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土地改良区等事務講座 ３ 

土地改良区諸規程の見直し方 

～管理規程と個人情報保護規程他～ 

 

第１章 管理規程 

 

１ 管理規程とは 

（１）管理規程の根拠法  

   土地改良法第５７条の２第１項の規定により、土地改良区は「土地改良法施

行規則第４７条に定める農業用用排水施設又は農用地保全施設」を管理する場

合、管理規程を定め、県知事の認可を受けるよう義務付けられています。 

   また、土地改良区定款の第４条に「この土地改良区は、土地改良事業計画、

定款、規約及び管理規程の定めるところにより、土地改良事業を行う。」と規定

している土地改良区も多数あります。 

 

（２）管理規程を定める施設（土地改良法施行規則第４７条） 

  ①ダムその他のえん堤 

   ・ダム（中国四国農政局 HP より） 

水をせき止める施設で、堤の高さが１５m以上のもの 

（同じ機能でも堤の高さが１５m未満のものは「ため池」） 

   ・その他のえん堤（土地改良法解説Ｐ５５より） 

     河川の全部または一部を横断して水流を阻止するために設けられた堤防

をいい、通常は「頭首工」が該当。 

  ②都道府県知事が指定した農業用用排水施設 

・熊本県内には該当なし 

（留意点） 

  ・対象施設は土地改良区所有施設だけでなく、管理を委託された施設も含み

ます。 

  ・したがって、維持管理計画書とも連動するものと考えてください。 

  ・頭首工は可動堰、固定堰を問いません（土地改良法解説Ｐ５５より） 

  ・ため池については管理規程を定める義務はありませんが、全国的に台風や

大雨によりため池事故が相次ぐ中で、必要な事項をあらかじめ定めておく

ことも必要ではないかと考えます（知事認可は不要）。 
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（３）管理規程に定める事項（土地改良法施行規則第４８条の２） 

ア 貯水、放流又は取水に関する事項 

イ 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 

ウ 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項 

エ ダムにあっては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関

する事項 

 

２ 管理規程をめぐる現状と問題 

（１）現状 

   ダムや大規模頭首工については整備されていますが、一般に頭首工について

は①昔から地域にあったものや、河川改修で整備されたものが多く、データー

自体が無い、②小規模で操作が不要なものが多い、等の理由により管理規程の

整備が遅れているのが現状です。 

 

（２）しかし… 

平成２５年９月２７日付けで総務省行政評価局から、土地改良区が管理規程

を制定していないことと、施設管理者が管理規程を遵守していない点について、

改善を求める勧告がなされています。 

また、近年全国的に台風や大雨による被害が多発する中で、事故等が発生し

た場合、土地改良区が「管理規程を定めていなかったこと」が問題になる可能

性もあります。 

 

３ 管理規程の作り方（頭首工編） 

  管理規程については、例が示されていますが、実際に実施されている管理方法

や地域のルールを記載するよう努めてください。 

（１）趣旨 

○管理方法等が同じ頭首工については、一つの管理規程にまとめてもかまいま

せんが、対象となる頭首工名（○○堰頭首工、第○号頭首工等）は列挙して

ください。 

○上記の頭首工は維持管理計画書に記載されたものということになりますので、

管理規程と維持管理計画書は連動することになります。 

 

（２）管理者 

  ○第２条で定める「頭首工管理責任者（管理者）」は、実際に管理を行い、災害

時に対応する方を任命することになります。 
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（３）水位の制限・基準 

○頭首工地点における河川の水位の上限及び下限について、頭首工を整備した

時の県営土地改良事業計画書や、水利権の許可申請等で定めがある場合に記

載してください。 

 

（４）かんがい期・取水 

  ○維持管理計画書に記載された地域のルールについて記載してください。 

 

（５）計画取水量 

○頭首工を整備した時の県営土地改良事業計画書でわかる範囲で記載してくだ

さい。 

 

（６）取水時のゲートの操作・取水量の測定 

○実際に取水時に行われている操作及び測定方法を記載してください。 

○自然流入の場合は、その旨記載してください。 

 

（７）放流及びゲートの操作 

○実際に行われている放流方法について記載してください。 

○自然放流の場合は、その旨記載してください。 

  

（８）点検及び整備 

○実際に行われている点検や整備について記載するとともに、連合会や市町村

との連携があれば、その旨も記載してください。 

 

（９）監視 

  ○事故防止の観点から配慮されている対応方法について記載し、柵や看板など

安全施設の設置についても言及してください。 

 

（10）洪水警戒体制・措置 

  ○洪水時等の対応について、地域で取り決めておられるルールを明記してくだ

さい。 

○連絡する機関等は具体的に記載してください。 

○もちろん、管理者自身の安全の確保が前提となります。 

 

（11）管理日誌 

  ○実際に作成されているものを基準にしてください。 
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（12）ダムの場合 

  ○河川管理者協議書や行政からの管理委託書の内容に準拠して作成してくださ

い。 

 

４ 県知事認可手続 

（１）総（代）会議決 

○管理規程を設定、変更、廃止するためには、土地改良法第３０条第１項第２

号の規定により、総（代）会の議決が必要です。 

○ただし、定款や維持管理計画書とは異なり、特別議決は必要ありません（過

半数による普通議決で可）。 

 

（２）県知事認可 

○管理規程を設定、変更、廃止するためには、土地改良法第５７条の２第３項

の規定に基づき、県知事の認可を受ける必要があります。 

  ○認可申請書の添付資料、提出先等は定款の変更と同じです。 

  ○上記の認可と併せて、県公報に管理規程を設定、変更、廃止した旨を公告し

ます。 
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第２章 土地改良区の諸規程 

 

１ 土地改良区検査における指摘事項 

県が実施する土地改良区検査では、土地改良区の諸規程に関する主な指摘事項

には、次のようなものがみられます。この状態を放置しておくと、今後の県の検

査でもまた指摘を受けることになります。 

（１）○○規程が整備されることなく、○○が実施されている。 

  ⇒土地改良区の行為や決定に根拠がなく、単なる慣例で事務が行われている

ケース…「昔からごぎゃんなっとりますもん」 

（２）○○規程が定められているが、実際には異なった運用が行われている。 

  ⇒規程を整備しても、慣例が優先されて事務が行われているケース 

（３）定款、規約と○○規程の内容が一致していない。 

  ⇒定款、規約が改正されたにもかかわらず、規程が改正されていないケース 

（４）設立当時から○○規程が改正されていない。 

  ⇒役員も職員も読んだことの無い規程 

 

２ なぜ諸規程を整備する必要があるのか 

土地改良区の内部規程のうち土地改良法に明記されているのは、定款、規約、

土地改良事業計画書（維持管理計画書）、管理規程のみです。また、土地改良区

の事務については、土地改良法第１９条第２項の規定により、「理事の過半数で

決定」すればよく、行為や決定の度に理事会を開催すれば足りることになりま

す。 

しかし、現実には理事会を頻繁に開くことは難しく、日常に繰り返される事

務の度に理事の意見を確認することはできません。 

また、最近は土地改良区の行為や決定に根拠を問われることが多く、単なる

慣例では説明することが難しくなっています。 

このため、日常繰り返される事務については、あらかじめルールを「規程」

という形で定めることにより、迅速かつ正確に事務を実施することが求められ

ているのです。 

 

３ 規程の制定や変更は誰が決定するのか 

（１）総代会の議決（特別議決）及び県知事の認可が必要なもの 

   定款、土地改良事業計画（維持管理計画書） 

（２）総代会の議決（普通議決）及び県知事の認可が必要なもの 

    管理規程 
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（３）総代会の議決（普通議決）が必要なもの 

    会計細則、処務規程、各委員会処務規程、役員報酬等の規程、地区除外規

程  

（４）理事会の議決が必要なもの 

理事長専決規程、事務局長専決規程、職員給与・退職給与規程 

（５）その他 

    個人情報保護規程、監査細則、他目的使用規程、旅費規程、工事施行規程 

 

４ 諸規程を整備する上で必要な留意事項 

（１）法令及び上位内部規程等を補完するものであること 

土地改良法をはじめとする法令や、定款、規約、会計細則といった上位の内

部規程に定められている事項については、改めて規程を整備する必要はありま

せん。例えば、かつては基金や積立金について管理運用規程を整備していまし

たが、現在は規約の中に規定するようになっています。 

諸規程はあくまでも上記のものに定めがない事項についてルールを定めたり、

より細かい部分を定めたりする必要がある場合に制定します。 

 

（２）法令及び上位内部規程等に反しないものであること 

土地改良法をはじめとする法令や、定款、規約、会計細則といった上位の内

部規程に反する規程を制定することはできません。例えば、定款第４条に他目

的使用に関する条文が無いのに、他目的使用規程だけを制定することはできま

せん。 

また、上位の内部規程が改正されたときは、諸規程も連動して改正する必要

があります。 

 

（３）規程同士が矛盾しないものであること 

規程同士についても矛盾がみられる例があります。例えば、理事長専決規程

と事務局長専決規程の取り扱いが異なる場合などは、どちらに従えばよいのか

わかりません。このような場合、内容を連動させる、あるいは規程同士を一本

化させる等の対応が必要になります。 

 

（４）実務と矛盾しないものであること 

古い規程ほど、単価や取り扱いが実務と異なる例が多くみられます。基本は

規程どおりの事務処理を心掛け、どうしても実態と合わない場合は、規程の改

正を行ってください。 
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５ 個別事例① 土地改良区の組織に関する規程 

規程の中には土地改良区の組織について定めるものがあります。これらは定款

や規約の中身をより具体的にしたものが一般的ですので、まずは定款や規約の中

身を確認した上で制定します。 

 

（１）処務規程 

土地改良区の係や委員会の事務分掌、理事長や事務局長の専決事項、文書の

管理、公印等について定めた規程です。 

   規約（例第２６条）には係及び委員会が列記されていますので、これに反し

た事務分掌を定めることはできません。また、同条第２項に「係及び委員会に

関する規程は、総代会で定める」と規定されているため、制定や変更は総代会

の議決が必要です。 

   理事長専決については、規約（例第１９条第２項）の「理事会は、軽易な事

項については、理事長の専決に委ねることができる。」が根拠条文です。事務局

長の専決については特に根拠条文はありませんが、理事長の専決事項に抵触し

ない範囲で規程を定めてください。 

   文書の管理については、会計細則（例では第６条）にも定めがありますので、

これに反した保存年限等を定めることはできません。 

   公印については、市町村等の例を準用して、別に「公印管理規程」を作成す

る事例も見られます。熊本県では、不祥事件未然防止の観点から公印の管理者

と通帳の管理者を分けるよう指導しておりますので、規程の内容にも反映させ

てください。 

 

（２）各委員会処務規程 

上記の処務規程を委員会ごとにさらに詳細に規定したものです。処務規程と

同様に上記の規約（第２６条第１～２項）が適用されますので、制定や変更は

総代会の議決が必要です。 

 

（３）理事長専決規程、事務局長専決規程 

土地改良区によっては、処務規程を定めず、専決規程のみを制定しているケ

ースが見られます。理事長の専決権は理事会によって認められるため、本規程

の制定や変更は理事会の議決が必要です。 

なお、処務規程で網羅できれば、本規程を改めて制定する必要はありません。 

 

６ 個別事例② 土地改良区の支出に関する規程 

土地改良区の支出のルールは規約や会計細則に定められていますが、相手から

の請求によらず、土地改良区自らが支出額を算定するものについては、あらかじ
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め規程を整備することによって、単価や算出根拠を定めることができます。 

 

（１）旅費規程 

旅費については規約に特段の定めがありませんので、理事会の議決又は旅費

について専決権を与えられた者の決裁で制定及び改正できます。 

旅費規程は特に現実との相違が多くみられます。また、○○市町村の条例を

準用する例も多くみられますが、この場合単価等を毎年確認する必要がありま

す。 

 

（２）役員並びに総代の報酬及び費用弁償に関する規程 

規約（例・第１７条）で「役員に対する報酬、賞与その他の給与は、総代会

で定める。」と規定されており、毎年度総代会で承認を得るか、規程を制定して

総代会で承認を得る必要があります。 

 

（３）職員給与・退職給与規程 

職員については、規約（例・第２８条第２項）で「職員の事務分掌に関する

規程及び職員の任免、給与等に関する規程は、理事会で定める」と規定されて

いるうえ、雇用条件を明確にしておく意味でも規程を整備しておくことが必要

です。 

   土地改良区によっては、「就業規則」を制定している事例があります。 

 

７ 個別事例③ 土地改良区の収入に関する規程 

土地改良区が賦課金以外の費用を徴収する場合、あらかじめ単価や算定方法等

を規程として整備しておく必要があります。 

（１）他目的使用並びに手数料徴収規程 

   他目的使用については定款第４条に附帯事業として「この土地改良区は、第

１項第○号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的

に使用させることができる。」と定めることが前提で、この定款の内容を具体化

した規程と考えられています。 

   ただし、規約等に制定方法について特段の定めがありませんので、理事会の

議決又は専決権を与えられた者の決裁で制定及び改正できます。本規程例の第

１１条が示すとおり理事長の裁量が大きいことも特徴です。 

 

（２）地区除外等処理規程・決済金管理運用規程 

組合員の権利義務に大きな影響を及ぼすため、規約（例・第６７条第２項）

で「この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び権利義務の決済

等に関する規程は、理事会で定め、総代会の承認を受けなければならない。」と
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定められています。 

 

８ 個別事例④ 土地改良区の業務に関する規程 

（１）工事執行規程（工事規程） 

   規約に定められている工事関係条文は、①契約・入札の方法、②工事請負費

の属する年度、③請負に関する基本事項だけです。このため、頻繁に工事を行

う土地改良区は工事執行規程を定めることがあります。この場合、会計細則の

内容との調整が必要となることがあります。 

 

（２）監査細則 

   監査細則を制定又は改正するのは監事会の権限です。監査を受ける側である

理事会や事務局ではできません。 
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第３章 個人情報保護法の改正 

 

１ 法改正の要旨 

（１）法の適用範囲 

   取り扱う個人情報の数（改正前は 5000 件以上）とは無関係に、全ての土地改

良区が法の適用対象となりました。 

（２）個人情報取扱事業者の監督権限 

   農林水産大臣ではなく、個人情報保護委員会の監督を受けることになりまし

た。このため、漏えいが発覚した場合は、同委員会へ報告することになります。 

（３）個人情報の定義に、新たに①個人識別符号、②要配慮個人情報が加えられま

した。 

 

２ 個人情報保護規程の制定及び変更方法 

（１）規約の改正 

   土地改良区の規約（例では第２７条）を以下のように改正してください。規

約の改正は総（代）会の普通議決が必要です（知事認可は不要）。 

 

（会計主任、個人情報保護管理者及び管理責任者） 

第２７条 この土地改良区に会計主任、個人情報保護管理者及び管理責任者を置

く。 

２ 会計主任及び管理責任者は、理事長がこれを命ずる。 

３  個人情報保護管理者は、理事会の議決に基づき、理事長がこれを命ずる。 

４ 会計主任は、この土地改良区の現金又は物品の出納その他会計事務をつかさ

どる。 

５ 個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関する規程及び監査体制の整備そ

の他個人情報の取扱いの監督を行う。 

６ 管理責任者は、何ダム（又は何頭首工）管理規程の定めるところにより、何

ダム（又は何頭首工）を管理する。 

 

（２）個人情報保護管理者の任命 

   個人情報保護管理者は理事長が任命しますが、そのためには理事会の承認が

必要です。全土連の通知を見ると、事務職員のトップや理事が想定されている

ようです。 

 

（３）個人情報保護規程の作成 

   規約（例第２７条第５項）の規定により、個人情報保護規程の整備は個人情
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報保護管理者の職務となりますので、全国土地改良事業団体連合会が作成する

規程例を参考に制定してください。理事会の承認については何ら定めがありま

せん。 

 

３ 個人情報の取り扱い実務 

 ○土地改良区が持つ個人情報の種類や取り扱いについて、事務所への掲示や広報

により組合員等へ周知することが必要になります。 

 ○個人情報については、利用目的をあらかじめ特定し、その目的以外に利用する

場合は、本人から同意を得る必要があります。 

 ○個人情報を電子ファイルで保存する場合は、パスワードを設定したり、ウィル

ス対策ソフトをインストールしたりする必要があります。 

 ○個人情報を記載した紙媒体（台帳等）については、保管場所の施錠が求められ

ます。 

 ○個人情報を第三者に提供する場合は、本人から同意を得なければなりません。 

 ○逆に本人からの開示等の要求があった場合は、対応する必要があります。 

11
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土地改良区規約例（諸規程関係抜粋） 

 

（役員報酬） 

第１７条 役員に対する報酬、賞与その他の給与は、総代会で定める。 

 

