
 information information
　暮らしの情報

　これまで発行してきた「納
付済通知書」は、利用用途が
少ないこと、預金通帳の記載
内容が領収証の代わりとなる
ことから、本年度から発行し
ないこととなりました。
■問い合わせ先／
　市税務課  市民税係
　 tel：22-6600　内線243・244

　市内障害者就労支援事業所※
で生産された製品販売です。
ぜひお買い求めください。

■日時／３月 17 日（木）
　午前 11 時 30 分から
　午後 1時まで
■場所／市役所ワン・テン庁舎
　２階　情報プラザ
■製品例／パン、お菓子、野菜、
　雑貨、ホヤぼーやグッズなど
■問い合わせ先／
　市社会福祉課  障害福祉係
　tel：22-6600　内線 437

　
　宮城県共同募金会ホーム ぺ
　ージからもダウンロードで
　きます）に必要事項を記入
　のうえ提出してください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市共同募金委員会
　(気仙沼市社会福祉協議会内 )
　〒988-0066
　気仙沼市東新城 2-1-2
　tel:22-0709
    fax:22-4467

　仙台弁護士会では、高齢者
が抱える法律上の悩みやトラ
ブルについて、ご本人や家族・
支援者などを対象に、弁護士
が無料で電話相談に応じます。
　電話相談の結果、面談相談
や出張相談をおすすめするこ
ともあります。　まずは下記ま
でご連絡ください。
■相談電話番号／
　tel:022-224-6155
■相談内容の例／
　相続、遺言、離婚、後見、介護、
　虐待、借金、契約をめぐる
　トラブルなど
■受付時間／
　平日の午前 9時 30 分から
　午後４時まで
■問い合わせ先／
　仙台弁護士会
　tel:022-223-1001

　

　
　
　市では、市民のみなさんに、
安全でおいしい水道水をお届
けするため、定期的な水質検
査を行っています。
　検査を行う場所や検査項目
などを記載した、平成 28 年度
の計画書を作成しました。計
画書は、市役所１階市民室や
水道事務所、各公民館、図書
館で閲覧できるほか、市のホー
ムページにも掲載しています
のでご覧ください。
■問い合わせ先／
　市浄水課水質検査係　
　tel：23-6664

　宮城県共同募金会では、平
成 28 年度に住民力・地域力・
福祉力を高め「やさしい社会」
を実現する活動に対し事業費
を助成します。対象事業や経
費など詳しくはお問い合わせ
ください。
■対象／県内に所在し活動し
　ているボランティア団体、　
　市民活動団体／ NPO、地区
　社会福祉協議会、地区民生
　委員児童委員協議会、住民
　団体などで、団体の会則規
　約・定款、団体名義の銀行
　口座がある団体
■助成金額／助成対象事業費
　総額の 90％以内（限度額：
　1団体 30 万円）
■応募締切／３月 31 日（木）
　までに次によりお申し込み
　ください。
■申込方法／専用の申込用紙
　（問い合わせ先にあります。

※障害のある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう生産活動など
　を通じて知識や能力向上、就労のために必要な支援を行う事業所
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ご案内・お知らせご案内・お知らせ

市県民税の口座振替納付済
通知書の発行を終了します

「水道水質検査計画」を
   ご覧ください

パンや野菜、手作り雑貨などを
販売します

手作りのぬくもりが感じられる製品
（上：パン、下：アクセサリーなどの小物）　　
手作りのぬくもりが感じられる製品
（上：パン、下：アクセサリーなどの小物）　　
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農地の状況などにより、貸主と借主
で相談のうえ決めてください。

　　　　　　（平成 28年度適用） （10ａあたり）
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　農作業標準賃金額・賃借料情報は、農作業を他の人にお願いするときの標準になるものです。
　作業場所や労働条件などを十分考慮し、賃金額を当事者間で決める際の目安にしてください。
( 適用範囲：市内全地区 ) 　　　　　　　　　

