

【田植え】

【稲刈り】

【生き物調査】

会津宮 川
土地改良区広報 2015年11月
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発行 会津宮川土地改良区
編集 総務課
印刷 北日本印刷株式会社会津宮川

土地改良区広報

夢のある農村づくりを目指して夢のある農村づくりを目指して

目　
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①　理事長挨拶　　　　　　　（P2）　④　平成26年度財産目録　 （P5）
②　平成27年度臨時総代会　　（P3）　⑤　長期借入金の状況　　 （P5）
③　平成26年度一般会計及び　　　　⑥　土地原簿閲覧について （P6）
　　各特別会計収支決算額　　（P4）

面
積
及
び

組
合
員

地目　田 ：  3，801.1ha
　　　畑 ：     775.4ha
　　　計 ：  4，576.5ha
組　合　員 ：  4，148人

そばの花　（小山地区）

【発行】

会津宮川土地改良区
〒969－6266　会津美里町字油田1545番地
TEL：0242－54－7154　　FAX：0242－54－3596
mail（代表）　　midori-net@aizumiyakawa.jp
ホームページ　　http//www.aizumiyakawa.jp/

「平成27年度土地原簿閲覧について」
■土地原簿閲覧制度について
　　土地原簿閲覧制度は、組合員の皆様が所有する土地の所在地、地目、地積、賦課種目が適正かどうかを
確認していただく制度です。
　■閲覧期間
　平成27年11月24日（火） から 平成27年12月15日（火） まで
　受付時間 ： 午前9時から午後4時（土日祝日を除く）
　■閲覧できる場所
　会津宮川土地改良区事務所１階事務室
　■閲覧できる事項
　所在地、地目、地積、賦課種目
　■料金
　無料
　■閲覧できる方と必要なもの
       
       
       
   

委任状（例）

　（代理人）
　　　住所

　　　氏名

　
平成　　年　　月　　日　

　会津宮川土地改良区理事長　殿
　　

私は、上記の者を代理人と定め、私に
関する土地原簿閲覧の権限を与えます。

　
　（委任者）
　　　住所

　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

※1  身分証明書 ： 運転免許証、健康保険証、パスポート等、本人確認ができるもの
※2  委任状 ： 委任状は任意の様式で結構です。右の図は委任状の例です。

「閲覧できる方」

組合員本人

組合員と同居している家族

組合員と別居している家族

代理人

印鑑、身分証明書 ※1

印鑑、身分証明書、委任状※2

印鑑、身分証明書、委任状

印鑑、身分証明書、委任状

「必要なもの」

　左記に記載した「田んぼの学校」での生き物調査
では、モロコ、タナゴ、ドジョウ、タニシ、カワニナ、
ミズカマキリ、タガメなど、多種多様な生き物を採
集することができました。
　このご時世、なかなか見かける機会の無い生き
物がたくさん生息していることに驚きました。

編
集
後
記

「【ふくしまの農育推進事業「田んぼの学校」】」


