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下水道事業受益者負担金の納入通知書を送付します
問合先　上下水道課下水道グループ（☎ 38-5815）

●受益者負担金制度
　下水道の建設費すべてを税金でまかなうのではな
く、下水道整備によって利益を受ける人（受益者）
にも一部を負担していただく制度です。
★対象となる土地
　下水道の整備が完了した区域内の土地は、すべて
受益者負担金の対象となります。宅地だけでなく、
空き地や駐車場、農地も対象になります。ただし、
農地については、農地でなくなるまで徴収が猶予さ
れる制度があります。
★納めていただく人
　受益者負担金を納めていただく人（受益者）は、
下水道の整備が完了した区域の土地の所有者です。
　ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借また
は賃貸借による権利がある場合は、その権利者が受
益者となります。
★受益者負担金の額　　　　　
　下水道の整備が完了した土地に対して１回限り賦
課するもので、１平方メートル当たり 450 円です。
★納付方法
　負担金額を５年に分割し、さらに１年を４回に分

けて合計 20 回で納める「分割納入」と、第 1 期の
納期に全額または１年分をまとめて納める「一括納
入」があります。７月 31 日（第 1 期納期限）まで
に一括納入すると、最大 16.5％納付額が割り引かれ
ますので、お早目の納入をお願いします。一括納入
の場合の割引（報奨金額）は送付した納入通知書で
ご確認ください。
●下水道の接続工事はお早めに
　下水道の整備が完了した区域の人は、1 日でも早
く下水道への接続工事（排水設備工事）をしてくだ
さい。その際、工事は岩倉市下水道排水設備指定工
事店に依頼してください。
●受益者負担金の徴収猶予を受けている皆さんへ
　受益者負担金の徴収が猶予されている土地の受益
者は、その土地が農地でなくなった場合や、売買等
で受益者を変更する場合は届出が必要です。

　下水道の整備が完了した区域の土地の所有者または建物の所有者（受益者）の皆さんに、７月１日付
で納入通知書を送付します。内容をお確かめのうえ、納期限までに納入してください。

7 月 31日（第 1期納期限）
までに一括納入すると、最
大16.5％納付額が割り引か
れて、お得でい～わ！

とき（※順延の記載がない場合は雨天中止） ところ
第 32 回五条川小学校区地区
コミュニティ盆踊り大会 ７月 20 日㈯・21 日㈰午後７時～９時 五条川小学校運動場

南新町盆おどり ８月３日㈯・４日㈰午後７時～９時 珊瑚公園

岩倉団地夏まつり ７月 27 日㈯午後５時～８時 30 分・28 日㈰午後６時
～８時 30 分（両日とも、おどりは午後７時～） 岩倉団地内グラウンド

八剱町区内盆踊り大会 ８月１日㈭・２日㈮・３日㈯午後７時 30 分～９時 下り松公園

稲荷盆踊り大会 ８月２日㈮・３日㈯・４日㈰午後７時～９時 30 分
※最終日のみ午後７時～９時 御土井公園

新柳町西市町合同盆踊り ８月３日㈯・４㈰午後７時～９時 睦公園

東町 2019 夏まつり盆踊り ８月２日㈮・３日㈯午後７時～９時 東町会館前広場

大市場区夏祭り ８月３日㈯午後６時 30 分～９時　（雨天順延４日㈰） 大市場町児童遊園

中本町区民盆踊り '19 ７月 26 日㈮・27 日㈯午後７時～９時 くすのきの家駐車場

曽野町盆踊り大会 ８月２日㈮・３日㈯午後７時～９時 15 分
（雨天順延４日㈰） 曽野町公会堂前広場（神明社内）

下本町区民盆踊り大会 ７月 26 日㈮・27 日㈯午後７時～９時 お祭り広場

北島町夏まつり ８月 13 日㈫・14 日㈬午後５時～９時 北島児童遊園

各地区の夏まつり・盆おどり
今年も市内の各地区でいろいろな夏祭り、盆おどりが開催されます
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「岩倉軽トラ夜市」出店者を募集します
問合先　岩倉軽トラ市実行委員会事務局（商工農政課内☎ 38-5812）

[ いわくら夏まつり市民盆おどりに併せて開催する
夜市 ]
●とき　８月 16 日㈮、17 日㈯午後６時～９時
※雨天の場合は、18 日㈰に順延します。
●ところ　総合体育文化センター第２駐車場南側
●出店募集数　10 台
●出店資格　①軽トラックまたは軽自動車で出店が
できる人②２日間とも出店ができる人③雨天順延の
場合も出店ができる人
※出品される商品に販売許可等が必要なものは出店
者各自でご用意ください。
●出店料　１台１万円（２日間）
※雨天等による中止の場合は、出店料の一部を返金
します。

●募集期間　７月１日㈪～ 19 日㈮
●申込方法　出店募集要領をご確認いただき、出店
申込書をご記入のうえ、必要書類と出店料を添えて
市役所商工農政課までお申し込みください。
※出店申込書と出店募集要領は、市役所４階商工農
政課で受け取るか、市ホームページからダウンロー
ドしてください。
※応募多数の場合、実行委員会で決定のうえ、ご連
絡します（出店不可となった場合は返金します）。
●主催等
・主催…岩倉市、NPO 法人いわくら観光振興会
・主管…岩倉軽トラ市実行委員会
・後援…岩倉市商工会