平成28年度平成28年度
■問い合わせ先／ 市農業委員会事務局    tel：22-6600 内線 381

○この賃金表は、
　①一般作業賃金を除き、消費税（８％）を含みます。
　②「賄いなし」の実働 1日 8時間を基準としたものです。
　③整理田（10ａ）を基準とします。圃場の条件、作業の内容などにより通常と異なる場合は両者協議のうえ決めてください。
○大型農業機械を運搬する場合は、運搬料を片道 1,080 円とします。なお、圃場間の運搬費が別途必要になる場合
　は、両者協議のうえ決めてください。
○燃料が高騰した場合は、両者協議のうえ決めてください。

作業名 労働・機械種別 単位 金　額
一般作業

備　考
男・女 1日 6,800円 田植・除草（田）・稲刈り

ロータリー耕起（12cm以上）
デスクロータープラウ（15cm以上）
ロータリー耕起
デスクロータープラウ

10a
10a
10a
10a

7,020円
8,100円
6,480円
7,020円

耕起
水田

畑

トラクター

トラクター

くろ塗り 整理田 1m 51円 未整理田は 1mあたり 61 円
代かき トラクター 10a 7,560円
育　　　　苗 １箱     756円 薬剤費別
田植 苗なし機械植 10a 7,128円 20 箱基準
水　田　防　除 10a 1,188円 薬剤費別

稲　刈
バインダー

コンバイン

10a
切断10a
結束10a

7,560円
17,820円
19,440円

刈り放し、結束ひも含む

稲脱穀 ハーベスター
10a
10a

8,316円
9,396円

結束ひも含む
結束機なし
結束機あり

作業名 労働・機械種別 単位 金　額

モミ乾燥
（米）

備　考
30kg 594円 20kg以上　石105kgで

計算、袋代別石 2,080円
486円
1,702円
349円

生乾燥

1,223円
972円
    864円 25 % 未満　袋代別
780円

モミすり 432円

堆　　　　　肥

色　彩　選　別

堆肥と
わら交換

324円
3,240円
堆肥：稲わら

堆肥散布 10a
1：10a
4,860円

基本的に堆肥は、わらの 2倍
とするが両者で協議すること

半生乾燥

半乾燥

30kg
石
30kg
石

20kg以上　石105kgで
計算、袋代別

18kg未満　石105kgで
計算、袋代別

乾燥モミすり
調整（米）

生乾燥
半生乾燥
半乾燥

30kg
30kg
30kg

25 % 以上　袋代別

18 % 未満　袋代別
出荷米仕上げ 30kg 仕上がり重量

30kg 玄米
１t 堆肥舎引取

肥料等散布
わら収集梱包

マニアスプレッター
ブロードキャスター
べーラー等

10a
10a

1,080円
4,536円

圃場の堆肥を積み込み散布する

区　　分 平均額 最高額 最低額
田
畑

9,059円
5,067円

13,600円
10,000円

3,500円
1,900円

～広報けせんぬまモニターを募集します～

　市民の皆さんに親しまれる紙面やホームぺージ等を作成するため、
次のとおりモニターを募集します。

■対象となる方／市内在住で、市の広報紙やホームぺージなどに関心のある方
■役　　割／「広報けせんぬま」や市の「ホームぺージ」などに関する感想、意見、助言や地域情
　　　　　　　報の提供など。また、年２回程度開催する「広報モニター会議」への出席。
■募集人員／１０人程度（応募多数の場合は先着順となります）。
■任　　期／２年（モニター再任の場合は通算して２期までとなります）
■応募方法／電話で直接申し込むか、住所・氏名・年齢・職業・電話番号および 
　　　　　　 「広報モニター応募」と明記のうえ郵送、ファクスまたはＥメールでご応募ください。
■応募期限／３月３０日（水）
■そ   の   他／報酬などはありません。
■応募・問い合わせ先／
                            市秘書広報課  広報広聴係　  tel:22-6600　内線 207・208　fax:24-5515
                         〒988-8501 住所記載不要　Ｅメール：h-koho@city.kesennuma.lg.jp

ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！ご意見をお聞かせください！

:24-5515

 「住民力・地域力・福祉力を
高める支援事業」をご活用ください

　高齢者の無料電話相談を
　ご利用ください

相談相談

相続が心配…

借金を整理
したい…
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