水
稲
うねたてのみ
うねたて・マルチ張り
燥
乾
籾

その他作業

掘り取り
（10 ａ当り）

16

コーン刈り取り（10a 当り）

8,000 円 コーンハーベスタ
コーン運搬詰め込み（10a 当り）

2,000 円 フォーレージワゴン

梱包（１個当り）

みなと

すすむ

市では︑夜間・休日の納税
及び納税相談を実施します︒
●日時＝５月 日︵金︶〜
日︵日︶
︵平日夜間︶ 時〜 時
︵土・日︶９時〜 時
●場所＝市収納管理課︵１階
⑰番窓口︶
※市役所本庁舎正面地下入口
からお入りください︒
●持参するもの＝印鑑︑催告
書︑納税通知書等
︻問い合わせ︼
市収納管理課
☎０９９４
１１５５

市県民税が増額されます

つどいの広場﹁りな﹂
を開設
子育て中の親と子が気軽に
集い︑交流を図る﹁つどいの
広場﹃りな﹄﹂がオープンし
ます︒
ぜひ︑ご利用ください︒
●開設日＝５月 日︵木︶

鹿屋市ファミリー・サポー
ト・センターが︑リナシティ
かのや２階福祉プラザ内に移
設しました︒
︻問い合わせ︼
鹿屋市社会福祉協議会
☎０９９４
２２７７

44

平成 年度交通安全総
点検について
﹁交通安全総点検﹂とは︑
地域の住民や道路利用者が参
加して︑交通安全やバリアフ
リーの観点から道路施設を点
検し︑様々な意見やアイデア
を出し合い︑行政と住民・関
係機関が一体となり︑安心し

梱包（ミニ）
（１個当り）

●牧草関係作業

多重債務に陥らないた
めに
ここ数年︑多重債務者が増
加し深刻な社会問題となって
いますが︑こうした問題の解
決に向けて平成 年 月に

梱包 120cm（１個当り）

ラッピング（ミニ）
（１個当り）
ラッピング 90cm（１個当り）

100 円 ブロードカスタ・ライムソア
肥料散布（１袋当り）

種子散布（10a 当り）

3,000 円 ブロードカスタ・コーンプランタ
薬剤散布（10a 当り）

2,000 円

﹁貸金業法の規制等に関する
法律﹂等の一部が改正されま
した︒
これにより︑グレーゾーン
金利が撤廃され︑貸金業の上
限金利が年利 ・２％から利
息制限法の年利 〜 ％に引
き下げられることになります︒
多重債務に陥るきっかけは︑
クレジットや消費者ローンの
安易な利用など︑身近なとこ
ろに潜んでいます︒
多重債務に陥らないために︑
次のことに注意しましょう︒
①本当に借入れが必要か
※必要でない借入は行わない︒

梱包 90cm（１個当り）

考
備
価
単

かごしま県民大学中央
センター講座受講生を
募集

10

●講座名
○ふるさと再発見﹁かごしま
学舎﹂講座
開講予定期間＝６月〜 月
の日曜日︵全６回︶
○ふるさと名人伝承講座﹁鹿
児島を語り継ぐ読み聞か
せ﹂
開講予定期間＝５月〜７月
の土曜日︵全５回︶
○地域づくりリーダーサポー
ト講座
開講予定期間＝５月〜 月
の土曜日︵全６回︶
●場所＝かごしま県民交流セ
ンター
●参加料＝無料
※資料代等は実費
●申込期限＝５月 日︵金︶
●申込方法＝受講申込書と返
信用封筒︵ 円切手貼付︶
を︑直接持参してお申込み
ください︒
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい︒
︻問い合わせ・申込先︼
市社会教育課
☎０９９４
１１３８
畑