福祉医療費受給者証の更新
手続をお願いします

問合先　市民窓口課保険医療グループ
（☎ 38-5833）

　有効期限が７月 31 日となっている人は、更
新手続が必要です。６月に対象者へ更新申請書
を送付しましたので、必要事項をご記入のうえ、
ご返送ください。引き続き該当する人には、８
月１日から有効の受給者証を７月下旬に送付し
ます。

●対象となる受給者証
①障害者医療費受給者証
②母子・父子家庭医療費受給者証
③後期高齢者福祉医療費受給者証

後期高齢者医療保険ご加入の
皆さんへ

問合先　市民窓口課保険医療グループ
（☎ 38-5833）

【保険証の送付】
　８月１日からは、新しい被保険者証（青色）
をお使いください。新しい被保険者証は、７月
下旬に簡易書留で郵送します。
　なお、古い被保険者証は裁断して破棄してく
ださい。

【保険料のお知らせ】
　７月中旬に後期高齢者医療保険料の納入通知
書を送付します。

◆◆◆◆◆◆◆◆  介護保険負担割合証を送付します  ◆◆◆◆◆◆◆◆

問合先　長寿介護課介護保険グループ（☎ 38-5811）

　要支援・要介護認定を受けている人および事業
対象者の人に、新しい介護保険負担割合証を７月
中旬に送付します。

　8 月 1 日からは、新しい介護保険負担割合証を
介護保険被保険者証と併せてサービス利用時に提
出してください。
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国民健康保険ご加入者の皆さんへ
問合先　市民窓口課保険医療グループ（☎ 38-5833）

【国民健康保険税のお知らせ】
　７月中旬に国民健康保険税の納税通知書を送付します。
　なお、地方税法施行令の改正に伴い、被保険者間の保険税負担の公平の確保および中低所得者層の保険税
負担の軽減を図るため、軽減措置の拡大および賦課限度額の見直しを行いました。
●所得の低い世帯の軽減措置（５割・２割）の拡大
　世帯主およびその世帯の国保加入者の所得の合計が基準額以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減され
ます。ただし、軽減を受けるには、所得の申告が必要です。

軽減割合 軽減対象となる所得の基準
改正前 改正後

７割 33 万円以下 33 万円以下（改正なし）
５割 33 万円 +（27 万５千円×被保険者数）以下 33 万円+（28万円×被保険者数）以下
２割 33 万円 +（50 万円×被保険者数）以下 33 万円+（51万円×被保険者数）以下

●国民健康保険税の減免制度
　生活が著しく困窮し保険税の納付が困難で、減免の必
要があると認められた場合、保険税の一部を減免します。
申請日以降の納期限の保険税が対象です。
【高齢受給者証の送付】
　70 歳以上 75 歳未満の人を対象に新しい高齢受給者証
を、７月下旬に送付します。
　８月１日からは、新しい受給者証をお使いください。

●賦課限度額の見直し　

医療分 支援金分 介護分

（改正前）（改正後） 変更なし 変更なし

58 万円 61 万円 19 万円 16 万円

７月１日から岩倉市ごみ分別アプリ配信をスタートします！
問合先　清掃事務所（☎66-5912）または環境保全課廃棄物グループ（☎38-5808）

★ごみの収集日や分別方法に悩んだことはありませんか？
　お手持ちのスマートフォンにごみ分別アプリ「さんあ～る」をダウンロードすると、分別方法の確認や
ごみ収集日の自動通知がスマートフォンでできるようになります。アプリの利用料は無料（通信料は利用
者の負担）です。ぜひご利用ください。また、英語版とポルトガル語版も併せて配信します。

【ごみ分別アプリの機能】
●収集日カレンダー　ごみの収集日をカレン
ダーで表示
●ごみ収集日通知　収集日を当日や前日にお知
らせします
●分別検索　品目名を入力して、どの分別区分
で出せるかを検索できます
●資源とごみの分別ガイド　分別ごとに対象と
なるものや出し方を確認できます
●インフォメーション　ごみに関する情報等を
確認できます
●クイズ　分別方法やリサイクルについて楽し
く学ぶことができます

【ダウンロード方法】
「さんあ～る」で検索または下記QRコードに
アクセスしてください。

iPhone 用

Android 用 アプリイメージ図
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令和元年度介護保険料額（本徴収額）決定通知書を送付します
問合先　長寿介護課介護保険グループ（☎ 38-5811）

　令和元年度の市民税の課税状況等をもとに、65 歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料年額が確定
したことに伴い、７月中旬に「令和元年度介護保険料額決定通知書」を送付しますので確認してください。

所得段階 対象者 計算方法 保険料年額

第１段階

老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税の人、または生活保
護を受給している人 4,953 円× 0.375

× 12 カ月
  軽減後 22,200 円

（軽減前 26,700 円）本人および世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80 万円以下の人