（理事会の付議事項） 

第１９条 省略 

２ 理事会は、軽易な事項については、理事長の専決に委ねることができる。 

 

（監事会の付議事項） 

第２４条 監事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 

二 監査細則の設定、変更及び廃止に関する事項 

 

（補助機関） 

第２６条 この土地改良区に次の係及び委員会を置く。 

２ 前項の係及び委員会に関する規程は、総代会で定める。 

 

（会計主任、個人情報保護管理者及び管理責任者） 

第２７条 省略 

３  個人情報保護管理者は、理事会の議決に基づき、理事長がこれを命ずる。 

５ 個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関する規程及び監査体制の整備その

他個人情報の取扱いの監督を行う。 

６ 管理責任者は、何ダム（又は何頭首工）管理規程の定めるところにより、何ダ

ム（又は何頭首工）を管理する。 

 

（職員） 

第２８条 前条に定める者のほか、この土地改良区に職員を○名置く。 

２ 職員の事務分掌に関する規程及び職員の任免、給与等に関する規程は、理事会

で定める。 

 

（業務執行に関する細則） 

第３１条 理事会が必要と認めるときは、この規約の範囲内で別に業務執行に関す

る 細則を設けることができる。 

 

（余裕金の運用） 

第４３条 土地改良区の余裕金は、総代会の議決により、確実かつ効率的な方法に

より運用するものとする。ただし、余裕金の運用としては株式の取得は行わない
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ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の方法による余裕金の運用は理事会の議決による

ものとする。 

 

（会計に関する細則） 

第４７条 会計に関する細則は、理事会で定め、監事会及び総代会の承認を受けな

ければならない。 

 

（農地転用等に伴う処理） 

第６７条 省略 

２ 前項に定めるほか、この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び

権利義務の決済等に関する規程は、理事会で定め、総代会の承認を受けなければ

ならない。 
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土地改良区頭首工管理規程例 

 

第 1章 総  則 

（趣  旨） 

第１条 この規程は、定款第４条第１項の規定に基づき、○○頭首工（管理事務所，

電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。以下同じ。）の維持、操作その他の

管理について必要な事項を定めるものとする。 

 

（管理者） 

第２条 頭首工管理責任者（以下「管理者」という。）は、この規程に定めるところ

により、頭首工を管理するものとする。 

 

（本規程に定めのない事項） 

第３条 この規程に定めない事項を処理しようとするときは、管理者はあらかじめ

理事長の承認を得なければならない。 

  ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限り

でない。 

２ 前項ただし書の場合は，事後すみやかに理事長に報告するとともに、その後の

措置についての指示を受けなければならない。 

  

第２章 取水・放流及びゲートの操作に関する事項 

第１節 水  位 

（水位の制限） 

第４条 頭首工地点における河川の水位（以下「頭首工の水位」という。）は、標高

○○メートルを上限とし、標高○○メートルを下限とする。 

２ 管理者は、前項に規定する水位の範囲内でかんがい用水等の取水を行い、かつ

河川の流量を努めて恒常的に維持させるものとする。 

 

（水位の基準） 

第５条 頭首工の水位は、堤体（又は取水ゲート）に取り付けられた水位計の示度

によるものとする。 

  

第２節 取   水 

（かんがい期） 

第６条 毎年○月○日から○月○日までの期間をかんがい期間とする。 
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（取  水） 

第７条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮

しつつ受益地に必要な水量を取水するものとする。 

 

（計画取水量） 

第８条 頭首工地点からのかんがい用水の取水量は、次に掲げる量を基準とする。 

                        （単位 立方メートル／秒） 

    時 

   

期 

用 

 水 

 名 

  か  ん  が  い  期  間  

その他の 

 

期間 

 

 

 

備 

 

 

考 

 

苗 代 期 移 植 期 普  通  期 

○月○日 

～ 

○月○日 

○月○日 

～ 

○月○日 

○月○日 

～ 

○月○日 

○月○日 

～ 

○月○日 

○○用水 
      

 

（取水時のゲートの操作） 

第９条 かんがい用水の取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて制水

門ゲート及び取入水門ゲートの開度を調節するものとする。 

 

（取水量の測定） 

第１０条 取水量の測定は、取入水門の内側（幹線用水路）に取り付けられた量水

標の示度によるものとする。 

２ 管理者は、取水量の正確を期するため毎年１回量水標地点の流量測定を行い、

その結果に基づいて取水量測定表を補正するものとする。 

  

第３節 放流及びゲートの操作 

（責任放流及び平常時の放流） 

第１１条 頭首工の責任放流量は毎秒○○立方メートルとし，頭首工の水位が標高

○○メートル（上限）以内のときは、制水門ゲートのうち○基のみを開扉し，こ

れの調節により水位を標高○○メートル（下限）から標高○○メートル（上限）

の間に保ちつつ放流するものとする。 

 

（出水時の放流） 

第１２条 頭首工の水位が前条の量を超え、以後増水するときは、順次に他の制水

門ゲートを開扉し、水位を標高○○メートル（上限）に保ちながら放流するもの
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とし、さらに水位が標高○○メートル（上限）をこえて増水するときは、すべて

の制水門ゲートを全開の状態におくものとする。 

２ 頭首工の水位が標高○○メートルを超えたときは、取入水門ゲートを閉扉する

ものとする。 

 

（出水後の操作） 

第１３条 頭首工の水位が標高○○メートル（上限）に減じた後は、水位を標高○

○メートル（上限）に保ちながら減水に応じて前条第 1項の開扉と逆の順序で制

水門ゲートを順次閉扉するものとする。 

 

（舟通し閘門の操作） 

第１４条 頭首工地点を通過しようとする舟艇のあるときは、航行の安全を確かめ、

速やかに舟通し閘門を操作して通過させるものとする。 

 

（魚道の放流） 

第１５条 頭首工附帯の魚道調節門からは毎秒○○立方メートル以上の水量を常時

放流するものとする。 

  

第３章 点検及び整備に関する事項 

（点検及び整備） 

第１６条 管理者は、堤体、ゲート、ゲート操作に必要な機械及び器具、警報、通

信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこ

れらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行

なわなければならない。 

 

（監  視） 

第１７条 管理者は、頭首工及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び

保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。 

  

第４章 緊急事態における措置に関する事項 

第 1節 洪  水 

（洪水警戒体制） 

第１８条 管理者は、次の各号の 1に該当するときは、洪水警戒体制をとらなけれ

ばならない。 

（１） ○○気象台から関係地域に対して降雨に関する注意報又は警報が発せられ

たとき。 

（２） 頭首工の水位が標高○○メートルを超えることが予想されるとき。 
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（洪水警戒体制時の措置） 

第１９条 管理者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集

してそれぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

（１） 関係の気象台、市町村その他の機関との連絡並びに気象及び水象に関する観

測及び情報の収集を密接に行なうこと。 

（２） ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検整備、予備電源設備

の試運転その他頭首工の操作に関し必要な措置をとること。 

（３） 常に河川流量及び水位に注意し、第１２条の規定による頭首工の操作に万全

を期すること。 

 

（洪水警戒体制の解除） 

第２０条 管理者は、頭首工の水位が標高○○メートル以下となり、再び増水のお

それがないと認められたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。 

  

第２節 かんばつ 

（かんばつ時の措置） 

第２１条 管理者は、かんがい期において、頭首工の水位が標高○○メートル以下

に低下するおそれがあるときは、その水位及び頭首工地点における取水状況を理

事長に報告し、その指示により措置するものとする。 

 

第５章 雑  則 

（管理日誌） 

第２２条 管理者は、頭首工管理日誌を備え、次の名号に掲げる事項について記録

しなければならない。 

（１） 気象（天侯，気温，降雨量及び積雪量等） 

（２） 水象（水位及び水温等） 

（３） 頭首工地点における放流量 

（４） かんがい用水取水量 

（５） ゲートの操作の時刻及び開度 

（６） 点検及び整備に関する事項 

（７） その他頭首工の管理に関する事項 

２ 管理者は、毎月１０日までに前月分の管理日誌を理事長に提出し、その内容を

報告しなければならない。 

 

附則 

 この規程は、県知事認可の日（平成○年○月○日）から施行する。 
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土地改良区ダム管理規程例 

 

第 1章 総  則 

（趣 旨） 

第１条 ここの規程は、定款第４条第１項の規定に基づき、○○ダム（管理事務所，

電気施設、通信施設、その他の附帯施設を含む。以下同じ。）の維持、操作その他

の管理について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（管理者の業務） 

第２条 ダム管理責任者（以下「管理者」という。）は、この規程の定めるところに

より、ダムを管理するものとする。 

２ 管理者は、ダムの操作にあたっては農業、○○事業相互間の受給調整について

留意し、水資源の有効利用を図らなければならない 

【備考】農業専用のダムにあっては，第２項を削る。 

 

（本規程に定めのない事項） 

第３条 この規程に定めない事項を処理しようとするときは、管理者はあらかじめ

理事長の承認を得なければならない。 

  ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限り

でない。 

２ 前項ただし書の場合は、事後すみやかに理事長に報告するとともに、その後の

措置についての指示を受けなければならない。 

 

第２章 貯水・取水または放流に関する事項 

第１節 ダムの水位及び貯水 

（満水位） 

第４条 ダムの満水位は標高○○メートルとし、水位をこれより上昇させてはなら

ない。 

 

（低水位） 

第５条 ダムの低水位は標高○○メートルとし、検査、補修その他特に必要とする

場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。 

 

（水位の基準） 

第６条 ダムの水位は、すべて堤体（又は取水塔）に取り付けられた水位計の示度

によるものとする。 
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（貯 水） 

第７条 管理者は、かんがい用水等を確保するため、ダム容量配分計画により原則

として毎年○月○日までにダムの貯水を満水位にするものとする。 

２ ダム容量配分計画は別表のとおりとする。 

 

（かんがい用水のための利用） 

第８条 かんがい用水のための利用は、標高○○メートルから標高○○メートルま

での容量、最大○○立方メートルを利用して行うものとする。 

 

（○○事業のための利用） 

第９条 ○○事業のための利用は、標高○○メートルから標高○○メートルまでの

容量、最大○○立方メートルを利用して行うものとする。 

【備考】農業専用のダムにあっては，本条を削る。 

 

第２節 取   水 

（かんがい期間） 

第１０条 毎年○月○日から○月○日までをかんがい期間とする。 

 

（かんがい用水の取水） 

第１１条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考

慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。 

２ 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水するこ

とが困難な場合には、理事長に報告し、その指示を受けて適切な措置を取らなけ

ればならない。 

 

（計画取水量） 

第１２条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次に掲げる量を基準とする。 

  〔例〕○○用水取水量 

     ○月○日から○月○日まで，毎秒○○立方メートル 

【備考】ダム地点において直接取水せず、河川を利用して下流地点において取 

水する場合にあっては次項により記載し、第１１条及び第１３条中「取水」

とあるのは「放流」と改めるものとする。 

 

２ かんがい用水のためのダムからの放流量は、下流各地点における時期別の取水

量からそれぞれの取水地点における河川の自然流量を控除した量とし、次に掲げ

る水量を基準とする。 
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〔例〕                    （単位 毎秒立方メートル） 

 

 

地点 

 

 

 

区  分 

か  ん  が  い  期  間  

そ の

他 の

期 

間 

苗 代 期 移 植 期 普  通  期 

○月○日 

～ 

○月○日 

○月○日 

～ 

○月○日 

○月○日 

～ 

○月○日 

○月○日 

～ 

○月○日 

○ ○ 計画取水量

ダム放水量 

     

○ ○ 

 

計画取水量 

ダム放水量 

     

【備考】かんがい用水のための利用がないダムにあっては第１０条から第１２条

までを削る。 

 

（○○事業の取水） 

第１３条 管理者は、○○事業のため、かんがい期間にあっては毎秒○○立方メー

トル、その他の期間にあっては、毎秒○○立方メートルをダムから取水すること

ができるよう努めるものとする。 

２ 管理者は、ダムの操作を行おうとする場合において、○○事業の取水に影響を

及ぼすおそれがあると認められるときは、○○事業の責任者と協議するものとす

る。 

【備考】農業専用のダムにあっては，本条を削る。 

 

（責任放流） 

第１４条 ダムからの責任放流量は，毎秒○○立方メートルとする。 

【備考】責任放流の規定のないダムにあっては，本条を削る。 

 

第３節 放  流 

（放流の制限） 

第１５条 ダムに貯留された水は、次の各号の一つに該当する場合に限り放流（取

水のための放流を除く。）するものとする。 

（１） 水位が満水位を超えるとき。 

（２） 第２５条から第２８条までの規定により、洪水時の調節を行う必要があると

き。 

（３） 第２１条の規定により点検整備を行う必要があるとき。 

（４） その他特に止むを得ない理由により必要があるとき。 
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（放流量） 

第１６条 ダムから放流を行なう場合の放流量は、洪水時の調節を行なうときを除

き、毎秒○○立方メートルを超えてはならない。 

２ 洪水とは，ダムへの流入量の最大が毎秒○○立方メートルを超える出水をいう。 

 

（放流の通知） 

第１７条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生

ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため（関係機関）に通

知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。 

【備考】（関係機関）については、関係の市町村、警察、土木出張所等を具体的

に列記する。 

 

第３章 ゲートの操作 

（余水吐ゲートの操作） 

第１８条 余水吐ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の一つに該当す

る場合には、これを操作するものとする。 

（１） 第１５条に規定する放流を行うとき。 

（２） 第２１条の規定による余水吐ゲートの点検整備を行うとき。 

【備考】余水吐ゲートのないダムにあっては，本条を削る。 

 

（取水塔ゲートの操作） 

第１９条 取水塔ゲートは、取水の必要に応じて開扉するものとし、常に貯水位か

ら○メートル以内の水深にある水を取水するように操作するものとする。 

２ 第２１条の規定による取水塔ゲートの点検整備は、かんがい期間以外の期間に

行うものとする。 

 

（放水ゲートの操作） 

第２０条 放水ゲートは、常に閉塞しておくものとし、次の各号の一つに該当する

場合には、これを操作するものとする。 

（１） 第１８条第１号に規定する余水吐ゲートの操作のみによっては、所要の放流

を行うことができないとき。 

（２） 堤体等を点検し又は補修するため、貯水位を低下させる必要があるとき。 

（３） 堆積土砂の掃流を行うとき。 

（４） 第２１条の規定により放水ゲートの点検整備を行うとき。 

（５） その他止むを得ない理由により、貯水位を低下させる必要があるとき。 

【備考】放水ゲートのないダムにあっては，本条を削る。 
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〔注  意〕ゲートの操作の具体的方法等については，それぞれの施設に応じて必

要な規定を記載すること。 

第４章 点検及び整備に関する事項 

（点検及び整備） 

第２１条 管理者は、堤体、ゲート、ゲート操作のために必要な機械及び器具、警

報、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並

びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整

備を行い，特にゲート及び予備電源設備については適時試運転を行わなければな

らない。 

 

（ダム及びその周辺の監視） 

第２２条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行ない、その維持及び

保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。 

 

第５章 緊急事態における措置に関する事項 

第 1節 洪  水 

（洪水警戒体制） 

第２３条 管理者は、次の各号の 1に該当する場合においては、洪水警戒体制をと

らなければならない。 

（１） ○○気象台から関係地域に対して降雨に関する注意報又は警報が発せられた

とき。 

（２）その他洪水が予想されるとき。 

 

（洪水警戒体制時における措置） 

第２４条 管理者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集

してそれぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

（１） 関係の気象台、市町村、その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観

測及び情報の収集を密接に行うこと。 

（２） 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時期的変化を予測するこ

と。 

（３） 洪水調節計画をたて，予備放流を行う必要があるときはその水位を定めるこ

と。 

（４） ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、整備、予備電源設

備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。 

【備考】放流ゲートのないダムにあっては第３号及び第４号を削る。 
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（予備放流） 

第２５条 管理者は、次条の規定により洪水調節を行なう必要が生ずると認められ

る場合において、水位が前条第３号により定めた予備放流水位を超えているとき

は、水位を当該予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行

わなければならない。 

 

（洪水調節） 

第２６条 管理者は、流入量が毎秒○○立方メートルに達した後は、流入量が一旦

最大に達し再び毎秒○○立方メートルに減少するまでの間、毎秒○○立方メート

ルの流水をダムから放流することにより洪水調節を行なわなければならない。 

   ただし、管理者は、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合にお

いては、これによらないことができる。 

 

（洪水調節後における水位の低下） 

第２７条 管理者は、前条の規定により洪水調節を行なった後において、ダムの水

位を低下させる必要があると認めるときは、下流に支障を及ぼさない程度の流量

を限度としてダムから放流を行わなければならない。 

 

