
2021 年（令和 3年）8月 10日号　2

公開競技 綱　引
日時　8月28日土・29日日 
場所　マツヤマSSKアリーナ
　　　　（総合体育館・夏見）

 国体推進室   63‐7260

引
29日日
ーナ

新型コロナ対策で無観客開催

「三重とこわか国体・三重とこわか大会」
は、9月から 10月にかけて開催します！

 手当の継続受給には、現況届（所得状況届）の提出が必要です！

 子ども家庭室　  63‐7594

所得要件や申請方法、支給月など詳しく
は、市ＨＰか問合せ先へ

農業者の皆さんへ
農作業賃金の協定基準額

  下表の協定基準額は 1枚 10a 以上のほ場整備
された整形のほ場を目安としています。実施は
双方の話し合いで決定してください。

単位 協定基準額（円）種　　別
1日

1時間
10ａ
10ａ
10ａ
60kg
60kg

               玄米　30kg

畑耕起

8,800
1,430～1,650

7，7００
23，1００
4，4００
１，65０
770
550

乾　燥
籾　摺
色彩選別機

一般作業（稲刈含む）

畦畔草刈

もみすり

もみうんぱん

籾運搬
稲　刈

けいはんくさかり

単位 協定基準額（円）種　　別

1. 耕起、畔ぬり機によるあぜぬり、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、作業機などの輸送費を
　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 2,200 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. 上記金額は消費税込み。

農作業中の事故にご注意！
　収穫前の刈払機による草刈作業や、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
確認を怠らず、心に余裕をもっ
て作業してください。　

 農業委員会　  63‐7665

　創業を成功させるポイントなど開業基礎知識
の習得とビジネスプランの作成を行います。
日時　9 月 18 日・25 日、10 月 2 日・9 日・
　16日 ※いずれも土曜日、午前 9時 30分～
　午後 4時 30分
場所　ゆめテクノ伊賀（伊賀市ゆめが丘）
募集人数　20 人（先着順）
受講料　5,000円　申込期限　9月8日水
◎申込は、電話またはファクスで問合せ先へ

 伊賀市商工会　
  45‐2210      45‐5307

  伊賀地域で創業を考えている人へ
「創業スクール2021」受講者募集

奨学金返還額を補助します
ものづくり人材育成支援助成金

　ものづくりに関する高度な技術や知識を、
大学などで習得して働き、かつ名張市に定住
する場合、貸付奨学金の返還額に補助します。
助成金額　月額15,000円（最大）
助成期間　貸付奨学金の償還開始から10年間
◎詳しくは、市HPをご覧ください。
 商工経済室　  63‐7824

遺言書は預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度

　遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有
用な手段です。しかし、遺言者本人の死亡後、相
続人などに発見されなかったり、書き換えられた
りするおそれがあります。そのため、令和２年７
月から遺言書を法務局（遺言書保管所）で保管す
る制度が始まりました。詳しくは、法
務省HPをご覧ください。

 津地方法務局伊賀支局　  21‐0804

 職員試験委員会事務局（人事研修室内）
　  63‐7315

令和4年4月採用 名張市職員採用試験案内

働くフレッシュ職員のランチにお邪魔して、
仕事の本音に迫る動画（フレメシ）を公開中

詳しくは、市 HP の
採用案内をご覧くだ
さい。フレッシュ職
員の声も掲
載中！

Ｂ日程
<採用職種／採用予定人数>
▶一般事務職（初級）／ 1人
▶一般事務職（職務経験者）／ 1人
▶給食調理員／ 2人
受験案内配布開始日　8 月 16日月
募集期間　8 月 16日月～ 9月 3日金
1 次試験　9 月 18日土・19日日・20日▢祝 

<採用職種／採用予定人数>
一般事務職（障害者対象）／ 1人
受験案内配布開始日　9 月 6日月
募集期間　9 月 6日月～ 24日金
1 次試験　10 月 31日日

C日程

8月27日～9月2日は全国一斉
「子どもの人権 110番」強化週間

　「いじめ」など子どもの人権に関する相談や悩
みなどをお聴かせください。

受付時間　8月27日金～9月2日木 午前8時30分～
午後7時 （土・日曜日は午前10時～午後5時）
 津地方法務局人権擁護課 　  059‐228‐4193

　　　                フリーダイヤル　　 ぜろぜろなな  の  ひゃくとおばん

　　　0 1 2 0‐ 0 0 7‐ 1 1 0

子どもの人権 110番 （全国共通・無料）

成人式をプロデュースしてみませんか？
「成人式実行委員」を募集

　成人式の企画や運
営に携わる実行委員を
募集しています。友だ
ちとの応募も大歓迎で
す。
対象　新成人（平成 13 年 4 月 2 日～平成 14
年 4月 1日生） ※10月ごろからの企画準備
（月 1回程度）に参加できる人
募集人数　10人程度
申込　9月 17日金までに、電話か電子メールで
問合せ先へ

※成人式の開催場所は、今後、広報なばりやホ
ームページなどでお知らせします。
 文化生涯学習室　  63‐7892

　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

東京2020パラリンピック
聖火フェスティバル INなばり開催

公務への熱い思いを
語っています！

傾聴ステーション「お茶サロン」　毎月第 1・3火曜日 午後 1時 30分～ 3時に、イオン名張店 3階の福祉まちづくりセンターで、傾聴ボランティ
　アとお話しませんか？申込は問合せ先へ  福祉まちづくりセンター　  62‐7388

日時　8月 14日土 午後 7時～ 7時 30分
場所　市役所 市民広場
市にゆかりのある火など
を採火するイベント。新型コロナ感染拡大
防止のため、来場はご遠慮ください。

 市民スポーツ室　 63‐7100

ひとり親家庭の人に支給されます

支給対象　ひとり親家庭で、18歳になってから
最初の 3月 31日を迎えるまで（心身に一定の
障害がある時は、20 歳未満）の児童を養育し
ている人
※父または母が心身に重度の障害がある場合や
配偶者からの暴力を受けている場合なども対
象となります。詳しくは市HPか問合せ先へ

届け出期間　8月２日月～ 31日火
障害のある子どもを養育する人に支給されます

支給対象　心身に障害のある 20歳未満の児童を
養育している人

届け出期間　8月 12日木～ 9月 13日月

児童扶養手当 特別児童扶養手当

当日はYouTube
生配信を予定