第２段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、第 1 段階以外の人で合計所得金額と課
税年金収入額の合計が 120 万円以下の人

4,953 円× 0.565
× 12 カ月

  軽減後 33,500 円
（軽減前 37,400 円）

第 3 段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、第 1 段階以外の人で合計所得金額と課
税年金収入額の合計が 120 万円を超える人

4,953 円× 0.725
× 12 カ月

  軽減後 43,000 円
（軽減前 44,500 円）

第４段階 世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円以下の人

4,953 円× 0.88
× 12 カ月 52,300 円

第５段階 世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円を超える人

4,953 円× 1.0
× 12 カ月 59,400 円

第６段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が 120 万円未満の人 4,953 円× 1.13
× 12 カ月 67,100 円

第７段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の人 4,953 円× 1.25
× 12 カ月 74,200 円

第８段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の人 4,953 円× 1.5
× 12 カ月 89,100 円

第９段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が 300 万円以上 500 万円未満の人 4,953 円× 1.65
× 12 カ月 98,000 円

第 10 段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が 500 万円以上 800 万円未満の人 4,953 円× 1.75
× 12 カ月 104,000 円

第１1 段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が 800 万円以上の人 4,953 円× 1.85
× 12 カ月 109,900 円

●低所得者の保険料の軽減について
　令和元年 10 月の消費税率 10％への引き上げに伴い、所得段階第１
～第３段階の保険料負担の軽減を行います。
●介護保険料を滞納すると…
　いざ介護サービスの利用が必要となったとき、支払い方法の「償還払
い（利用者がいったん全額負担し、申請により、後で保険給付分を払い
戻す制度）」への変更や、利用者負担の引き上げなどの制限がかかります。
●こんなときはご相談を…
　本来適用すべき所得段階の保険料等を負担すると生活保護が必要とな
る人が、保険料等の軽減により生活保護を必要としない状態となる場合
に、本来よりも負担の低い保険料等を適用する「境界層措置」という制
度があります。この制度の適用を受ける場合は、市役所２階福祉課に申
請して「境界層該当証明書」の発行を受けるなどの手続きが必要です。
　また、災害などの特別な事情があるときには、保険料の減免が受けら
れる場合がありますので、ご相談ください。

【語句解説】
★老齢福祉年金…明治 44 年４月１日以前に
生まれた人などに支給される年金です。
★合計所得金額…実際の「収入」から「必
要経費相当額」を控除した金額のことで、
扶養控除や医療費控除などの所得控除をす
る前の金額です。なお、平成 30 年 4 月か
ら「合計所得金額から長期譲渡所得及び短
期譲渡所得に係る特別控除額を控除」およ
び「公的年金等に係る雑所得を控除（所得
段階が第 1 ～ 5 段階のみ）」した金額を用い
ます。
★課税年金収入…老齢退職年金等の課税年
金収入が対象であり、遺族年金・障害年金
等の非課税年金収入は対象となりません。

※ 同一世帯であるか否かは、４月１日時点の住民登録（年度途中で資格取得したときは資格取得日）で判定します。
※ 年度途中に第１号被保険者の資格を取得または喪失した場合は、上記年額から月割計算します。

令和元年度所得段階別介護保険料 平成30年度から令和2年度の基準額（月額）… 4,953円 （所得段階の第5段階の額）
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2030年の岩倉のリアルな未来を考えよう！

「市民まちづくり会議」参加者を募集します！

●応募資格　満 18 歳以上で市内在住また
は市内在勤の人
●募集人数　10 人
●開催日時　
・８月末から令和２年２月頃までに計８回
程度
・会議は土曜日の午前９時から正午までを
想定

（第１回は８月 31 日㈯、第２回は９月 21
日㈯を予定）
※報酬はありません。
●会場　市役所７階　大会議室　他
●内容　今後 10 年間の岩倉市の重点課題
や将来像などについて楽しく語り合いま
す。

問合先　秘書企画課企画政策グループ（☎38-5805）

平成 31 年２月 16 日・３
月 16 日に実施した「市民
討議会」の様子（約 50 人
の市民が参加） 

●応募方法　応募用紙に必要事項を記入
の上、郵送、Ｅメール（hishokikaku@
city.iwakura.lg.jp）または持参にて提出
してください。応募用紙は市役所５階秘
書企画課および市民活動支援センターで
お受け取りになるか、または、市ホーム
ページからダウンロードすることができ
ます。
●応募期限　７月 26 日㈮
●応募結果　応募者全員に結果をお知ら
せします。

　現在、2021 ～ 2030 年の 10 年間の岩倉市のまちづくりの指針となる第５
次岩倉市総合計画の策定を進めています。策定にあたり、岩倉市のこれから
のまちづくりについて多くの市民の皆さんと一緒に検討するため、「岩倉市市
民まちづくり会議」を設置し、その参加者を公募します。
　市民まちづくり会議は、公募による参加者のほか、総合計画に関する市民
討議会に参加した人や市民委員登録制度に登録している人などで構成する予
定です。自分や家族、みんなが幸せに暮らし続けられるような岩倉の未来を
ぜひ一緒に考えてみませんか。