（洪水に達しない流水の調節） 

第２８条 管理者は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、

洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。 

【備考】放流ゲートのないダムにあっては、第２５条から第２８条までを削

る。 

 

（洪水警戒体制の解除） 

第２９条 管理者は気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認め

たときは、堤体等の異状の有無を点検し、異状を認めたときはすみやかに必要な

措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。 

 

第２節 かんばつ 

（かんばつ時における措置） 

第３０条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、

かんばつのおそれがあると認めたときは、原則としてダムからの放流を停止し、

理事長および○○事業の責任者等のダム利用者の意見を聞いて、取水に関する節

水計画をたて、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなけ

ればならない。 
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第６章 観測及び調査に関する事項 

（気象及び水象の観測） 

第３１条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しな

ければならない。 

（１） 気象関係 

   天気、気温、湿度、風力及び方向、降雨量、積雪量等 

（２） 水象関係 

   水位、流入量、放流量、取水量、水温、結氷等 

 

（ダムの滞砂状況の調査） 

第３２条 管理者は、毎年低水位時（○月）に１回又は洪水の直後で必要があると

認めたときは、ダムの滞砂状況を調査しなければならない。 

 

（堤体の調査） 

第３３条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の温度及び変位（沈

下、移動量）堤圧（間隙水圧、土圧、揚圧力）、漏水等について調査又は観測を行

わなければならない。 

 

（管理日誌） 

第３４条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録し

なければならない。 

（１） 前３条の規定による調査又は観測の結果 

（２） ダムの状況及び点検整備に関する事項 

（３） 緊急時における措置に関する事項 

（４） ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量又は

放流量 

（５） その他ダムの管理に関する事項 

２ 管理者は、毎月１０日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、理事長に提出し、

その内容を報告しなければならない。 

 

附則 

 この規程は、県知事認可の日（平成○年○月○日）から施行する。 
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土地改良区他目的使用並びに手数料徴収規程例 

 

第１章  総  則 

第１条 定款第４条第○項の規定により、本土地改良区の行う事業の目的を妨げな

い範囲内で、土地改良区が管理する施設（以下「施設」という。）を他の目的に使

用させる場合については、法令その他、別段の定めがあるものを除くほか、この

規程の定めるところによる。 

 

第２条 この規程において施設とは、本土地改良区が維持管理する用排水路、堤塘、

井堰、橋梁等をいう。※維持管理計画書に記載されている施設の種類を列挙する。 

 

第２章  施設の使用 

第３条 前条の施設を使用しようとするときは、下記事項を記載した申請書を理事

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）使用の目的 

（２）使用場所及び面積 

（３）使用期間 

（４）工期 

（５）使用方法に関する計画書及び図面 

（６）その他必要な事項 

２ 前項の申請には、組合員は身元確実な保証人２人が連署しなければならない。 

３ 保証人は、申請人と連帯して使用に関するすべての義務を負担しなければなら

ない。 

  

第４条 施設の使用を承認したときは、当該施設の使用者（以下「使用者」という。）

から施設の使用の目的等に合わせ、別表第１号表により使用料を徴収する。ただ

し、次の各号に該当するときは使用料を減免することができる。 

（１）国、県又は本土地改良区区域の所属する地方公共団体において、直接その事

業のため使用するとき。 

（２）（ ※ ）において減免を議決したとき。※理事会、総（代）会等 

 

第５条 浄化槽等設置により、処理水を放流するため施設を使用するときは、使用

者は承認条件を厳守するとともに、別表第２号表により使用料を納付しなげれば

ならない。 

 

第６条 使用者は、すべて承認条件を厳守し、土地改良区に対し不利益な行為をし

てはならない。不利益な行為及び事業に支障となる場合は、保証人と連帯して、
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その一切の責任を負うものとする。 

  

第７条  施設の使用期限は５年を、電気、水道、電話、ガス、公共下水道等の公共

性の強いものは１０年を超えることができない。ただし、使用期間満了後、なお

継続して使用するときは、期間満了１か月前に継続使用申請書を第３条の規定に

より提出し、承認を受けなければならない。継続する期間は５か年を、電気、水

道、電話、ガス、公共下水道等の公共性の強いものは１０か年を限度とする。 

 

第８条 使用者が次の各号の一つに該当するときは、理事長は使用者に対し使用の

承認を取り消すことがある。この場合において、使用者が損害を受けることがあ

っても本土地改良区は一切その責任を負わない。 

（１）使用の目的に違反したとき 

（２）本規程に違背したとき 

（３）本土地改良区において直接これを使用する必要が生じたとき 

（４）本土地改良区の承認を得ないで、使用権を第三者に譲渡し、又は土地改良区

に対し不利益な行為があったとき 

（５）承認条件を守らないとき 

（６）治水・利水上、公害を及ぼし若しくは、危険のおそれがあると認めたとき 

 

第９条 本土地改良区が使用者に対し使用の承認を取り消したときは、速やかに原

形に復旧して返還するものとする。 

   

第１０条 使用者は次の各号に該当する事項が生じたときは、直ちに理事長に届け

出、その指示を受けなければならない。 

（１）使用者の住所氏名等に変更があったとき 

（２）使用者が死亡したとき 

（３）使用法人が解散したとき 

（４）使用者が使用を中止したとき 

２ 前項第２号及び第３号の届出義務者は、相続人又は清算人とする。 

   

第１１条 この規程に定めのない事項及び使用料は、その都度理事長が調査し決定

する。 

  

第３章  使 用 料 

第１２条 第４条及び第５条により承認したときは、別表１号表・２号表に定める

金額を使用料として徴収する。 
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第１３条 使用料は、次の区分により毎年○月末日までにこれを前納する。 

２ 使用期間１年以上のものは、その年の４月より翌年３月に至る１か年分、年度

途中において承認を受けたものは、その承認のあった日から月割をもって起算す

る。 

３ 使用期間１か年未満のものは、月割をもって計算する。ただし、１か月に満た

ない日数はこれを１か月とする。 

 

第１４条  会社、工場及びこれに類する建物等を目的とする敷地等の排水について

は、水路使用料として、別表第２号表に定める金額を毎年納付する。 

 

第４章  手 数 料 

第１５条  本土地改良区が徴収する手数料は、別段の定めがある場合を除き、この

規程による。 

 

第１６条 手数料は、次のとおりとする。 

 (1) 本土地改良区の発行する諸種の証明書 １件につき○○円 

  (2) 浄化槽設置に伴う承諾書 １件につき○○円 

  (3) 住宅地造成事業等の認可申請に関する同意書 １筆につき○○円 

  (4) 農地法施行規則第４条及び第５条の規定に基づく各種意見書及び証明書 

１筆につき○○円 

 

第１７条 国、県又は本土地改良区区域の所属する地方公共団体が、公共のため、

前条に定める証明書等を必要とする場合の手数料は、減免することができる。 

 

第１８条 既納の使用料及び手数料は、返還しない。ただし、本土地改良区の必要

により使用施設を返還した場合、既納施設使用料は月割をもって返還するものと

する。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 

29



- 18 - 
 

別表第１号表（年額使用料） 

 

 鉄塔（１㎡） ○○円 

 電柱（１本） ○○円 

 木柱（１本） ○○円 

 線下（１㎡） ○○円 

 管（１㎡） ○○円 

 軌道（１㎡） ○○円 

 橋梁（１㎡） ○○円 

 道路（１㎡） ○○円 

 広告物（１㎡） ○○円 ※広告面の面積とする 

 建築物（１㎡） ○○円 

 田畑（１㎡） ○○円 

 

別表第２号表 

 

 会社・工場等（１㎡・年額） ○○円 

 し尿浄化槽（１㎡・一時金） ○○円 

 会社・工場その他の浄化槽（１㎡・一時金） ○○円 
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土地改良区地区除外等処理規程例 

 

（適用） 

第１条 この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外および権利義務の決

済等については、法令、定款および規約に別段の定めのあるもののほか、この規

定の定めるところによる。 

 

（農地転用等の通知） 

第２条 この土地改良区の地区内の土地につき、農地法第４条第１項本文若しくは

同法第５条第１項本文の規定による許可（以下「転用許可」という。）の申請又は

同法第４条第１項第７号若しくは同法第５条第１項第６号の規定による届出（以

下「転用届出」という。）が行われる場合には、当該土地に係る組合員（以下「転

用組合員」という。）は、あらかじめ、転用組合員以外の当事者（以下「転用関係

者」という。）と連署し別記様式（第１号）により、転用許可の申請又は転用届出

をする旨の通知を土地改良区にしなければならない。 

 

（措置） 

第３条 この土地改良区は、前条の通知があったときは、すみやかに、その転用に

より土地改良区の事業が受ける影響を調査し、必要があると認める場合には、転

用組合員または転用関係者に対し次に掲げる事項を遵守すべきことを申し入れる

ものとする。 

（１）土地改良施設の利用を害さないための工事を施行すること。 

（２）転用組合員または転用関係者の責に帰すべき土地改良施設のき損の復旧を行

うこと。 

（３）汚濁物の水路への流入を防止すること。 

（４）その他土地改良区の事業に支障を生ずる事項について必要な措置をとること。 

 

（意見書の交付等） 

第４条 この土地改良区は、第２条の通知で転用許可に係るものがあったときは、

当該通知のあった日から３０以内に、別記様式（第２号）により土地改良区の事

業に与える影響、これに対する措置についての協議及び第６条の規定による決済

に関する事項を記載した農地法施行規則第３０条第６号又は第５７条の２第２項

第３号の農地転用等についての意見書を交付するものとする。 

 

（地区除外の申請） 

第５条 転用組合員は、第２条の通知に係る土地につきこれを転用するときは、あ

らかじめ、別記様式（第３号）により土地改良区に地区除外の申請をしなければ

31



- 20 - 
 

ならない。 

 

（決済） 

第６条 この土地改良区は、前条の規定により地区除外の申請があったときは、除

外すべき土地に係る決済金の額を別記基準により確定し、すみやかに、その決済

をするものとする。 

２ 前項の決済金の徴収方法は、賦課金の例による。 

 

（会計） 

第７条 前条の決済金は、特別会計として処理する。 

 

（準用） 

第８条 この規定は、農地法に基づく許可または届出を要しない転用および転用以

外の事由による地区除外についてもこれを準用する。ただし、理事会において必

要があると認める場合には、その決定により特別の処理をすることができる。 

 

    附 則 

この規程は、平成○○年○月○日から施行する。 
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別 記 

決済金算定基準 

１ 決済金の額 

 決済金の額は、土地改良区が徴収すべき金銭の額（２の(1)列記の各負担相当額（決

済年度の翌年度以降の負担相当額については、償還金および年賦支払金を除き、決

済時点における現価）の合計額）と土地改良区が支払うべき金銭の額との差額とす

る。 

２ 決済の範囲 

（１） 土地改良区が徴収すべき金銭の額 

ア 賦課金等 

（ア）未納入賦課金等 

決済年度以前の年度に係る賦課金等の決済時点における未納入金額 

（イ）農地転用賦課金 

農地転用による当該転用農地の負担に係る金額の増加（補助金の返還によ

り生ずるもの）に伴う賦課金 

 

イ 償還金および年賦支払金 

土地改良区の借入金に係る償還金（利息を除く。）および土地改良区が負担

する国営土地改良事業（決済年度の前年度以前に完了したものに限る。）の負

担金に係る年賦支払金（利息を除く。）で決済年度の翌年度以降のものにつき

定款に定めるところにより算定する当該土地の負担相当額 

 

ウ 土地改良区営土地改良事業に係る事業費 

（ア）維持管理事業以外の事業費に係るもの 

決済時点において土地改良区が行なう土地改良事業（維持管理事業を除

く。）に係る事業費のうち決済年度の翌年度以降の自己負担分につき定款の

定めるところにより算定する当該土地の負担相当額（転用に伴い事業費が

減額される場合にあっては、自己負担分のうち当該減額に対応する額を当

該算定額から控除して得た額） 

（イ）維持管理事業に係るもの 

決済時点において土地改良区が行なう土地改良事業（維持管理事業に限

る。）に係る土地改良施設の耐用年数期間の維持管理費の合計額のうち、決

済年度の翌年度以降の自己負担分につき定款の定めるところにより算定す

る当該土地の負担相当額（転用に伴い事業費が減額される場合にあっては、

自己負担分のうち当該減額に対応する額を当該算定額から控除して得た

額） 
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エ 国営または都道府県営土地改良事業に係る負担金または分担金 

（ア）維持管理事業以外の事業に係るもの   

      決済時点において国または都道府県が行なう土地改良事業（維持管理事

業を除く。）に係る事業費のうち、決済年度の翌年度以降において土地改良

区が負担または分担すべき額につき定款の定めるところにより算定する当

該土地の負担相当額（転用に伴い事業費が減額される場合にあっては、土

地改良区が負担または分担すべき額のうち当該減額に対応する額を当該算

定額から控除して得た額） 

（イ）維持管理事業に係るもの  

      決済時点において国または都道府県が行なう土地改良事業（維持管理事

業に限る。）に係る土地改良施設の耐用年数期間の維持管理費の合計額のう

ち、決済年度の翌年度以降において土地改良区が負担または分担すべき額

につき定款の定めるところにより算定する当該土地の負担相当額（転用に

伴い事業費が減額される場合にあっては、土地改良区が負担または分担す

べき額のうち、当該減額に対応する額を当該算定額から控除して得た額） 

 

（２）土地改良区が支払うべき金銭の額 

過誤納賦課金その他土地改良区が当該組合員に対し支払うべきものとして定

款、規約、規程または総会（総代会）の議決により定められた金銭の額のうち

当該土地に係るもの 

 

３ その他 

決済年度の翌年度以降の負担額の決済時点における現価は、法定利率により算

定する。 
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土地改良区監査細則例 

 

（趣 旨） 

第１条 この土地改良区の業務及び財産の状況の監査については、法令、定款及び

規約に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 

 

（監査の執行） 

第２条 監事は、土地改良事業計画及び予算が適正かつ能率的に執行されているか

を検討し、土地改良区運営の民主化、能率化に資する趣旨に基づいて監査を執行

するものとする。 

 

（業務の分担） 

第３条 監事は、協議の上監査の実施について、各監事の分担を定めることができ

る。ただし、このことにより、各監事の職務上の権限及び責任が変更されること

はない。 

 

（監査の種類） 

第４条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。 

２ 定期監査は、毎事業年度２回行うものとする。 

３ 臨時監査は、次の場合に行うものとする。 

 （１）監事が必要と認めた場合 

 （２）理事長の更迭の場合 

 （３）行政庁の指示があった場合 

 

（監査の通知） 

第５条 監査を執行する場合は、あらかじめその期日、施行箇所、監査事項等を理

事長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りで

ない。 

 

（監査補助） 

第６条 監事は、理事と協議の上、必要と認める職員等をして、監査に関し監事の

補助に当たらせることができる。 

 

（監査資料の提出等） 

第７条 監事は、理事に対し諸帳簿、証拠書類、物件、現金及び有価証券の提示そ

の他監査に必要な資料の提出を求め、かつ、必要と認める事項につき理事その他

の責任者の立会又は説明を求めることができる。 
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（監査内容） 

第８条 業務状況の監査は、おおむね次の事項について実施するものとする。 

 （１）法令、定款、規約等と事務の執行との適合状況 

 （２）財務計画と予算編成との適合状況 

 （３）土地改良事業計画とその執行との適合状況 

 （４）予算執行と事業執行との適合状況 

 （５）労務の需給及び資材の入手計画と土地改良事業計画との適合状況 

 （６）関係諸機関との連絡協議の状況 

 （７）その他監査上必要と認める事項 

 

第９条 財産の状況の監査は、おおむね次の事項について実施するものとする。 

 （１）収入の調定、徴収及び滞納整理の状況 

 （２）予備費の充用及び予算流用の適否 

 （３）歳計現金、歳計外現金及び預金の出納保管に関する状況 

 （４）借入金に関する状況 

 （５）財産の管理状況 

 （６）その他必要と認める事項 

 

（監査簿及び監査報告） 

第１０条 監事は、別紙様式による監事監査簿を設け、監査のてん末及び監査の結

果について記録するものとする。 

２ 監事は、監査を終了したときは、速やかにその結果を総（代）会及び理事会に

文書により報告し、かつ、意見を述べなければならない。この場合、監事会の協

議を経るものとする。 

３ 監事は、前項の規定による意見のうち、必要な措置を求めたものについては、

理事にその措置経過の報告を求めるものとする。この場合において、必要と認め

る事項については、文書による報告を求めるものとする。 

 

（外部への公表） 

第１１条 監事は、監事会の協議を経た後でなければ監査の結果を外部に公表しな

いものとする。 

 

（立会い） 

第１２条 監事は、関係機関の監査又は検査が実施されるときは、立会わなければ

ならない。 

附 則 

 この細則は、平成 年 月 日から施行する。 
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土地改良区処務規程例 

