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農業者の皆さんへ
農作業賃金の協定基準について

（注）１．耕起、機会によるあぜぬり、代かき、田植、稲刈の各作業は、ほ場条件により決定する。
２．遠距離作業については、作業機等の輸送費を別途加算する。
３．玄米の輸送費を別途加算する。
４．オペレ－タ－賃金は時間当たり2,000 円、補助作業員賃金は一般作業に準ずる。
５．この賃金料金は、すべて弁当持参とする。
６．上記金額には消費税は含まない。

（注）１．耕起、代かき、田植、稲刈の各作業は、ほ場
条件により決定する。

２．遠距離作業については、作業機等の輸送
費を別途加算する。

３．籾、玄米の輸送費を別途加算する。
４．オペレ－タ－賃金は時間当たり 2,000 円、
補助作業員賃金は一般作業に準ずる。

５．この賃金料金は、すべて弁当持参とする。
６．上記金額には消費税は含まない。
※各項目とも目安として決めましたので、実施
にあたっては双方話し合いにより決定してく
ださい。
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色彩選別機

くず米を含む総重量当たりとする

コンバイン使用

ほ場や畔畔の状況により加減。刈払いのみ
（機械・燃料含む）

  この協定基準額は 1枚 10a 以上のほ場整備さ
れた整形のほ場を目安として決めました。実施
にあたっては双方の話し合いにより決定してく
ださい。

稲刈りが始まります。
農作業中の事故にご注意を！

　収穫前の刈払機による草刈り作業や、
コンバインでの収穫作業中の事故が多く
なり、毎年、全国で約 300件以上の農作
業死亡事故が発生しています。
　事故を減らすため、使い慣れた機械で
も安全確認を忘れず、心に余裕をもって
作業してください。　

 農業委員会　  63‐7665

　みえ森と緑の県民税は、各市町に交付金として交付されます。市では、要綱に基づき、この
交付金を有効に活用する事業に対して補助します。

森林を守るためにみえ森と緑の
県民税の活用を  農林資源室　  63‐7625

みえ森と緑の県民税を活用した名張市の昨年度の主な実施事業
■ 未利用間伐材バイオマス利用推進事業
　森林所有者などが市内の森林から木材市場
へバイオマス燃料と
して、未利用間伐材
の搬出および運搬に
要する経費を助成
（2,500 円／トン）

■ 森林公園等環境活用整備事業
　自然に親しむ豊かな生活環境を作るために、
地域の皆さんによる
森林公園などの整備
や、苗木の直裁など
にかかる経費を助成

■ 人家裏危険木伐採事業　
　災害時などに人家に危険を及ぼす恐れのあ
る樹木の所有者が、
業者に委託して行う
伐採費用を助成
（上限10,000円／本 )

■ 学校林整備事業
　荒廃が進んでいる
学校林の整備費用を
助成し、小学生が森や
緑に対する理解を深める機会をつくる

■ 森林環境教育推進事業　
　市内小学校が実施する体験学習及び公益的
機能に関する学習会など、森林環境教育とし
てふさわしい活動内容の事業費用を助成

◎今年度の事業内容について詳しくは、
　問い合わせ先へ

農園芸ジョブトレーナー
養成研修会　参加者募集

　農園芸分野で障害者の就労や実習などに必要
な支援を行う農園芸
ジョブトレーナーを養
成します。
日時　9 月 15日日・
　16日　▢祝 の 2日間
　いずれも午前 9時～午後 6時ごろ　
場所　防災センター２階（鴻之台 1）
定員　40人　　◎参加無料
申込　9 月 3 日火（必着）までに、名張市障
害者アグリ雇用推進協議会事務局（〒 518
‐0492 名張市鴻之台 1‐1 障害福祉室内）
へ郵送、ファクス、電子メール（shogai@
city.nabari.mie.jp）で問い合わせ先へ

※申込用紙は市役所１階障害福祉室で配布。
市ホームページからも出力可。申込多数の
場合は選考します。

 名張市障害者アグリ雇用推進協議会事務局
　  63‐7591 63‐4629

とれたて！なばり2019
ステージ発表者・出展者募集

　今年も「とれたて！なばり2019」を開催。
　展示、即売、模擬店、青空市の出展者とス
テージイベントの発表者を募集しています。
日時　11 月 9日土・10日日
　両日とも午前 9時 30分～午後 3時 30分
場所　市役所市民広場等
申込期限　8月30日金　
◎出展の条件・申込など詳しくは、問い合わせ先へ

 農林資源室　  63‐7625

　品評会に出品された逸品のぶ
どうを即売します。また、ぶど
う農家による対面販売やぶどう
の食べ比べも行います。
日時　8 月 27日火 午後 1時～　
場所　隠物産市場（イオン名張店 1階）

 伊賀園芸振興協議会
　（県伊賀農林事務所農政室）　 24‐8141

野焼き (野外焼却 )は
法律で禁止されています

1. 耕起、機械によるあぜぬり、代かき、田植、稲
　刈の各作業は、ほ場条件により決定する。
2. 遠距離作業については、作業機等の輸送費を別
　途加算する。
3. 玄米の輸送費を別途加算する。
4. オペレーター賃金は時間当たり 2,000 円、補助
　作業員賃金は一般作業に準ずる。
5. この賃金料金は、全て弁当持参とする。
6. 上記金額には消費税は含まない。

　野焼き行為は、周辺への迷惑や火災の危険
が常に伴います。法律により一部例外として
認められている農業に伴うあぜ焼きを行う場
合でも、風向きなど十分考慮してください。

 環境対策室　  63‐7492

令和元年度　農作業賃金の協定基準

伊賀地域ぶどうの品評会＆
即売会を開催します

広報メールサポーターから…
読者の声  7‐1号掲載 「オリンピック聖火リレーが名張にやってくる」について　▼オリンピックを身近に感じることができる出来事でワクワクしました。

　▼聖火リレーに参加できるなんて素晴らしいです。当日が楽しみです。▼観戦チケットは手に入りにくいけど、聖火ランナーなら当選できるかも。

市内で火災が多発
！

　今年に入りすでに 18 件の火災が発生しています（昨年は 1
年間で 23 件）。特に建物火災は 12 件発生し、その内半数の 6
件が住宅火災となっています。
　火を取り扱う際は、十分注意し火災予防に努めてください。

 消防本部 予防室　 63‐1412

今年すでに18件の火災が発生
7 月 20日時点

　不燃ごみを処理するリサイクル施設で 7月 18 日に火災が発生
しました。出火原因は不明ですが、発火性のごみ（電池類・ライ
ター・スプレー缶など）が原因と考えられます。事故を防ぎ安全
なごみ処理ができるよう、ごみの分別の徹底をお願いします。
 伊賀南部クリーンセンター　 53‐1120

混ぜたら危険なごみ。分別の徹底を！
クリーンセンターで火災発生