10

お知らせ

●一般農作業

※当日は︑ 時よりオープニ
方公共団体がしっかり仕事を
て暮らせるまちづくりを進め
できるようにするため︑国
ングイベントを開催します︒ るため実施するものです︒
︵所得税︶から地方︵市県民
●開設日時＝毎週火・木・金
意見交換会で出された意
税︶へ３兆円の税源が移譲さ
見・アイデアを今後の道路交
曜日の 時〜 時
広報かのや 号の訂正
れます︒
通の環境づくりに活かし︑交
※祝日・年末年始は休み
について
これにより︑ほとんどの人
●場所＝リナシティかのや
通安全の確保を目指します︒
は今年の１月︵年金受給者は
４月 日発行広報かのや
２階福祉プラザ内
●日時＝５月 日︵火︶ 時
２月︶から所得税が減額され︑ ●内容＝子育て親子の交流・
号の ページに掲載の﹁中村
〜 時︵少雨決行︶
その減額された分は平成 年
湊ビジネスマネージャー﹂は
集いの場の提供︑相談︑講
※延期の場合は 日︵木︶
６月から市県民税が増えるこ
誤りでした︒正しくは﹁中村
習会等
●場所
とになります︵自営業等で確
奏ビジネスマネージャー﹂で
︻問い合わせ︼
Ａルート＝鹿屋小学校付近
定申告をされる人は︑来年の
す︒
鹿屋市社会福祉協議会
の国道・市道
お詫びして訂正いたします︒ 申告分から所得税が減額︶︒
☎０９９４
２２７７
Ｂルート＝市役所付近の県
税源の移し替えなので︑所
道・市道
夜間・休日の納税及び
鹿屋市ファミリー・サ
得税と市県民税を合わせると︑
●集合場所
納税相談を実施
ポート・センター移設
負担額はこれまでと変わりま
Ａルート＝リナシティかの
について
せん︒ただし︑景気回復によ
や２階︵情報研修室︶
る定率減税の廃止や皆さんの
Ｂルート＝市役所４０１会
収入の増減などの別の要因に
議室
より実際の負担額は変動しま
︻問い合わせ︼
すのでご留意ください︒
市道路建設課
☎０９９４
２１１１
内線３４２３

平成19 年度農作業標準賃金及び農作業料金のお知らせ
︻問い合わせ︼
市民税課
☎０９９４
２１１１
内線３１１４・３１１５

水

（10 ａ当り）

②無理なく確実な返済が可能
か
※借入れ前に必ず毎月の返済
額等を計算してみる︒
③契約内容を理解できたか
※契約前には︑必ず契約書の
金利や手数料の額又は契約
内容をよく確認する︒また︑
トラブル防止のために契約
書を必ず保管する︒
④登録業者であるか確認する
返済に困った場合や︑多重
債務に陥った場合には一人で
悩まず早めに相談しましょう︒
︻問い合わせ・相談先︼
市民総合相談室
☎０９９４
２１１１
内線３１９１〜３１９３

4
Żƞƴ
KANOYA CITY
PUBLIC RELATIONS

5

穀（10 ａ当り）

田

【問い合わせ】
市農業委員会事務局
☎ 0994-31-1131

ラッピング 120cm（１個当り）

反転・集草（10a 当り）

12

20

脱

19

3,000 円 デスクモアー

牧草刈り取り（10a 当り）

18

29

取（10 ａ当り）

賃
耕

類
種

17

43

15

金

稲

刈

耕起のみ
代かきのみ
耕起から代かき
機械田植え
耕起から田植え
耕起のみ
深耕（プラウ）
甘藷のツル切り
水
稲

44

13

11

17

地方分権を進め︑身近な地

20

13

14

15

※ こ の 標 準 賃 金 は、 法 令
や規定によるものではな
1,000 円 １回ジャイロヘイメーカ
く、強制力はありません。
100 円 ヘイベーラ（ひも代込み）
地域により、高いところ
150 円 ロールベーラ（ひも代込み）
2,000 円 ロールベーラ（ひも代込み）
や安いところがあります
2,500 円 ロールベーラ（ひも代込み）
の で、 こ の 表 を 参 考 に、
200 円 ラッピングマシン（フィルム代込み）
雇う人、雇われる人が話
2,000 円 ラッピングマシン（フィルム代込み）
し合って協定してくださ
2,500 円 ラッピングマシン（フィルム代込み）
い。
43

31

価
単
賃

一般賃金（８時間）最低

備
考
※賄いなし
※最低賃金が県最低賃金を下回った時は、県最低
5,000 円
賃金の額と同一とする。
※県最低賃金＝時間額 611 円（H18.10.1 改定）
5,000 円
7,000 円
14,000 円
7,000 円
20,000 円
4,000 円
5,000 円
4,500 円
6,500 円 ひも代込み
7,000 円 ハーベスター（ひも代込み）
14,000 円 コンバイン（刈り取りから脱穀まで）
1,000 円 バインダー袋（１袋）
4,500 円
8,500 円
13,000 円 甘藷・澱粉用（ハーベスターによる）
12,000 円 馬鈴薯（ハーベスターによる）
6,000 円 甘藷（トラクターによる）
3,500 円 甘藷（耕耘機による）

19

31

11

17

31

17

80

31

類
種
分

12

12

19

区

43

10
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