
区分及び標準 単　位 賃金(円）

1時間当たり 800

整理田 5,500

未整理田 6,000

畑 6,000

整理田 5,900

未整理田 6,200

整理田 5,200

未整理田 5,500

整理 5,700

未整理田 6,000

5,000

緑化苗 1箱 540

稚苗 1箱 660

中苗 1箱 610

薬剤は別 10アール 1,000

500

1,000

１箱 30

機械操作 1時間 1,230

1時間 1,500

畦畔片面 　　 1ｍ 32

区分及び標準 単　位 賃金(円）

1時間当たり 800

整理田 15,000

未整理田 16,500

整理田 27,500

未整理田 29,000

１俵（60㎏） 980

１俵（60㎏） 520

10アール 1,500

  １時間 1,230

　10アール 3,000

　10アール 1,000

農 業 委 員 会 か ら の お 知 ら せ

平成３０年の農作業標準賃金を定めましたのでお知らせします。

         平成３０年　仙北市農作業標準賃金表

◎春期農作業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙北市農業委員会

備　　　　　　考

農作業一般 ◎８時間労働を基準

耕　　　　起 10アール
◎圃場条件の不利地については当事者間の協議による。
◎転作圃場については当事者間の協議による。

作　業　名

代　か　き 10アール

機械植え
◎すみ植えを除く。
◎同時除草植えは500円加算。側条施肥田

植え

田
　
植

直播

10アール

◎田植（直播）のみ

育　　　苗
◎育苗期いもち病・防虫処理したものは当事者間で協議。
◎稚苗（２２箱）・中苗（３０箱）基準

薬剤散布
◎薬剤は委託者負担。 ◎大面積の場合は当事者間の協議
による。

肥料散布 10アール
◎ブロードキャスター散布（100ｋｇまで）

◎ブロードキャスター散布（100ｋｇを越える場合）

苗運搬

オペレータ賃金

畦畔草刈り

畦塗り

◎秋期農作業

作　業　名 備　　　　　　考

農作業一般 ◎8時間労働を基準

稲
 
 

刈

コンバイン 10アール

◎すみ刈りは含まず。（グレンタンクなしは、1,000円減算）
◎ワラの結束は10a当たり1,000円増。（但し、糸代は含まず）
◎30a以上の圃場については3%割引、50a以上の圃場については10%
割引とする。
◎倒伏稲の刈り取りは、その程度に応じて双方協議の上割り増しと
する。

一貫作業 10アール ◎作業内容は、刈り取り、運搬、乾燥、調整

乾燥

籾摺り・調整

この金額は消費税を含んだ金額です。

運搬作業 ◎籾運搬

地上防除

オペレータ賃金

モア



問い合わせ先：仙北市農業委員会事務局（０１８７－４３－２２０９）
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