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船引運動場テニスコートが新しくなりました
――スポーツ振興くじ助成を活用

運
動

　スポーツ振興くじ（toto・BIG）助成を利用して、船引運動場テニスコート
を新設しました。学生をはじめ多くの方々が、安全に安心して競技に打ち込め
る環境が整いました。
　4 月から利用を開始しています。ぜひご利用ください。
●使用期間・使用時間
　午前９時～午後 6 時
　夜間照明を使用する場合は、午後 9 時まで。
　夜間照明使用可能期間：5 月 1 日～ 10 月 31 日
●利用コート
　４面…Ａコート
　　　　Ｂコート
　　　　Ｃコート
　　　　Ｄコート

暮らしの情報案内板
　田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) へ

Advertisement広告欄Advertisement広告欄

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

※スポーツ振興くじ助成…スポーツくじ（toto・BIG）の販売による資金をもとに、
　地方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に対して行わ
　れます。

問 ・ 申  船引公民館　(82-1133　 

空き店舗や空き地への出店を支援します空き
店舗

　市では、活力と魅力のある商店街づくりを推進するため、空き店舗対策に取
り組んでいます。
　商店街の空き店舗または空き地に出店し、集客力向上のためのコミュニティ
スペースまたは店舗として使用する場合、その賃借料や改装費の一部を補助し
ます。

新規創業者 一般店舗
1 年目 賃借料の 2/3 以内 賃借料の 1/2 以内
2 年目 賃借料の 1/2 以内 賃借料の 1/3 以内
3 年目 賃借料の 1/3 以内 賃借料の 1/4 以内

補助限度額 150 万円 120 万円

●賃借料に対する補助

問 ・申  産業部 商工課　(82-1133　 

　※事業を実施するのが商店街振興組合や商工会の場合は、県の補助も受けら
　　れる場合があります。
●改装費に対する補助
　対象経費の 1/2 以内　※補助限度額 100 万円
●事業開始の 1 カ月前までに書類の提出が必要です。制度を活用する方は、
　事前に商工課までご相談ください。

クラウドファンディング
を支援します

産 　
業

　市では、創業、販路拡大、産業
振興を図るため、クラウドファン
ディングで資金を調達する人に補
助金を交付します。
●補助対象者
　■　市内に 1 年以上居住してい
　　る個人、中小企業、任意団体
　■　市や認定機関から支援を受け
　　て、市内で創業する者
●補助対象事業
　■　市内での創業
　■　新商品や新サービスの開発、
　　販路の開拓
　■　新事業展開
●補助対象経費
　資金調達が成立した場合、クラ
　ウドファンディング運営事業者
　へ支払う手数料相当額。補助限
　度額 50 万円。
問  産業部 商工課　(82-6677

移動販売や
宅配サービスを支援

商 　
業

　市では、買い物に不便な地域を
解消し、市民生活の利便性を向上
するため、食料品等の移動販売や
宅配サービスを行う事業者に対
し、事業費用の一部を補助します。
●対象者
　■　市内に事業所等を有し、小売
　　業等の事業を営む方
　■　市内のコミュニティ協議会等
●補助対象事業
　移動販売、宅配サービス
　※出前、弁当・酒類のみの販売
　　は除く。
●補助対象経費
　人件費・燃料費の一部
　※補助限度額 12 万円 / 年
●事前に登録が必要です。制度を
　活用する場合は、商工課までご
　相談ください。
問  産業部 商工課　(82-6677

店舗のバリアフリー化
を支援します

商 　
業

　市では、商店の活性化と、高齢
者や障がい者の社会参加を促進す
るため、店舗のバリアフリー改修
工事費用の一部を助成します。
●対象工事
　■廊下や通路の段差解消、
　　手すりの設置等の工事
　■洋式便器への取り替え工事
●補助率
　対象工事費用の１/ ２以内
　※補助限度額 100 万円
●工事開始の１カ月前までに書類
　の提出が必要です。制度を活用
　する場合は、事前に商工課まで
　ご相談ください。
問  産業部 商工課　(82-6677

●請負作業の標準額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （10a 当たり）
作業名 請負額（円） 摘要

田畑耕起 ロータリー耕 7,000 耕転深度は普通耕 15 ㎝、深耕 25 ㎝
程度を標準とするプラウ耕 10,000

水田代かき 7,500 仕上植代まで
機械田植 7,500 苗代・よせ植別

バインダー稲刈 8,000 よせ刈り別
ハーベスター脱殻 6,000

コンバイン

カッター処理 15,000 よせ刈り別
結束処理 17,000 よせ刈り別

乾燥もみすり 1,500 玄米 60 ㎏当たり
乾燥のみ 500 コンバイン袋 1 本当たり

稲発酵粗飼料
収穫調整作業 25,000 細断・ラップ梱包作業・材料代を含む

（10a 見当：6 個見積）
ロールベーラー 4,000 ラップ付き 1 個当たり、直径 1m を基準

コンパクトベーラー 150 ひも付き梱包 20 ㎏当たり
畔ぬり 50 1m 当たり
育苗 700 1 箱当たり　※運搬は別

※農業委員会総会は、毎月 17日前後に開催予定ですので、
　各種申請書は、毎月 1日から 5日までに提出してください。
●農地の貸し借りは、農業委員会を通して行いましょう。
●農地の転用や移動は、必ず許可を受けて行いましょう。
●老後の備えのために、農業者年金に加入しましょう。
※農地の権利取得の下限面積は 30ａです。（平成 27年 1月 1日改正）

農地区分 締結された地域 平均額 最高額 最低額 データ数
田 田村市全域 7,800 円 12,000 円 3,000 円 819 件
畑 田村市全域 3,800 円 8,000 円 3,000 円 35 件

※データ数は集計に用いた筆数で、金額は算出結果を四捨五入し 100 円単位として
　います。

●農地賃借料
　農地法の改正に伴い、従来の「標準小作料制度」が廃止され、代わりに農業委
員会が、農地の賃借料の目安となる情報を提供することになりました。賃借料
（10a 当たり）は、平成 30 年 1月から 12 月までの間に、農地法第３条と農用
地利用集積計画によって締結された賃貸借契約を収集整理し、農地区分ごとに平
均額と最高・最低額をそれぞれ算出したものとなっています。　　　　　　　

31年度 農作業労働賃金標準額・農地賃借料情報

■　ほ場条件で特に勘案する必要があるときは、当事者間で調整してください。
■　日雇の賃金は、労働力 1人分（8時間）が基準です。
■　請負作業の場合は賄いなしで、消費税（8％）込みの請負額です。
■　色彩選別機については、当事者間で調整してください。

●日雇作業の標準額
作業名 賃金（円） 摘要

一般農作業 6,200 作業時間は 1 日 8 時間を基準とする
※昼食持参造林・下刈 6,800

問  農業委員会事務局(81-1216

ひとり親家庭支援
奨学金制度のご案内

　一般社団法人全国母子寡婦福祉
団体協議会では、ひとり親家庭へ
奨学金を給付しています。
●募集人数　福島県内 6 人
●対象者　中学校３年生・
　高等（専門）学校１～３年
●支給期間
　平成 31 年 4 月～ 32 年 3 月
●奨学金額　月額 30,000 円
　※給付型につき返還不要。
●必要書類　同協議会ホームペー
　ジから取得してください。
　http://zenbo.org/lp01/
●募集期限　4 月 26 日（金）必着
●申請資格があります。詳しくは
　お問い合わせください。
問  同協議会事務局
　 (03-6718-4088
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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) へ