                                                                              

（総 則） 

第１条 この土地改良区の業務を適正かつ能率的に遂行するため、法令、定款、規

約及び他の規程に定めがあるもののほか、この規程に定めるところにより執行す

るものとする。 

 

（事務分掌） 

第２条 規約第２６条第１号、第２号及び第３号に定める係の事務分掌は次のとお

りとする。 

（１）庶務係 

   ア 定款、規約その他諸規程の制定改廃に関すること。 

   イ 組合員、総代、役員及び職員に関すること。 

   ウ 会議に関すること。 

   エ 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。 

   オ 公印の保管に関すること。 

   カ その他、他の係に属しない事項に関すること。 

（２）会計係 

   ア 予算及び決算に関すること。 

   イ 収入及び支出に関すること。 

   ウ 起債及び借入金に関すること。 

   エ 現金、預貯金通帳及び有価証券の保管に関すること。 

   オ 物品、不動産その他営造物の管理に関すること。 

     カ 賦課及び徴収に関すること 

   キ その他会計に関すること。 

（３）工事係 

   ア 土地改良事業計画書に定めた工事に関すること。 

   イ 施設の管理に関すること。 

   ウ 工事の発注及び監督に関すること。 

   エ 事業の報告に関すること。 

   オ 事業の計画及び推進に関すること。 

     カ  補償に関すること 

   キ その他工事に関すること。 

 

（理事の監督） 

第３条 担当理事は、その担当する係の事務を処理し、かつ、監督する。 

２  担当理事は、担当する事務を処理するにあたり、軽易な事項については理事長
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の、その他の事項については理事会の承認を得なければならない。 

 

（委員会） 

第４条 規約第２６条第４号、第５号及び第６号に定める委員会の職務は、次のと

おりとする。 

（１）評価委員会 

土地その他の物件に関する所有権その他の権利の価格の評定について理事会

の諮問に答申する。 

（２）換地委員会 

一時利用地の指定、その他の換地計画に関することについて、公正かつ適正

に実施するための理事会の諮問に答申する。 

（３）用排水調整委員会 

用排水の円滑を期すため、取水量等の用排水の調整について、理事会の諮問

に答申する。 

 

（理事長の専決） 

第５条 定款第２０条ただし書及び規約第１９条第２項の定めにより、次に掲げる

事項は理事長が専決することができる。ただし、異例に属するものはこの限りで

ない。 

（１）予算に定められた予定価格一軒５００万円未満の工事の入札、契約ならびに

施工に関すること。ただし、工事の入札は工事担当理事の立会のもとに行なう

ものとする。 

（２） 予算に定められた予定価格一件５００万円未満の工事用材料及び物品の購入

に関すること。 

（３）予定価格一件５０万円未満の施設及び物品の修繕に関すること。 

（４）予定価格一件５０万円未満の物品の処分に関すること。 

（５）役職員に管外出張を命ずること。 

（６）文書の受理、整理及び保管並びに財産の保全及び金銭の出納保管に関するこ

と。 

（７）規約第 28 条において定められた職員の任免並びに事務分掌及び職種の決定、

変更に関すること。 

（８）定められた限度額以内における借入金に関すること。 

（９）土地改良法、土地改良法施行令、土地改良法施行規則、ＡＡ県補助金交付規

則及びＡＡ県土地改良事業補助金交付要綱の規定に基づく申請・届出・通知・

報告及び公告に関すること。 

（１０） 農地法施行規則第 26 条第 6号、第 48 条第 2項第 3号に基づく農地転用に

伴う証明書・ 意見書の交付及び維持管理計画書に基づく証明書・同意書を交付
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すること。 

（１１）予算に定められた付加金及び夫役現品の賦課徴収に関すること。 

（１２）維持管理計画書に定められた施設の維持管理に関すること。 

（１３）その他軽易な事項。 

２ 前条に掲げる事項のほか、特に急施を要するときは、理事長の専決に委ねるこ

とができる。ただし、この場合には速やかに理事会に報告し､承認を求めなければ

ならない。   

 

（事務局長の専決） 

第６条 理事長の専決に委ねる事項の内、次に掲げる軽易な事項については、事務

能率の向上を図るため、事務局長が専決することができる。 

（１）職員に、県内並びにＡ市及びＢ町内への日帰り出張を命ずること。 

（２）職員に、時間外勤務及び日宿直勤務を命ずること。 

（３）規程に定められた休暇の承認並びに職員の遅参、早退及び外出等服務に関す

こと。 

（４）事務執行で、定例的かつ軽易なものの企画、調整及び処理に関すること。 

（５）軽易な通知、照会、依頼その他文書の収発に関すること。 

（６）農地転用並びに届出について、０．５ヘクタ－ル以下の意見書及び受理証明

書の発行又は軽易な各種証明に関すること。 

（７）各種台帳及び帳簿等の閲覧の許可に関すること。 

（８）軽易な調査及び検査等に関すること。 

（９）予定価格一件１０万円未満の事務用備品及び消耗品の購入並びに写真、図画

等の発注及び燃料の購入に関すること。 

（１０）予算に定められた、定例的な補助金、負担金及び委託金等の申請に関する

こと。 

（１１）事務及び事業の執行上において、必要が生じた関係者の招致に関すること。 

（１２）日誌及び行事予定に関すること。 

（１３）その他理事長が認めた事務執行に関すること。 

 

（理事の代決） 

第７条 理事長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位にしたがって理事が

代決する。 

２ 前項の定めにかかわらず重要又は異例に属すると認められる事務については、

代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたもの、又は急を要す

るものはこの限りでない。 
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（文書の処理） 

第８条 文書の処理は、次に掲げるところにより行なうものとする。 

（１）到着した文書は、文書収受簿(様式第 1号)に記入し、決裁を経てこれを処理

する。 

（２）発送する文書は、次の例による。 

  ア 施行文書は特別のものを除き理事長名とし、決裁を経てこれを発送する。 

  イ 許可等の重要な文書には割印をする。 

ウ 発送文書には一事案ごとに番号を付し、文書発送簿(様式第 2号)によって

これを整理する。 

（３）完結した文書は、事業年度ごとに編綴し、次の区分により保存する。 

  ア 永年保存 

   （ア）定款、土地改良事業計画書、規約及び諸規程類 

   （イ）総会(総代会)及び役員会の関係書類 

   （ウ）許認可に関する書類 

   （エ）人事に関する書類 

   （オ）組合員の資格及び権利義務に関する書類 

   （カ）土地原簿及び組合員名簿 

   （キ）収支予算書及び決算書 

   （ク）不動産、備品及び施設に関する台帳 

   （ケ）その他重要と認められる書類 

   イ １０年保存 

   （ア）会計関係の諸帳簿及び諸証票 

   （イ）各種事業関係書類 

   （ウ）その他比較的重要と認められる書類 

   ウ ３年保存 

ア及びイに掲げる以外の文書 

 

（公 印） 

第９条 公印は、次のとおりとする。 

（１）土地改良区の印 

（２）土地改良区理事長の印 

（３）土地改良区理事長の銀行印 

２ 公印の保管は、○○が通帳とは別にして保管しなければならない。 

 

  附  則 

 この規程は、平成  年  月  日から施行する。 
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土地改良区用排水調整委員会処務規程例 

 

第１条 用排水調整委員会（以下「委員会」という。）の職務は、他の規程によるも

ののほか、この規程の定めるところによる。 

  

第２条 委員会は、委員○人をもって組織する。 

各委員会において、委員の１人は，理事会で選任した理事がこれにあたるもの

とし，これを委員長とする。 

 

第３条 委員会の委員長以外の委員は，理事会が決定する。 

２ 前項の委員の任期は、４年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 各委員会の委員は、その任期が満了しても後任の委員が就任するまでの間は，

なおその職務を行なう。 

 

第４条 各委員会は、理事長の請求により、委員長が招集する。ただし、委任され

た事項又は緊急を要する事項については、委員長は、理事長の請求をまたずに委

員会を招集することができる。  

２  委員長が委員会を招集するときには、あらかじめ理事長にその旨を通知しなけ

ればならない。 

    

第５条 委員会は、用水の引用配分を適正にし、かんがいの効用を全うするととも

に、排水の円滑を期するため、次の事項について理事会の諮問に答申し、又は委

任された事項を議決して理事会に報告するものとする。 

 （１）取水量に関すること。 

 （２）用水の排水の調整に関すること。 

 （３）その他。 

 

第６条 各委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

２  議長は、委員として委員会の議決に加わる権利を有しない。 

３  各委員会の議事は、委員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可 

否同数のときは議長の決するところによる。 

 

第７条 理事及び職員は、委員会に出席して，意見を述べることができる。  

２ 委員会は、必要に応じ、理事、職員その他の者の出席を求め，意見を徴するこ

とができる。 
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第８条 委員長は、委員会において決定した事項を直ちに理事長に報告しなければな

らない。 

 

第９条 委員長は、委員会で定める事項のほか、常例に属する軽易な事項を専決処

理することができる。 

 

第１０条 委員には、旅費、日当その他の給与を支給する。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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土地改良区職員給与等に関する規程例 

 

第１条 本土地改良区の職員に支給する給与は、この規程によるものとする。 

 

第２条 職員に支給する給与は、給料・扶養手当・暫定手当・期末手当・勤勉手当・

超過勤務手当・通勤手当及び休日給とする。ただし、日給者は給料のみとする。 

 

第３条 給料は任用・増給とも発令の当日から計算する。ただし、日給者は職務に

就いたその日から計算する。 

 

第４条 職員の休職中の給与は、その給料・扶養手当・暫定手当・期末手当それぞ

れの○○分の○とする。 

２ 前項の給与は、その支給の事由が生じてから１か年に達するまでとする。 

３ 業務のため、負傷し又は疾病にかかり欠勤するときは、第１項の規定は適用し

ない。 

 

第５条 職員が在職中に死亡したときは、死亡当時における給与月額の○○月分を

死亡給与金として遺族に支給する。 

 

第６条 給与の支給についてこの規程及び別に定めるもののほか、○○県及び○○

市町村等の規程を準用する。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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土地改良区職員退職給与規程例 

 

第１条 この土地改良区の職員であって、勤続１年以上の者が退職又は死亡したと

きは、この規程により退職給与金を支給する。 

 

第２条 退職給与金は、本人の退職当時の本俸月額に対して別表の定率を乗じた額

とする。 

 

第３条 勤続年数は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。 

 

第４条 業務上の疾病による特別休職の場合に限り、その休職期間はこれを勤続年

数に通算する。 

 

第５条 職員であって、不都合の行為があったため退職した者に対しては、所定の

支給額を減額し、又は支給しないことができる。 

 

第６条 在職中死亡した場合の退職給与金は、その遺族又は本人の死亡当時、その

収入によって、生計を維持したものに対して支給する。 

 

第７条 この土地改良区は、職員退職給与金に充てるため、毎年度当初予算に退職

給与金を算定して積立金を予算化するものとする。 

 

第８条 前条の積立金で、この規程による給与ができない場合の不足額は、一般経

費から繰り入れて支給するものとする。 

 

第９条 退職給与積立金は、特別会計となし、その収支予算並びに決算は、総代会

に付議しなければならない。 

 

第１０条 この規程の改廃は、理事会の議決によってこれを行う。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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別表 

勤続年数   支給倍率 

    １年    ○.○ 

    ２年    ○.○ 

    ３年    ○.○ 

    ４年    ○.○ 

    ５年    ○.○ 

    ６年    ○.○ 

    ・     ・ 

    ・     ・ 

    ・     ・ 

    ・     ・ 

   ３０年   ○○.○ 
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土地改良区旅費規程例 

 

              第 1 章  総   則 

（目  的） 

第１条 本土地改良区の役職員が、職務のため旅行するときは、この規程の定める

ところにより、別表に掲げる旅費を支給する。 

２ 役職員以外の者が、本土地改良区の依頼又は要求に応じ、職務の遂行を補助す

るため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。 

３ 前項の旅費の支給について事務局長は、その都度理事長に協議し、役職員との

均衡を考慮して、支給額を定めるものとする。 

 

（役職員の定義） 

第２条 前条の役職員とは、理事、監事及び規約第○○条及び第○○条に定める職

員をいう。 

 

（旅費の種類） 

第３条 旅費は、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、順

路によりこれを支給する。ただし、職務の都合又は天災その他やむを得ない事由

により、順路により難い場合においては、最初の目的地に到着した日をもって、

その路程を区分し計算する。 

２ 役職員が、旅行の出発前に旅行命令を変更（取消しを含む。）され、又は死亡し

た場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額の

うち、この規程で定める金額を旅費として支給することができる。 

 

（旅行中に年度経過職務の変更のあった場合） 

第４条 鉄道旅行・水路旅行・航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過により、

旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日

をもってその年度にその路程を計算して支給する。 

 

（旅費の定額を異にする場合） 

第５条 1 日のうち旅費の定額を異にする場合においては、額の多い方の定額によ

る旅費額を支給する。鉄道１００㎞以上、陸路２５㎞以上、水路５０㎞以上で役

職員２人以上同行し宿泊した場合において支給すべき旅費は、その多い方の旅費

を支給する。 

 

（特別の旅行及び常時の出張） 

第６条 視察又は講習などのため旅行するときは、理事長は、この規程により計算
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した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて、支給することができる。 

２ 前項の視察又は講習などのため、遠距離旅行をするときは、理事長は、必要な

負担金の金額を支給することができる。 

３ 前項以外に、次の手当を併せて支給することができる。 

 

           区  分 

職    名 １ 泊 ２ 日 １泊増すごとに 

 

理事長、理事、監事、総代、局長 

 

       円 

 

       円 

職          員 
 

       円 

 

       円 

４ 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅

費額を定め、月額又は日額をもって、これを支給することができる。 

 

           第 ２ 章  鉄道賃・船賃及び車賃 

 

（鉄道・航空・陸路旅行） 

第７条 鉄道旅行には鉄道賃を、水路旅行には船賃を、航空旅行には航空賃を、陸

路旅行には車賃を支給する。ただし、陸路旅行とは、陸上の旅行であって鉄道に

よらないものをいう。 

 

（車 賃） 

第８条 車賃は、その通過する路程を合算してこれを支給する。ただし、1 ㎞未満

の端数を生じたときはこれを切り捨てる。 

 

（航空賃） 

第９条 航空賃は、特に緊急やむを得ない用務のため航空機により旅行する場合に

限り支給し、旅客運賃により計算する。 

 

（旅費の計算） 

第１０条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費に

より計算する。 

２ 職務上必要又は天災その他やむを得ない事情により、第１項により難い場合は、

その現によった経路及び方法によって計算する。 

３ 前項のため、運賃の等級を設けない線路による旅行（鉄道）の場合には、その
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運賃の実費を支給する。 

 

（土地改良区有の船車使用のとき） 

第１１条 土地改良区有の船車などにより旅行する場合においては、鉄道賃・船賃

又は車賃は、支給しない。 

 

             第 ３ 章  日当及び宿泊料 

 

（日当、宿泊料の計算） 

第１２条 日当は、日数に応じ、宿泊料は、度数に応じて支給する。水路旅行・航

空旅行には天災その他やむを得ない事由により上陸若しくは着陸又は宿泊した場

合の外宿泊料を支給しない。ただし、船賃又は航空賃のほか、食卓料を要する場

合は度数に応じて支給する。 

 

（旅行日数の計算） 

第１３条 旅行日数は、職務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむ

を得ない事由で要した日数を除く外鉄道旅行に３００㎞、水路旅行には２００㎞、

陸路旅行には５０㎞について 1日の割合で通算した日数を超えることはできない。

ただし、1日未満の端数はこれを 1日とする。 

 

（旅費の支給） 

第１４条 旅行を命ぜられて出張した場合には、旅費を支給する。 

２ １泊以上の旅費の支給を受けようとする職員は、所定の請求書に必要な書類を

添えて提出しなければならない。 

３ 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該旅行を完了した後５日以内に旅

費の精算をしなければならない。 

４ 前２項以外の旅行（以下「日帰旅行」という。）による旅費は、その月分を翌月

５日までに請求しなければならない。 

５ 日帰旅行による旅費の支給日は、翌月の１０日とする。ただし、その日が休日

又は日曜日に当たるときは、その前日を支給日とする。 

 

（定額の半額支給の場合） 

第１５条 鉄道１００㎞未満、陸路２５㎞未満又は水路５０㎞未満の旅行において

は職務の都合により宿泊した場合のほか、その支給すべき日当は定額の半額とす

る。 

２ 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道３㎞、水路２㎞を陸路１㎞

とみなし、前項の規定を適用する。 
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３ 土地改良区有の車を使用する陸路旅行にあっては、前２項中「鉄道」とある「土

地改良区有の車による陸路」と読み替えて第２項の規定を適用する。 

 

（同一地に長期滞在する場合） 

第１６条 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日

の翌日から起算して滞在日数１５日を超える場合には、その超過日数につき定額

の 1割、３０日を超える場合には、その超過日数につき定額の２割、６０日を超

える場合には、その超過日数につき定額の３割、１００日を超える場合には、そ

の超過日数につき定額の４割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。 

２ 同一地に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。 

 

           第 ４ 章  解職及び退職者の旅費 

 

第１７条 旅行中退職又は休職となった者には、その地から勤務地までの前職又は

本職担当の旅費を支給することができる。ただし、懲戒により解雇された者はこ

の限りでない。 

２ 前項の場合の旅行日数は、第１３条に定める陸路の割合をもって計算した日数

による。 

 

（事務引継等のために必要な旅費） 

第１８条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職担当の

旅費を支給する。 

 

（国、県その他の公共団体から旅費の支給を受けるとき） 

第１９条 国、県その他の公共団体から旅費の支給を受けるときは、この規程によ

る旅費はこれを支給しない。ただし、その旅費額がこの規程による旅費額より少

ないときは、その差額を支給することができる。 

 

この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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 （別 表） 

  職   名  鉄 道 賃 船  賃 車  賃 日  当 宿 泊 料 食 卓 料 

理事長、理事、監事

総代、事務局長 

     

特急料金 

    

１   等 

     

実費支給 

    

   円 

     

    円 

一夜につき 

  円 

 

職    員 

 

                  

  円 

     

   円 

一夜につき 

   円 

 ただし、土地改良区の車を使用した場合は、実費運賃を差し引くものとする。 
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土地改良区役員並びに総代の報酬及び費用弁償に関する規程例 

 

（趣旨） 

第１条 この土地改良区の役員報酬並びに役員、総代及び規約に定める委員（以下

「役員等」という。）の費用弁償の支給方法については、この規程の定めるところ

による。 

 

（役員の報酬額及び支給方法） 

第２条 役員の報酬年額は、予算の定めるところにより、別表第１号表の範囲内で

支給することができる。 

２  役員の報酬は、その年度分を１２月と３月に分けて支給することができる。 

   ただし、常勤役員については、この規程にかかわらず職員の給与に関する規程

を準用し、月割りにしてこれを支給することができる。 

３  新たに就任又は退職、死亡した役員の報酬は、月割りにて計算し支給する。 

   ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の報酬

は支給しない。 

４ 役員の交替により、報酬額が変わる場合は、報酬額の多い方を優先に月割りに

て計算し支給する。 

５ 同一人が２以上の受給資格を有する場合は、報酬額の多い方のみを支給する。 

 

（退職給与金） 

第３条 役員等が退職又は死亡した場合においては、退職給与金又は死亡給与金を

支給することができる。なお額は、退職給与規程で定める。 

 

（費用弁済） 

第４条 役員等が会議又は委員会の招集に応じたときは、別表第２号表に定める額

の範囲内で日当を弁償することができる。 

 

（旅費） 

第５条 役員等が公務のため旅行に要する旅費は、別表第２号表に予算に定める額

の範囲内で支給する。 

２ 路程の計算は、この土地改良区事務所を起点として計算する。 

３ 宿泊料は夜数、日当は日数に応じて支給する。 

 

（費用弁済の計算方法） 

第６条 一日に二つ以上の会議に招集されたとき、又は、会議に招集された日に出

張したときには、いずれかの一つと計算し、実費弁償を支給する。 
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（費用弁済の支払方法） 

第７条 費用弁償及び旅費は概算払いを請求することができる。 

２ 概算払いを受けたときは、旅行を終えた後、直ちに精算しなければならない。 

 

（適用除外） 

第８条 理事・監事の報酬は、公務員のうち一般職にあるものについては、これを

支給しない。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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別表第１号表 

  

  役員報酬 

職  名 報酬額 年額・月額区分 

理事長            円 年額 

副理事長            円 年額 

理    事            円 年額 

代表監事            円 年額 

監    事            円 年額 

 

別表第２号表 

 

 費用弁償額 

職   名 会議招集１回につき   

 理     事              円 

 監     事  

  委   員  

  総   代  

 

  旅 費 

職    名 鉄 道 賃 船  賃 車  賃 日  当 宿 泊  代 

理事、監事    円    円    円    円 円 

委員、総代    円    円    円    円 円 

  【備考】１ 土地改良区旅費規程がある場合は削除する。 

     ２ 土地改良区旅費規程がないときは、市町村等の旅費規程を準用する

旨の規程を作成することが望ましい。 

        ３ この規程を作成又は変更するときは、総代会の議決を経ること。       
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土地改良区理事長専決規程例 

 

第１条 定款第２０条ただし書及び規約第１９条第２項の定めにより、次に掲げる

事項は理事長が専決することができる。ただし、異例に属するものはこの限りで

ない。 

（１）予算に定められた予定価格一件○○円未満の工事の入札、契約並びに施行に

関すること。ただし、工事の入札は工事担当者理事の立会の下に行うものとす

る。 

（２） 予算に定められた予定価格一件○○円未満の工事用材料及び物品の購入に関

すること。 

（３）予定価格一件○○円未満の施設及び物品の修繕に関すること。 

（４）予定価格一件○○円未満の物品の処分に関すること。 

（５）役職員に管外出張を命ずること。 

（６） 文書の受理、整理及び保管並びに財産の保全及び金銭の出納保管に関するこ

と。 

（７）規約第２８条において定められた職員の任免並びに事務分掌及び職種の決

定・変更に関すること。 

（８）定められた限度額以内における借入金に関すること。 

（９）土地改良法、土地改良法施行令、土地改良法施行規則、茨城県補助金等交付

規則及び茨城県土地改良事業補助金交付要項の規定に基づく申請・届出・通知・

報告及び公告に関すること。 

（１０）農地法施行規則第３０条第６号又は第５７条の２第２項第３号に基づく農

地転用に伴う証明書・意見書の交付及び維持管理計画書に基づく証明書・同意

書を交付すること。 

（１１）予算に定められた賦課金及び夫役現品の賦課徴収に関すること。 

（１２）維持管理計画書に定められた施設の維持管理に関すること。 

（１３）その他軽易な事項。 

 

第２条 前条に掲げる事項のほか、特に急施を要するときは、理事長の専決に委ね

ることができる。ただし、この場合には速やかに理事会に報告し、承認を求めな

ければならない。 

 

第３条 理事長は、その権限に属する事務の内軽易な事務については、その範囲を

別に定めこれを事務局長の専決にすることができる。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月  日から施行する。 
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土地改良区事務局長専決規程例 

 

第１条 理事長の専決に委ねる事項のうち、次に掲げる軽易な事項については、事

務能率の向上を図るため、事務局長が専決することができる。 

（１）職員に、県内並びに○○市内への日帰り出張を命ずること。 

（２）職員に、時間外勤務及び日宿直勤務を命ずること。 

（３）規程に定められた休暇の承認並びに職員の遅参、早退及び外出等服務に関す

ること。 

（４）事務執行で、定例的かつ軽易なものの企画、調整及び処理に関すること。 

（５）軽易な通知、照会、依頼その他文書の収発に関すること。 

（６）農地転用並びに届出について、○○ヘクタール以下の意見書及び受理証明書

の発行又は軽易な各種証明に関すること。 

（７）各種台帳及び帳簿等の閲覧の許可に関すること。 

（８）軽易な調査及び検査等に関すること。 

（９）予定価格一件○○円未満の事務用備品及び消耗品の購入並びに写真、図画等

の発注及び燃料の購入に関すること。 

（１０）予算に定められた、定例的な補助金、負担金及び委託金等の申請に関する

こと。 

（１１）事務及び事業の執行上において、必要が生じた関係者の招致に関すること。 

（１２）日誌及び行事予定に関すること。 

（１３）その他理事長が認めた事務執行に関すること。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月  日から施行する。 
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土地改良区転用決済金の管理運用規程例 

 

（適 用） 

第１条 ｢地区除外等処理規程｣（以下「処理規程」という。）第６条の規定により決

済された決済金の管理運用は、この規程の定めるところによる。 

 

（管  理） 

第２条 決済金は、本土地改良区の指定する金融機関に預託する。 

 

（処 分） 

第３条 決済金は、処理規程第６条で定める別記基準｢決済金算定基準｣に定めた決

済の範囲以外のものには支出してはならない。 

 

（繰替運用） 

第４条 理事長は、財政上特別の必要があるときは、確実な繰戻しの方法、金額、

期間を定め総代会の承認を経て、一般会計収入支出予算に繰り替えて運用するこ

とができる。 

 

（処理方法） 

第５条 第３条により支出する場合は、一般会計に繰り入れ支出するものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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土地改良区工事執行規程例 

 

（趣旨） 

第１条  この土地改良区が行う工事の執行について法令、定款、規約、会計細則そ

の他の別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条  この規程において「工事」とは、この土地改良区が行う農業基盤の整備及 

び開発を図るための土地改良事業に関する土木及び建築の工事並びに直接工事に 

使用する材料の購入及び運搬等をいう。 

 

（工事の施行方法） 

第３条  工事は、規約第○○条の規定により、直営又は請負のいずれか一つの方法

により施行する。 

 

第１章 直営工事 

（直営工事） 

第４条 次の各号の一に該当する場合は、直営をもって施行する。 

（１）請負に付することが不適当であると認めるとき。 

（２）緊急を要する場合で請負に付す暇がないとき。 

（３）請負契約を締結することができないとき。 

（４）前号に定める場合を除くほか、特に直営にする必要があるとき。 

２  理事長は、直営で工事を施行しようとするときは、設計図書（設計図、図面及 

び仕様書をいう。以下同じ。）を作成するものとする。当該直営工事の内容又は施

行方法を変更しようとするときも同様とする。 

 

（直営工事監督員） 

第５条 理事長は、工事施行において直営工事監督員を命じなければならない。 

２  直営工事監督員は、理事長の指揮を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しな 

ければならない。 

（１）工事施行について必要な監督を行うこと。 

（２）労務者（夫役・出役者を含む。）を人夫使役簿に登載し、労務者に出役伝票を

交付すること。 

（３）始業前現場において、労務者から出役伝票を提出させて点検を行い、当日の  

就労状況を的確に把握すること。 

（４）作業終了後、労務者の出役歩数を申し渡し、使役簿に就業歩数を記載するこ

と。 
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（５）労務者に賃金を支払うときは、賃金台帳に記載し、使役調書を理事長に提出  

すること。 

（６）備付けの帳簿に必要な事項を記載し整理しておくこと。 

（７）その他の工事現場の管理及び工事の施行に関すること。 

 

（報告） 

第６条  工事担当者は、次の各号に掲げる場合は、直ちに理事長に報告しなければ 

ならない。 

（１）工事の工程表を作成し、又は変更したとき。 

（２）工事に着手し、又は一時中止、若しくは再開したとき。 

（３）工事が完成したとき。 

 

（帳簿） 

第７条 工事担当者は、次の各号に掲げる帳簿を備えておかなければならない。 

（１）直営工事簿 

（２）人夫使役簿 

（３）賃金台帳 

（４）材料検収簿（資材受払簿） 

（５）工事日誌 

（６）工事写真 

 

（工事完成後の措置） 

第８条 工事担当者は、工事が完成したときは、直ちに直営工事精算書を作成し、 

理事長に報告しなければならない。 

 

第２章 請負工事 

（契約の方法） 

第９条 工事を請負契約に付するときは、理事会の承認を経て、一般競争入札・指 

名競争入札、又は随意契約の方法により行うものとする。 

 

（一般競争入札参加者の資格） 

第１０条  理事長は、特別の理由がある場合を除くほか、成年被後見人及び被保佐 

人並びに破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

２  理事長は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後、２ 

年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その者の使 

用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。 

（１）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質  
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若しくは数量に関し不正の行為をした者 

（２）一般入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害   

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（３）落札者の契約の締結又は契約者の履行を妨げた者 

（４）監督又は検査の実施にあたり職員の執行を妨げた者 

（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（６）前各号の一に該当する者を、その事実があった後、２年を経過しないうちに、  

契約の履行に当たり代理人・支配人・その他の使用人として使用した者 

 

第１１条 理事長は、前条に定めるもののほか必要があるときは、一般競争入札に 

参加するものに必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工  

事、製造、又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の契約の規模及び状

況を要件とする資格を定めることができる。 

２  理事長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた  

ときは、これを公告しなければならない。 

 

（一般競争入札の公告） 

第１２条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前 

日から起算して少なくなくとも 10 日前までに定款第６条に規定する公告の方法 

によりしなければならない。ただし、急を要する場合においてはその期間を５日 

前まで短縮することができる。 

２  前項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

（１）入札に付する事項 

（２）契約条項を示す場所 

（３）入札及び開札の場所及び日時 

（４）入札保証金に関する事項 

（５）入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（６）前各号に定めるほか必要と認める事項 

 

（指名競争入札） 

第１３条 指名競争入札は、次の各号の一に掲げる場合に限りこれによることがで 

きる。 

（１）性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。 

（２）競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程  

度に少数である契約をするとき。 

（３）一般競争入札に付することが不利であると認められるとき。 
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（入札者の指名） 

第１４条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第 11 条に規定する 

資格を有する者の中から次の各号に掲げる基準により５人以上を指名しなければ 

ならない。 

（１）過去において、この土地改良区との契約を誠実に履行した者 

（２）契約の履行が誠実かつ確実と認められる者 

（３）理事長が理事会に諮り適当と認める者 

２ 前項の規定により入札者を指名したときは、第 12 条（一般競争入札の公告） 第

２項の各号に規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。 

 

（入札保証金） 

第１５条  理事長は、一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。） 

に参加する者をして、現金又は、理事長が認める有価証券（担保価格の算定は、 

理事長が定める。）をもって、入札金額の１００分の５以上の額の入札保証金を納 

付させなければならない。 

 

（入札保証金の免除） 

第１６条 理事長は、次の各号の１に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部 

を免除することができる。 

（１）入札者が保険会社との間にこの土地改良区を被保険者とする入札保証保険契  

約を締結したとき。 

（２）入札者が過去２年の間にこの土地改良区と種類及び規模を同じくする契約を  

数回以上にわたって締結し、これらすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結し  

ないこととなるおそれがないとみとめられるとき。 

 

（入札保証金の還付） 

第１７条 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者に対し

ては、当該契約の締結後に還付する。 

２  入札保証金には、利子を付さない。 

 

（予定価格） 

第１８条 理事長は、競争入札に付する場合は、当該工事に関する設計図書により、 

その予定価格を定め、予定価格調書を作成して封書にし、開札の際にこれを開札 

場所に置かなければならない。 

２ 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。   

ただし、単価について契約しようとするときは、単価について予定価格を定める

ことができる。 
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３ 予定価格を定める場合においては、当該物件、工事又は役務の取引きの実例価 

格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮するも 

のとする。 

４ 最低制限価格を設けたときは、第１項の予定価格に併記しなければならない。 

 

（入札の方法） 

第１９条 入札者には、契約条項及び関係書類、現場を熟知せしめた上、入札書１

件ごとに作成させ、所定の日時及び場所を封筒に入れて提出させなければならな 

い。 

  ただし、代理人において入札する場合は、入札前に委任状を理事長に提出させ 

なければならない。 

 

（入札の無効） 

第２０条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者のした入札 

（２）入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者の入札 

（３）同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

（４）同一の入札について２人以上の入札者の代理人となった者の入札 

（５）談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札 

（６）入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明りょうで判読できない入札又は   

首標金額を訂正した入札 

（７）前各号に定めるほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

 

（開札） 

第２１条 開札は、入札の指定の日時及び場所に入札の終了後直ちに入札者を立会 

いさせてこれをしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わない 

ときは、当該入札事務に関係のない役員又は職員を立会いさせなければならない。 

２  入札の終了後その提出された入札書の書換え、引替え又は撤回を認めてはな        

らない。 

 

（再度入札） 

第２２条 理事長は、前条の規定により開札をした場合において、各人の入札のう 

ち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札をするこ 

とができる。ただし、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の 

価格で最低制限価格以上の入札がないときに再度入札をするものとする。 
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（落札者の決定） 

第２３条 理事長は、入札の中から予定価格の制限の範囲内での最低価格の者をも 

って落札者としなければならない。ただし、最低制限価格を設けたときは、予定 

価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち 

最低の価格をもって入札した者を落札者としなければならない。 

２  理事長は、落札となるべき最低価格の入札した者が２人以上であるときは、た

だちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合

において、当該入札者のうちでくじを引かない者があるときは、この者に代わっ

て当該入札事務に関係のない役員又は職員にくじを引かせ決定するものとする。 

 

（落札通知） 

第２４条 理事長は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその 

旨を落札者に通知しなければならない。 

 

（再度公告入札） 

第２５条 一般競争入札において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が 

ない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、さらに競争入札に付する 

ことができる。 

 

（随意契約） 

第２６条 随意契約は、規約第○○条の規定により、次の各号の一に掲げる場合に

限りこれによることができる。 

（１）性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき 

（２）緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

（３）競争入札に付することが不利と認められるとき 

（４）時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあ   

るとき 

（５）競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないと   

き 

（６）落札者が契約を締結しないとき 

 

（随意契約の予定価格） 

第２７条 理事長は、随意契約によるときは、第１８条（予定価格）第２項及第３

項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。 

 

（見積書） 

第２８条 理事長は、随意契約によるときは、理事会で指定した契約相手方となる
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べき者３人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格が

定められているものを購入するとき、又は理事長が当該契約の目的若しくは性質

上その必要がないと認められたときは、この限りでない。 

 

（競争入札に付した契約の締結期間） 

第２９条 落札者は、落札の通知を受けた日から５日以内に契約を締結しなければ 

ならない。ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い 

出て承認を受けたときはこの限りではない。 

２  落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札の効力を失う。 

 

（契約の締結） 

第３０条 理事長は、契約を締結しようとするときは契約締結伺及びこれに添付さ

れた設計図書その他の書類を審査し、契約書を作成して、契約の相手方とともに 

当該契約書に記名押印するものとする。 

２ 前項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第 

６号から第１１号までに掲げる事項で、当該契約の性質又は目的により該当のな

い事項については、この限りではない。 

（１）契約の目的 

（２）契約金額 

（３）履行期限 

（４）契約保証金に関する事項 

（５）契約不履行の場合における契約保証金の処分に関する事項 

（６）危険負担に関する事項 

（７）契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期に関する事項 

（８）履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損   

害賠償金に関する事項 

（９）対価支払の時期に関する事項 

（１０）契約に関する紛争の解決方法に関する事項 

（１１）その他必要な事項 

３  第１項の規定にかかわらず、１件の金額が３０万円を超えない契約については、 

契約書に代え、請書によることができる。 

 

（契約保証金） 

第３１条 理事長は、契約の相手方をして、現金又は理事長が定める有価証券（担

保価格の算定は理事長が定める。）をもって契約金額の 100 分の 10 以上の契約保

証金を納付させなければならない。 
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（契約保証金の免除） 

第３２条 理事長は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部 

を免除することができる。 

（１）契約の相手方が保険会社との間にこの土地改良区を被保険者とする履行保   

証保険契約を締結したとき。 

（２）契約の相手方が過去２年間の間にこの土地改良区と種類及び規模をほぼ同   

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、  

かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（３）随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ契約の相   

手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

（契約保証金の還付） 

第３３条 契約保証金は、契約の相手方の義務履行があったときに還付する。ただ 

し、契約の定めるところにより、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部 

の還付を保留することができる。 

２  契約保証金には、利子を付さない。 

 

（工事請負契約の保証人） 

第３４条 理事長は、工事の請負契約においては、契約の相手方をして、次の各号

の一に該当する保証人をたてさせなければならない。ただし、特に必要がないと

認めた場合は、この限りではない。 

（１）契約の相手方の義務不履行の場合の損害金の支払を保証する者 

（２）契約の相手方に代わって自らその工事の完成を保証する他の建設業者 

２ 理事長は、契約の相手方から保証人の変更の申立てがあったときは、その内  

容を調査し、適当と認めるときは、保証人を変更させることができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３５条 契約者は、理事長の承認を得ずして契約の締結によって生ずる権利又は 

義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。 

 

（工事の着工等） 

第３６条 契約者は、契約締結後５日以内に工事の工程表を作成し、理事長の承認 

を受けなければならない。 

２ 契約者は、設計図書に基づいて、所定の期限内に工事を完成しなければならな 

い。 

３ 契約者は、契約の締結後１０日以内に工事に着手するとともに着手届を理事長 

に提出しなければならない。 
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（工事監督員） 

第３７条  理事長は、工事の施行について自己に代わって監督を行わせるため、工 

事監督員を定め、契約者に通知するものとする。工事監督員を変更した場合もま

た同様とする。 

２ 工事監督員は、理事長の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなけれ

ばならない。 

（１）工事の立会い又は必要な監督をし、及び契約者の現場代理人に対して指示   

を与えること。 

（２）設計図書に基づいて、監督に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し   

又は契約者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承認を与える   

こと。 

（３）工事用材料及び工作物の検査及び試験を行うこと。 

３ 前項の規定に基づく工事監督員の指示又は承認は、原則として書面をもって行

わなければならない。 

４ 工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要 

があると認めるときは、速やかに理事長に報告し、その指示を求めるものとする。 

 

（現場代理人等） 

第３８条 契約者は、現場代理人並びに工事現場における工事の施行の技術上の管 

理をつかさどる主任技術者を定めて、書面で理事長に通知しなければならない。  

現場代理人又は主任技術者を変更したときも同様とする。 

２  契約者又は現場代理人は、工事現場に常駐し、工事監督員の監督又は指示に従 

い、工事現場の取締りその他の工事に関する一切の事項を処理しなければならな 

い。 

 

（材料品等の検査） 

第３９条 契約者は、設計図書において工事監督員の検査を受けて使用すべきもの 

と指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければな 

らない。  

２ 前項の材料を検査するために直接必要な費用は、契約者の負担とする。 

３  検査の結果、不合格と決定した材料については、契約者は、工事監督員の指示 

に従って遅滞なく引き取らなければならない。 

 

（危険の負担） 

第４０条 契約者は、天災その他不可抗力によって工事の目的物についてその引渡 

前に損害が生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を理事長に通知し 

なければならない。 
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２ 前項の損害のうち、契約者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくも 

のと認められる者を除いた部分については、理事長が約定によりこれを負担する 

ものとする。 

 

（工事の変更・中止等） 

第４１条 理事長は、必要があるときは、工事の内容を変更し、又は工事を一時中

止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は期限を

変更する必要があるときは、双方協議の上、書面によりこれを定める。 

 

（期限の延長） 

第４２条 契約者は、天候不良その他の契約者の責に帰すことのできない事由又は 

正当な事由により期限内に工事を完成することができないときは、理事長に対し

て遅滞なく事由を付して期限の延長を求めることができる。 

２ 前項の場合において、理事長は、事実を調査し、事由があると認めるときは、 

契約者と協議して延長日数を定める。 

 

（契約金額等の変更） 

第４３条 理事長又は契約者は、経済情勢の激変により契約金額が著しく不適当と 

なったときは、相手方に対して契約金額又は工事内容の変更を求めることができ 

る。 

 

（工事完成の保証） 

第４４条 理事長は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者の保証人に 

対して工事の完成又は損害金の支払をなすべきことを請求することができる。 

（１）所定の期限内又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明   

らかに認められるとき。 

（２）正当な理由なしに所定の期日を過ぎても着工しないとき。 

（３）建設業法の規定により許可を取り消され、又は営業停止を命ぜられたとき。 

（４）前各号のほか、契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成すること

ができないとき。 

 

（検査及び引渡し） 

第４５条 契約者は、工事が完成したときは、速やかに理事長に工事完成の届出を 

しなければならない。 

２  理事長は、前項の届出を受けたときは、速やかに検査員を定めて、契約者及び 

当該契約に係る工事監督員の立会いの上、当該工事の内容について検査を行わな

ければならない。この場合において、特にその必要があるときは、破壊し、若し
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くは分解し、又は試験して検査を行うものとする。 

３ 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは出来形部分につ

いて検査を行う必要がある場合、又は契約を解除した際において工事の出来形部 

分がある場合について準用する。 

４ 理事長は、第２項の検査により、当該工事が契約に従って完成したものである 

ことを確認したときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。 

５ 検査に合格しないときは、契約者は、理事長の指定する期間内に自己の負担に 

おいてこれを補修し、又は改造して理事長の再検査を受けなければならない。 

６  第２項及び第４項の規定は、前項の検査について準用する。 

 

（検査調書の作成） 

第４６条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、理事長に提出し 

なければならない。 

２  検査員は、検査を行った結果、その工事が該当契約の内容に適合しないもので 

あると認めるときは、その措置について意見を前項の検査調書に記載しなければ 

ならない。 

 

（契約金の支払）  

第４７条 契約金は、契約の履行が完成したことを確認の上、速やかに支払うもの 

とする。ただし、契約の目的又は性質により必要があると認められるときは、契 

約の定めるところにより、契約の既成部分に相当する契約金の範囲内で契約金の 

部分払をすることができる。 

２ 前条後段における部分払は、工事の既成部分が 10 分の３以上のものについて、 

その 10 分の９を限度として約定により支払うものとする。 

 

（前払金） 

第４８条 契約者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定 

する保証事業会社と工期を保証期間として、同条第５項に規定する保証契約を締

結し、当該保証契約書（以下「保証証書」という。）を理事長に寄託した場合は、 

約定により前払金を請求することができる。 

２  前払をした後に設計変更等の事由により契約金額を増額しても、前払金は、増

額しない。 

３  工事の内容の変更その他の事由により、期限を延長し、又は短縮した場合にお

いては、契約者は直ちに前払金の保証契約の保証期間を変更後の期限に改め、そ 

の保証証書を理事長に寄託しなければならない。 

４ 前払金の支払額は、契約金額に 10 分の３を乗じて得た額の範囲内とする。 

５ 契約者は、第１項の規定により前払金を請求しようとするときは、契約締結後 
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前払金請求書に前払金使用計画書を添えて理事長に提出しなければならない。 

 

（部分払いをする場合の前払金の精算） 

第４９条 前払金をした工事の既成部分の部分払いをする場合は、第 47 条第２項の 

規定により計算した額から契約金額に対する前払金額の割合を乗じて得た額を控 

除しなければならない。 

２ 設計変更等の事由により契約金額が減額した場合において、先に支出した前払 

金が減額した契約金額に対して所定の率を超えるときは、第 47 条第２項の規定に

より計算した額から、変更後最初の部分払いをするときにその超える部分の額を

控除しなければならない。 

 

（違約金） 

第５０条 理事長は、所定の期限内に工事の引渡しがないときは、契約者から遅延 

日数に応じ、契約金額から出来高部分に相当する契約金額を控除した額に年

9.75 ％の割合を乗じて計算した額の違約金を徴収する。 

２ 前項の違約金は、契約金支払いのときに控除し、なお不足あるときは、別に徴

収する。 

 

（かし担保の期間） 

第５１条 契約者は、第 45 条（検査及び引渡し）に規定する工事の引渡しの日から 

１年間、工事の目的物のかしについて担保の責任を負い、それによって生じた損

害を賠償しなければならない。ただし、工事の目的物が石造・土造・れんが造・

金属造・コンクリート造及びこれらに類するものによる建物その他土地の工作物

又は地盤であるときは、その期間は２年とする。 

 

（理事長の解除権） 

第５２条 契約者が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。 

（１）契約者の責に帰すべき事由により期限内又は期限後相当の期間内に工事を   

完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（２）正当な事由なしに所定の着手期日を過ぎても着工しないとき。 

（３）建設業法の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたと   

き。 

（４）前各号のほか、契約者が契約に違反し、工事の出来高部分で検査に合格し   

たものは、土地改良区の所有とし、その部分に対する契約金相当額を支払う   

ものとする。 

２ 前項の規定により、契約を解除した場合において、工事の出来高部分で検査に 

合格したものは、土地改良区の所有とし、その部分に対する契約金相当額を支払 
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うものとする。 

 

（契約者の解除権） 

第５３条 契約者は、次の各号の一に該当する事由のある場合は、契約を解除する 

ことができる。 

（１）第 41 条（工事の変更・中止等）の規定により工事を変更したため、契約金   

額が３分の１以下に減少したとき、又は、工事中止の期間が所定の工期の２      

分の１以上に達したとき。 

（２）理事長が契約に違反し、工事を完成することが不可能となったとき 

２  前項の規定により契約の解除をした場合は、前条第２項の規定を準用する。 

 

（補則） 

第５４条 この規程に規定するものを除くほか、契約の履行、変更、解除等に関し

て必要な事項は、契約の締結に際して約定し、又はその都度双方協議の上、定め

るものとする。  

 

附 則 

 この規程は、平成  年  月 日から施行する。 
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○○土地改良区個人情報保護に関する規程(例)の新旧対照表
太字及びアンダーライン部が改正部分

改 正 案 現 行 備 考

○○土地改良区個人情報保護に関する規 ○○土地改良区個人情報保護に関する規
程(例) 程(例)

（目的） （目的）
第１条 この規程は、○○土地改良区の個人情報の適 第１条 この規程は、○○土地改良区の個人情報の保 （法第１条の目的の記述と
正な取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、 護について、必要な事項を定めることを目的とする。 の整合を図った）
個人の権利利益を保護することを目的とする。

（定義）
（定義） 第２条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、
第２条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５ ガイドライン２
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５ ７号。以下「法」という。）第８条の規定に基づき
７号。以下「法」という。）第２条及び個人情報の 定められた農林水産分野における個人情報保護に関
保護に関する法律についてのガイドライン（通則 するガイドライン（平成２１年７月１０日農林水産 （個人情報保護委員会のガ
遍）（平成28年個人情報保護委員会告示第６号。以 省告示第９２４号。以下「農水省ガイドライン」と イドラインとした）
下「個人情報保護ガイドライン」という。）２の定 いう。）第２の定義に従うものとする。
義及び３－５－１に従うものとする。
一 個人情報 一 個人情報 ガイドライン２－１
二 要配慮個人情報 （新設） ガイドライン２－３
三 個人情報データベース等 二 個人情報データベース等 ガイドライン２－４
四 個人データ 三 個人データ ガイドライン２－６
五 保有個人データ 五 保有個人データ ガイドライン２－７
六 本人 四 本人 法２条８項
七 本人に通知 八 本人に通知 ガイドライン２－１０
八 公表 六 公表 ガイドライン２－１１
九 本人の同意 十 本人の同意 ガイドライン２－１２
十 提供 九 個人データ又は保有個人データの提供 ガイドライン２－１３
十一 本人が容易に知り得る状態 七 本人が容易に知り得る状態 ガイドライン３－５－１

（ガイドラインの規定順と
した）

（一般原則） （一般原則）
第３条 本土地改良区は、本土地改良区が行う事務及 第３条 本土地改良区は、本土地改良区が行う事務及
び事業の遂行に当たって遵守すべき法令等の規定並 び事業の遂行に当たって遵守すべき法令等の規定並
びに法及び個人情報の保護に関する基本方針（平成 びに法及び個人情報の保護に関する基本方針（平成
１６年４月２日閣議決定）の規定を遵守するほか、 １６年４月２日閣議決定）の規定を遵守するほか、
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個人情報保護ガイドラインに従い個人情報を適正 農水省ガイドライン及び雇用管理分野における個人 （雇用管理ガイドラインが
に取り扱うものとする。 情報保護に関するガイドライン（平成２４年５月１ 廃止された）

４日厚生労働省告示第３５７号。以下「雇用管理ガ
イドライン」という。）の規定に従い個人情報を適
正に取り扱うものとする。

（利用目的） （利用目的）
第４条 本土地改良区の保有する個人情報は、本土地 第４条 本土地改良区の保有する個人情報は、本土地 ガイドライン３－１
改良区定款第４条に規定する事業の円滑な実施のた 改良区定款第４条に規定する事業の円滑な実施のた
めに利用する。 めに利用する。

２（削除） ２ 労働者等（雇用管理ガイドライン第２の７に規定 （雇用管理ガイドラインが
する労働者等をいう。）の個人情報は、前項に掲げ 廃止された）
る事業等を実施する際の雇用管理のために利用す
る。

（利用目的による制限） （利用目的による制限）
第５条 前条に規定する利用目的の達成に必要な範囲 第５条 前条に規定する利用目的の達成に必要な範囲 ガイドライン３－１－３
を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本 を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本 ガイドライン３－１－５
人の同意を得るものとする。 人の同意を得るものとする。
２ 前項に規定する本人の同意を得るに当たっては、 ２ 前項に規定する本人の同意を得るに当たっては、
書面により同意を得ることを原則とする。 書面により同意を得ることを原則とする。
３ 第１項の規定は、次に掲げる場合については、適 ３ 第１項の規定は、次に掲げる場合については、適
用しない。 用しない。
一 法令に基づく場合 一 法令に基づく場合
二 人（法人を含む。以下同じ。）の生命、身体又 二 人（法人を含む。）の生命、身体又は財産の保
は財産の保護のために必要がある場合であって、 護のために必要がある場合であって、本人の同意
本人の同意を得ることが困難であるとき。 を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の
ために特に必要がある場合であって、本人の同意 ために特に必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき。 を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を
受けた者が法令の定める事務を遂行することに対 受けた者が法令の定める事務を遂行することに対
して協力する必要がある場合であって、本人の同 して協力する必要がある場合であって、本人の同
意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ 意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるとき。 すおそれがあるとき。

（取得の制限及び取得に際しての利用目的の通知等） （取得の制限及び取得に際しての利用目的の通知等）
第６条 本土地改良区は、定款第４条の事業の遂行に 第６条 本土地改良区は、定款第４条の事業の遂行に
必要な場合に限り、個人情報を取得する。その場 必要な場合に限り、個人情報を取得する。また、思 （法第 17 条の規定との整
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合、偽りその他不正の手段により又は偽りその他 想、信条、宗教その他社会的差別原因となり得る個 合を図った）
不正の手段により取得された個人情報の提供によ 人情報の取得又は保有に当たっては、その適正な取
り個人情報を取得してはならない。 扱いに配慮する。

また、要配慮個人情報を取得する場合には、次に ガイドライン３－２－２
掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なけ （法に位置付けられた）
ればならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合であって、本人の同意を得ることが
困難であるとき

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進
のために特に必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託
を受けた者が法令の定める事務を遂行すること
に対して協力する必要がある場合であって、本
人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
障を及ぼすおそれがあるとき

五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地
方公共団体、法第７６条第１項各号に掲げる者
その他個人情報保護委員会規則で定める者によ
り公開されている場合

六 本人を目視し、又は撮影することにより、そ
の外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場
合及び法第２３条第５項各号に掲げる場合にお
いて、個人データである要配慮個人情報の提供
を受けるとき

２ 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用 ２ 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用
目的を公表している場合を除き、速やかに、その利 目的を公表している場合を除き、速やかに、その利
用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。 用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
３ 契約書、アンケートなど書面等により、直接本人 ３ 契約書、アンケートなど書面等により、直接本人
から個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人 から個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人
に対し、書面等により利用目的を明示するものとす に対し、書面等により利用目的を明示するものとす
る。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のため る。ただし、人（法人を含む。）の生命、身体又は
に緊急に必要がある場合は、あらかじめ、本人に対 財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あら
し、その利用目的を明示しないことがあるが、その かじめ、本人に対し、その利用目的を明示しないこ
場合は、前項の規定に基づいて、取得後、速やかに とがあるが、その場合は、前項の規定に基づいて、
その利用目的を、本人に通知し、又は公表するもの 取得後、速やかにその利用目的を、本人に通知し、
とする。 又は公表するものとする。
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４ 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的 ４ 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的
について、本人に通知し、又は公表するものとする。 について、本人に通知し、又は公表するものとする。
５ 前３項の規定は、次に掲げる場合については、適 ５ 前３項の規定は、次に掲げる場合については、適
用しない。 用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することに 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することに
より本人又は第三者の生命、身体、財産その他の より本人又は第三者の生命、身体、財産その他の
権利利益を害するおそれがある場合 権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することに 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することに
より本土地改良区の権利又は正当な利益を害する より本土地改良区の権利又は正当な利益を害する
おそれがある場合 おそれがある場合

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場合 を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって、利用目的を本人に通知し、又は公表す であって、利用目的を本人に通知し、又は公表す
ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるとき。 れがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると
認められる場合 認められる場合

（個人データの内容の正確性の確保） （個人データの内容の正確性の確保）
第７条 本土地改良区は、土地改良法施行規則(昭和 第７条 本土地改良区は、土地改良法施行規則(昭和 ガイドライン３－３－１
２４年農林省令第７５号)第２５条の規定に基づき、 ２４年農林省令第７５号)第２５条の規定に基づき、
組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更が生 組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更が生
じたときは、変更が生じた事項について遅滞なく修 じたときは、変更が生じた事項について遅滞なく修
正するとともに、第４条に規定する利用目的の達成 正するとともに、第４条に規定する利用目的の達成
に必要な範囲内において、取り扱う個人データを正 に必要な範囲内において、取り扱う個人データを正
確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。 確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

（保存期間等） （保存期間等）
第８条 本土地改良区は、その取り扱う個人データに 第８条 本土地改良区は、その取り扱う個人データに ガイドライン３－３－１
ついて、利用目的の達成に必要な範囲内で保存期間 ついて、利用目的の達成に必要な範囲内で保存期間
を定めるものとし、当該保存期間経過後又は利用目 を定めるものとし、当該保存期間経過後又は利用目
的を達成した後は、遅滞なくこれを消去するものと 的を達成した後は、遅滞なくこれを消去するものと
する。 する。
２ 前項に規定する保存期間は、本土地改良区が取り ２ 前項に規定する保存期間は、本土地改良区が取り
扱う個人情報データベース等を記載した一覧表にと 扱う個人情報データベース等を記載 した一覧表に
りまとめるものとし、当該とりまとめは第１２条に とりまとめるものとし、当該とりまとめは第１２条
規定する個人情報保護管理者が行うものとする。 に規定する個人情報保護管理者が行うものとする。

（安全管理措置） （安全管理措置）
第９条 本土地改良区は、その取り扱う個人データの 第９条 本土地改良区は、その取り扱う個人データの ガイドライン３－３－２
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漏えい、滅失又はき損（以下「漏えい等」という。） 漏えい、滅失又はき損（以下「漏えい等」という。）
の防止その他の個人データの安全管理のために必要 の防止その他の個人データの安全管理のために必要
かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。） かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）
を講ずるものとする。また、当該安全管理措置を講 を講ずるものとする。また、当該安全管理措置を講
ずるに当たっては、次の各号に掲げる事項について、 ずるに当たっては、次の各号に掲げる事項について、
それぞれ当該各号に掲げる措置を講ずるよう努める それぞれ当該各号に掲げる措置を講ずるよう努める
ものとする。 ものとする。
一 組織的安全管理措置 組織体制の整備、個人デ 一 組織的管理措置 個人情報の取扱いに関する内 ガイドライン８－３

ータの取扱いに係る規律に従った運用、個人デー 部規程の整備、安全性に関する監査の実施、第１
タの取扱状況を確認する手段の整備、漏えい等の ２条に規定する個人情報保護管理者の設置その他
事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び の安全確保のための組織体制の整備に関する措置
安全管理措置の見直しに関する措置

二 人的安全管理措置 従業者（土地改良区の組織 三 人的管理措置 個人情報の取扱いに関する本土 ガイドライン８－４
内にあって直接又は間接に土地改良区の指導監督 地改良区の内部規程の従業者（土地改良区の組織
を受けて土地改良区の業務に従事している者をい 内にあって直接又は間接に理事長の指導監督を受 （明確化した）
い、役員及び派遣社員を含む。以下同じ。）に対 けて土地改良区の業務に従事している者をいい、
する個人データの取扱いの周知徹底と適切な教育 役員及び派遣社員を含む。以下同じ。）に対する
に関する措置 周知徹底、次条第２項に規定する教育研修の実施

その他の措置
三 物理的安全管理措置 個人データを取り扱う （新設） ガイドライン８－５

区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防
止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防
止、個人データの削除及び機器、電子媒体等の
廃棄に関する措置

四 技術的安全管理措置 アクセス制御、アクセス 二 技術的管理措置 外部からの不正アクセスから ガイドライン８－６
者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防 の防御に関するシステムの構築及び情報の暗号
止、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止に 化、個人データへのアクセス制限その他の個人デ
関する措置 ータの取扱いに関する技術的措置

２ 前項の安全管理措置の具体的な手法については、 （新設）
別記のとおりとする。

（従業者の監督） （従業者の監督）
第１０条 理事長は、その従業者に個人データを取り 第１０条 理事長は、その従業者に個人データを取り ガイドライン３－３－３
扱わせるに当たっては、法第２０条に基づく安全 扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理
管理措置を遵守させるよう、当該個人データの安 が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切
全管理が図られるよう、当該従業者に対し必要かつ な監督を行うものとする。
適切な監督を行うものとする。
２ 理事長は、安全管理措置その他の個人情報の適正 ２ 理事長は、安全管理措置その他の個人情報の適正
な取扱いの確保のため、その従業者に対し、教育研 な取扱いの確保のため、その従業者に対し、教育研
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修その他の措置を実施し、又は従業者が教育研修そ 修その他の措置を実施し、又は従業者が教育研修そ
の他の措置を受けることができるよう措置するもの の他の措置を受けることができるよう措置するもの
とする。 とする。
３ 前項に規定する教育研修その他の措置において ３ 前項に規定する教育研修その他の措置において
は、従業者がその在職中又は退職後、その業務に関 は、従業者がその在職中又は退職後、その業務に関
して知り得た個人データの内容を正当な権限なく他 して知り得た個人データの内容を正当な権限なく他
人に知らせ又は不当な目的に使用しないようにする 人に知らせ又は不当な目的に使用しないようにする
ための内容を含むものとする。 ための内容を含むものとする。

（委託先の監督） （委託先の監督）
第１１条 本土地改良区が個人データの取扱いの全部 第１１条 本土地改良区が個人データの取扱いの全部 ガイドライン３－３－４
又は一部を外部に委託する場合には、その取扱いを 又は一部を外部に委託する場合は、その取扱いを委
委託された個人データの安全管理措置が適切に講じ 託された個人データの安全管理が図られるよう、委 （用語の統一）
られるよう、委託を受けた者（以下「委託先」とい 託を受けた者（以下「委託先」という。）に対する
う。）に対する必要かつ適切な監督を行うものとす 必要かつ適切な監督を行うものとする。また、必要
る。また、必要に応じて、委託先に対して、契約の に応じて、委託先に対して、契約の内容が遵守され
内容が遵守されていることを確認するものとする。 ていることを確認するものとする。
２ 前項前段に規定する必要かつ適切な監督に係る措 ２ 前項前段に規定する必要かつ適切な監督に係る措
置として、本土地改良区は、委託先の選定に当た 置として、本土地改良区は、適切な者を選定して委
り、委託先の安全管理措置が、法第２０条及び個 託契約を結ぶとともに、当該委託契約等において、
人情報保護ガイドラインで本土地改良区に求めら 次に掲げる事項を定めるものとする。
れるものと同等であることをあらかじめ確認する
ものとする。

３ 委託契約等において、次に掲げる事項を定める （２項を分割）
ものとする。
一 委託先の個人データの取扱いに関する事項 一 委託先の個人データの取扱いに関する事項
二 委託先の秘密の保持に関する事項 二 委託先の秘密の保持に関する事項
三 委託された個人データの再委託に関する事項 三 委託された個人データの再委託に関する事項
四 契約終了時の個人データの返却等に関する事項 四 契約終了時の個人データの返却等に関する事項

４ 委託を受けた一の者と、個人データの取扱いにつ ３ 委託を受けた一の者と、個人データの取扱いにつ
いて複数の委託契約を締結する場合（締結する予定 いて複数の委託契約を締結する場合（締結する予定
の場合を含む。）は、前項各号に規定する事項につ の場合を含む。）は、前項各号に規定する事項につ
いて、別途個人情報保護に係る安全管理措置等に関 いて、別途個人情報保護に係る安全管理措置等に関
する契約を締結できるものとする。 する契約を締結できるものとする。

（個人情報保護管理者等） （個人情報保護管理者等）
第１２条 本土地改良区は、個人情報の適正な取扱い 第１２条 本土地改良区は、個人情報の適正な取扱い
のため、個人情報保護管理者（本土地改良区の個人 のため、個人情報保護管理者（本土地改良区の個人
情報の取扱いに関する責任者をいう。以下同じ。） 情報の取扱いに関する責任者をいう。以下同じ。）
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を置くものとする。 を置くものとする。
２ 本土地改良区の個人情報保護管理者は○○課長 ２ 本土地改良区の個人情報保護管理者は○○課長
(又は○○担当理事)とする。 (又は○○担当理事)とする。
３ 個人情報保護管理者は、個人情報の保護について ３ 個人情報保護管理者は、個人情報の保護について
の規程及び監査体制の整備その他個人情報の取扱い の規程及び監査体制の整備その他個人情報の取扱い
の監督を行うものとする。 の監督を行うものとする。

（個人情報の保護に関する方針） （個人情報の保護に関する方針）
第１３条 本土地改良区の個人情報の保護に関する方 第１３条 本土地改良区の個人情報の保護に関する方 ガイドライン８－１
針は次のとおりとする。 針は次のとおりとする。
一 法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱う。 一 法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱う。
二 苦情処理に適切に取り組む。 二 苦情処理に適切に取り組む。
三 個人情報の利用目的は可能な限り限定して示 三 個人情報の利用目的は可能な限り限定して示
す、又は本人の選択による利用目的の限定に取り す、又は本人の選択による利用目的の限定に取り
組むなど、本人にとって利用目的がより明確にな 組むなど、本人にとって利用目的がより明確にな
るようにする。 るようにする。

四 個人データの取扱いを外部に委託する場合に 四 個人データの取扱いを外部に委託する場合に
は、委託する事務の内容を公表する等委託処理の は、委託する事務の内容を公表する等委託処理の
透明化を進める。 透明化を進める。

五 本人からの請求により保有個人データを開示す 五 本人からの求めにより保有個人データを開示す
るときは、個人情報の取得元又はその取得方法を るときは、個人情報の取得元又はその取得方法を
可能な限り具体的に明記する。 可能な限り具体的に明記する。

六 保有個人データについて本人から請求を受けた 六 保有個人データについて本人から求めがあった
場合には、利用停止又は消去に応じる。 場合には、利用停止に応じる。

２ 前項に規定する個人情報の保護に関する方針は、 ２ 前項に規定する個人情報の保護に関する方針は、
第１５条の規定により公表するものとする。 第１５条の規定により公表するものとする。

（第三者提供の制限及び共同利用） （第三者提供の制限及び共同利用）
第１４条 本人の同意を得て本土地改良区が取り扱う 第１４条 本人の同意を得て本土地改良区が取り扱う ガイドライン３－４－１
個人データを第三者へ提供する場合は、当該同意は 個人データを第三者へ提供する場合は、当該同意は
書面によるものとする。 書面によるものとする。
２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同 ２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同
意を得ずに、個人データを第三者に提供することが 意を得ずに、個人データを第三者に提供することが
あるものとする。 あるものとする。
一 法令に基づく場合 一 法令に基づく場合
二 人（法人を含む。）の生命、身体又は財産の保 二 人（法人を含む。）の生命、身体又は財産の保
護のために必要がある場合であって、本人の同意 護のために必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき。 を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の
ために特に必要がある場合であって、本人の同意 ために特に必要がある場合であって、本人の同意
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を得ることが困難であるとき。 を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を
受けた者が法令の定める事務を遂行することに対 受けた者が法令の定める事務を遂行することに対
して協力する必要がある場合であって、本人の同 して協力する必要がある場合であって、本人の同
意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ 意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるとき。 すおそれがあるとき。

３（削除） ３ 第三者に提供される個人データについて、本人の （第三者提供が想定できな
求めに応じて当該本人が識別される個人データの第 いこと及び仮にあるとして
三者への提供を停止する場合、次の事項について、 も個人情報保護委員会への
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り 届け出や提供した場合の記
得る状態に置いているときは、前２項の規定にかか 録の作成、保存等の手続き
わらず、当該個人データを第三者に提供することが が必要であることから、実
できるものとする。 際的でないこと等により削
一 第三者への提供を利用目的とすること。 除した）
二 第三者に提供される個人データの項目。
三 第三者への提供の手段又は方法。
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人
データの第三者への提供を停止すること。

３ 本土地改良区が利用目的の達成に必要な範囲内に ４ 本土地改良区が利用目的の達成に必要な範囲内に ガイドライン３-４-３-(1)
おいて個人データの取扱いの全部又は一部を委託す おいて個人データの取扱いの全部又は一部を委託す
る場合は、当該個人データの提供を受ける者は｢第 る場合は、当該個人データの提供を受ける者は｢第
三者｣には該当しないものとし、前２項の規定にか 三者｣には該当しないものとし、前３項の規定にか
かわらず、当該個人データを提供することができる。 かわらず、当該個人データを提供することができる。

４ 本土地改良区は、保有する個人データを法第２３ ５ 本土地改良区の保有する個人データは、法第２３ ガイドライン３-４-３-(3)
条第５項第３号の規定に基づき共同利用する場合に 条第４項第３号の規定に基づき必要に応じて、○○
は、共同利用する旨、共同利用する個人データの項 県、○○農業委員会、○○土地改良区連合、○○農
目、共同利用する者の範囲、共同利用目的及び当該 地中間管理機構及び○○農業協同組合と共同で利用
個人データの管理について責任を有する者の氏名又 する。
は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本
人が容易に知り得る状態に置いている場合に限り共
同利用することができるものとする。

なお、共同利用する個人データの項目、共同利用 ６ 前項の規定により共同して利用する個人データの
する者の範囲及び利用目的並びに当該個人情報の管 項目、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管
理について責任を有する者の名称は次のとおりとす 理について責任を有する者の名称は次のとおりとす
る。 る。
一 共同利用する個人データの項目 一 共同で利用する個人データの項目
氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土 氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土
地台帳等の個人情報データベース等に記載されて 地台帳等の個人情報データベース等に記載されて
いる事項 いる事項

二 共同利用する者の範囲 （新設）
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○○県、○○農業委員会、○○土地改良区連合、
○○農地中間管理機構及び○○農業協同組合

三 共同利用する者の利用目的 二 利用する者の利用目的
県営○○事業、農地中間管理事業により地域農 県営○○事業、農地中間管理事業、○○施設の
業の振興を図るため 維持管理その他の地域農業の振興のため

四 当該個人情報の管理等について共同利用者の中 三 当該個人情報の管理等について共同利用者の中
で第一次的に責任を有する者の名称 で第一次的に責任を有する者の名称
○○土地改良区 個人情報保護管理者 ○○課 ○○土地改良区 個人情報保護管理者 ○○課
長 長

５ 前２項については、次条の規定により公表するも ７ 前２項については、次条の規定により公表するも
のとする。 のとする。

（保有個人データに関する事項の公表等） （保有個人データに関する事項の公表等）
第１５条 本土地改良区は、保有個人データに関し、 第１５条 本土地改良区は、保有個人データに関し、 ガイドライン３－５－１
次に掲げる事項を記載した書面を事務所に備え、公 次に掲げる事項を記載した書面を事務所に備え、公
表するものとする。 表するものとする。
一 本土地改良区の名称 一 本土地改良区の名称
二 第４条に規定する利用目的 二 第４条に規定する利用目的
三 第１３条第１項に規定する個人情報の保護に関 三 第１３条第１項に規定する個人情報の保護に関
する方針 する方針

四 前条第４項及び第５項に規定する共同利用に関 四 前条第５項及び第６項に規定する共同利用に関
する事項 する事項

五 保有個人データに関する本人からの次に掲げる 五 保有個人データに関する本人からの次に掲げる
求めに応じる手続及び手数料 求めに応じる手続及び手数料
(一) 利用目的の通知の求め (一) 利用目的の通知の求め
(二) 開示の請求 (二) 開示の求め （法律用語に統一した）
(三) 内容の訂正、追加又は削除の請求 (三) 内容の訂正、追加又は削除の求め
(四) 利用の停止又は消去の請求 (四) 利用の停止又は消去の求め
(五) 第三者提供の停止の請求 (五) 第三者提供の停止の求め

六 第２２条に規定する個人情報の取扱いに関する 六 第２２条に規定する個人情報の取扱いに関する
苦情の申出先 苦情の申出先

２ 本土地改良区に対し、本人から、当該本人が識別 ２ 本土地改良区に対し、本人から、当該本人が識別
される保有個人データの利用目的の通知を求められ される保有個人データの利用目的の通知を求められ
たときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知する たときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知する
ものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当す ものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当す
る場合は、この限りでない。 る場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個
人データの利用目的が明らかな場合 人データの利用目的が明らかな場合

二 第６条第５項第１号から第３号までに該当する 二 第６条第５項第１号から第３号までに該当する
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場合 場合
３ 本土地改良区は、前項の規定により求められた保 ３ 本土地改良区は、前項の規定により求められた保
有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をし 有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をし
たときは、本人に対し、遅滞なく、当該決定をした たときは、本人に対し、遅滞なく、当該決定をした
旨を通知するものとする。 旨を通知するものとする。
４ 第２項の場合に必要な手数料は、第２１条に定め ４ 第２項の場合に必要な手数料は、第２１条に定め
るところによるものとする。 るところによるものとする。

（保有個人データの開示等） （保有個人データの開示等）
第１６条 本土地改良区は、本人から、当該本人が識 第１６条 本土地改良区は、本人から、当該本人が識 ガイドライン３－５－２
別される保有個人データの開示（当該本人が識別さ 別される保有個人データの開示（当該本人が識別さ
れる保有個人データが存在しないときにその旨を知 れる保有個人データが存在しないときにその旨を知
らせることを含む。以下同じ。）の請求を受けたと らせることを含む。以下同じ。）を求められたとき （法律用語に統一した）
きは、本人に対し、書面を交付する方法（開示の請 は、本人に対し、書面を交付する方法（開示の求め
求を行った者が同意した方法があるときは、当該方 を行った者が同意した方法があるときは、当該方法）
法）により、遅滞なく、当該保有個人データを開示 により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する
するものとする。ただし、開示することにより次の ものとする。ただし、開示することにより次の各号
各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一 のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を
部を開示しないことができる。 開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権
利利益を害するおそれがある場合 利利益を害するおそれがある場合

二 本土地改良区の業務の適正な実施に著しい支障 二 本土地改良区の業務の適正な実施に著しい支障
を及ぼすおそれがある場合 を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合 三 他の法令に違反することとなる場合
２ 前項の規定により請求を受けた保有個人データの ２ 前項の規定により求められた保有個人データの全
全部又は一部について開示しない旨の決定をしたと 部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき
きは、本人に対し、遅滞なく当該決定をした旨及び は、本人に対し、遅滞なく当該決定をした旨及び当
当該決定をした理由を通知するものとする。 該決定をした根拠となる条項等を通知するものとす

る。
３ 第１項の場合に必要な手数料は、第２１条に定め ３ 第１項の場合に必要な手数料は、第２１条に定め
るところによるものとする。 るところによるものとする。

（保有個人データの訂正等） （保有個人データの訂正等）
第１７条 本土地改良区は、本人から、当該本人が識 第１７条 本土地改良区は、本人から、当該本人が識
別される保有個人データの内容に誤りがあり、事実 別される保有個人データの内容が事実でないという ガイドライン３－５－３
でないという理由によって当該保有個人データの内

理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加
容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。） 又は削除（以下「訂正等」という。）を求められた場 （法律用語に統一した）
の請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範 合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅
囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を 滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に
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行い、その結果に基づき、当該保有個人データの訂正 基づき、当該保有個人データの訂正等を行うものとす
等を行うものとする。 る。
２ 前項の規定により請求を受けた保有個人データの ２ 前項の規定により求められた保有個人データの内
内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったと 容の全部若しくは一部について訂正等を行ったと
き、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、 き、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、
本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったと 本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったと
きは、その内容を含む。）を通知するものとする。 きは、その内容を含む。）を通知するものとする。

（保有個人データの利用停止等） （保有個人データの利用停止等）
第１８条 本土地改良区は、本人から、当該本人が識 第１８条 本土地改良区は、本人から、当該本人が識 ガイドライン３－５－４
別される保有個人データの利用の停止、消去又は第 別される保有個人データの利用の停止、消去又は第
三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、 三者への提供の停止を求められた場合であって、そ （同上）
その請求に理由があることが判明したときは、当該 の求めに理由があることが判明したときは、当該保
保有個人データの利用の停止又は消去若しくは第三 有個人データの利用の停止又は消去若しくは第三者
者への提供の停止を行うものとする。ただし、当該 への提供の停止を行うものとする。ただし、当該保
保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する 有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場
場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合で 合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であ
あって、本人の権利利益を保護するために必要なこ って、本人の権利利益を保護するために必要なこれ
れに代わるべき措置を取るときは、この限りでない。 に代わるべき措置を取るときは、この限りでない。
２ 本土地改良区は、前項に規定する請求に対し、保 ２ 本土地改良区は、前項に規定する求めに対し、保
有個人データの全部又は一部について、その請求に 有個人データの全部又は一部について、その求めに
応じたとき、又はその請求に応じない旨の決定をし 応じたとき、又はその求めに応じない旨の決定をし
たときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知す たときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知す
るものとする。 るものとする。

（理由の説明） （理由の説明）
第１９条 本土地改良区は、第１５条第３項（保有個 第１９条 本土地改良区は、第１５条第３項（保有個 ガイドライン３－５－５
人データの利用目的の非通知に関する通知）、第１ 人データの利用目的の非通知に関する通知）、第１
６条第２項（保有個人データの不開示等に関する通 ６条第２項（保有個人データの不開示等に関する通
知）、第１７条第２項（保有個人データの訂正等に 知）、第１７条第２項（保有個人データの訂正等に
関する通知）又は前条第２項（保有個人データの利 関する通知）又は前条第２項（保有個人データの利
用停止等に関する通知）の規定により、本人から請 用停止等に関する通知）の規定により、本人から求 （法律用語に統一した）
求を受けた措置の全部又は一部について、その措置 められた措置の全部又は一部について、その措置を
をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる とらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措
措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その 置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理
理由を説明するよう努めるものとする。 由を説明するよう努めるものとする。

（開示等の請求に応じる手続） （開示等の求めに応じる手続）
第２０条 第１５条第２項（保有個人データの利用目 第２０条 第１５条第２項（保有個人データの利用目 ガイドライン３－５－６
的の通知の求め）、第１６条第１項（保有個人デー 的の通知の求め）、第１６条第１項（保有個人デー
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タの開示の請求）、第１７条第１項（保有個人デー タの開示の求め）、第１７条第１項（保有個人デー （同上）
タの訂正等の請求）又は第１８条第１項（保有個人 タの訂正等の求め）又は第１８条第１項（保有個人
データの利用停止等の請求）の規定による請求（以 データの利用停止等の求め）の規定による求め（以
下この条において「開示等の請求」という。）を行 下この条において「開示等の求め」という。）を行
う者は、開示等の請求を行う旨及びその内容を記載 う者は、開示等の求めを行う旨及びその内容を記載
した書面を理事長へ提出するとともに、次に掲げる した書面を理事長へ提出するとともに、次に掲げる
書類を提示し、又は提出しなければならない。 書類を提示し、又は提出しなければならない。
一 開示等の請求をする者が本人である場合は、本 一 開示等の求めをする者が本人である場合は、本
人であることを示す書類 人であることを示す書類

二 開示等の請求をする者が未成年者、成年被後見 二 開示等の求めをする者が未成年者、成年被後見
人の法定代理人若しくは開示等の請求をすること 人の法定代理人若しくは開示等の求めをすること
につき本人が委任した代理人である場合は、代理 につき本人が委任した代理人である場合は、代理
人であることを証する書類 人であることを証する書類

（手数料） （手数料）
第２１条 第１５条第２項（保有個人データの利用目 第２１条 第１５条第２項（保有個人データの利用目 ガイドライン３－５－７
的の通知の求め）及び第１６条第１項（保有個人デ 的の通知の求め）及び第１６条第１項（保有個人デ
ータの開示の請求）に規定する開示等に当たっては、 ータの開示の求め）に規定する開示等に当たっては、 （同上）
必要に応じて手数料を徴収するものとし、当該手数 必要に応じて手数料を徴収するものとし、当該手数
料は別表のとおりとする。 料は別表のとおりとする。
２ 前項に規定する手数料の納付は、現金支払又は振 ２ 前項に規定する手数料の納付は、現金支払又は振
込によるものとする。ただし、送料については、郵 込によるものとする。ただし、送料については、郵
便切手によることができるものとする。 便切手によることができるものとする。

（苦情の処理） （苦情の処理）
第２２条 本土地改良区は、個人情報の取扱いに関す 第２２条 本土地改良区は、個人情報の取扱いに関す
る苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 る苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
２ 前項の目的を達成するために、苦情の適切かつ迅 ２ 前項の目的を達成するために、苦情の適切かつ迅 ガイドライン３－６
速な処理は、個人情報保護責任者(又は○○課長)が 速な処理は、個人情報保護責任者(又は○○課長)が
担当するものとする。 担当するものとする。

（法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応） （法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応）
第２３条 本土地改良区は、本土地改良区が取り扱う 第２３条 本土地改良区は、本土地改良区が取り扱う ガイドライン４
個人情報（本土地改良区から委託を受けた者が取り 個人情報（委託を受けた者が取り扱うものを含む。）
扱うもの及び、本土地改良区が委託を受けて取り扱 について、法違反又は法違反のおそれが発覚した場
うものを含む。）について、法違反又は法違反のお 合には、次の対処を実施するものとする。
それが発覚した場合には、次の対処を実施するもの
とする。
一 事業者内部における報告及び被害の拡大防止 （新設） 漏えい等の対応の２

理事長に直ちに報告するとともに、漏えい等事

90



案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要
な措置を講ずる。

二 事実調査、原因の究明 一 事実調査、原因の究明
事実関係を調査し、法違反又は法違反のおそれ 事実関係を調査し、法違反又は法違反のおそれ
が把握できた場合には、その原因究明にあたる。 が把握できた場合には、その原因究明にあたる。

三 影響範囲の特定 二 影響範囲の特定
前号の規定で把握した事実関係による影響がど 前号の規定で把握した事実関係による影響がど
れほど及ぶのか、その範囲を特定する。 れほど及ぶのか、その範囲を特定する。

四 再発防止策の検討・実施 三 再発防止策の検討・実施
第２号の規定で究明した原因を踏まえ、再発防 第１号の規定で究明した原因を踏まえ、再発防
止策を検討し、速やかに実施する。 止策を検討し、速やかに実施する。

五 影響を受ける可能性のある本人への連絡及び公 四 影響を受ける可能性のある本人への連絡及び公
表等 表等
個人データの安全管理について法違反があった 個人データの安全管理について法違反があった
場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避 場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避
等の観点から、事実関係等について、速やかに、 等の観点から、事実関係等について、速やかに、
本人に連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に 本人に連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に
置くとともに、事実関係、再発防止策等について、 置くとともに、事実関係、再発防止策等について、
速やかに公表する。 速やかに公表する。

六 関係行政機関への報告 五 関係行政機関への報告 漏えい等の対応の３
次の事項に該当する場合には、事実関係及び再 事実関係及び再発防止策等について、直ちに、
発防止策等について、直ちに、個人情報保護委 ○○県及び○○農政局に報告する。
員会に報告するものとする。
(一) 土地改良区が保有する個人データの漏え

い、減失又は毀損
(二) 上記事項のおそれ

なお、個人情報保護委員会に報告した場合に
は、その旨○○県及び○○農政局に報告する。

（注意） （注意）
第６号下線部について、北海道の場合は「北海道 第５号下線部について、北海道の場合は「北海道

及び農林水産省農村振興局」、沖縄県の場合は「沖縄 及び農林水産省農村振興局」、沖縄県の場合は「沖縄
県及び内閣府沖縄総合事務局」とする。 県及び内閣府沖縄総合事務局」とする。

附 則 附 則

この規程は、平成２９年○月○日から施行する。 この規程は、平成２５年○月○日から施行する。
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別記 （新設） ガイドライン８
※ 以下の安全管理措置については、個人情報保護ガイドラインを参考として、土地
改良区において講じることができる措置を記載すること

組織的安全管理措置 １ ○○課○○係を個人情報取扱事務担当者（以下、事務
担当者という。）とする

２ 事務担当者は、個人データの「取得」「利用」「保存」「提
供」「削除」「廃棄」又は委託処理等個人データの取扱う
業務に従事する際、法令、個人情報保護ガイドライン、
本規程及び個人情報保護管理者の指示した事項に従い、
個人データの保護に十分な注意を払って業務を行う。

３ 事務担当者は、本規程に基づく運用状況確認するため、
以下の項目につき、記録簿を整備する。
（例）
・個人情報データベース等の利用・出力状況
・個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持ち
運び等の状況

・個人データベース等の削除・廃棄の状況
４ 事務担当者は、関係法令等、個人情報保護ガイドライ
ン、本規程に違反している事実又は兆候を把握した場合、
速やかに個人情報保護管理者に報告する。

人的安全管理措置 １ 個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理
解し、遵守するとともに、事務担当者に本規程を遵守さ
せるための教育訓練を企画・運営する。

２ 事務担当者は、個人情報保護管理者が主催する本規程
を守るための教育を受けなければならない。

物理的安全管理措置 １ 個人データを取り扱う機器、個人データが記録された
電子媒体又は個人データが記録された書類等を施錠でき
るキャビネット・書庫等に保管する。

２ 個人データが記録された電子媒体又は個人データが記
載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封
筒に封入し鞄に入れて搬送する。

３ 個人データが記載された書類等を廃棄する場合、焼却、
溶解、適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段を
採用する。

技術的安全管理措置 １ 個人情報データベース等への不要なアクセスを防止す
るため、個人データを取り扱うことのできる機器及び当
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該機器を取り扱う従業者は次のとおり限定する。
・（例：機器名）及び（従業者）

２ 個人データを取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフ
トウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、こ
れを最新状態にする。

３ メール等により個人データの含まれるファイルを送信
する場合には、当該ファイルへのパスワードを設定する。
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