回の共同作業に参加できる方
使用 期間▶平成26年4月～平成27年3
月までの1年間（契約更新可）
使用 料 ▶ 年 間10,000円（1区 画30㎡）
予定※年度途中の場合は、月割。
申込 方法▶所定の使用申請書およびアン
ケートを笠間クラインガルテンクラブ
ハウスまで提出してください。申請書
は、ホームページからもダウンロード
できます。なお、申込みは先着順とさ
せていただきます。
笠間クラインガルテンホームページ
http://www.kasama-kg.jp/
申 ・ 問 笠間クラインガルテン（月曜定休）
℡0296-70-3011

平成26・27年度の後期高齢者医療保険料率が決定
茨城県後期高齢者医療広域連合議会において、平成26・27年度の保険
料率および賦課限度額が決定されました。
被保険者一人当たりの医療給付費については、年々増加傾向にあり、今
後も増加が見込まれますが、保険料調整基金を活用することにより、保険
料率の上昇を抑制したため、平成26・27年度も据え置きとなりました。
均等割額
保険料
所得割率
保険料の賦課限度額（上限額）

平成26・27年度
39,500円
8.00％
57万円

平成24・25年度
39,500円
8.00％
55万円

■個人ごとの保険料額の決め方
1年間の保険料額

（100円未満切捨て）

所得割額

均等割額

＝ 39,500円 ＋ （賦課のもととなる金額）×8.00％

※賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除33万円
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差
し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

【均等割額の軽減】世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合
均等割額の軽減割合 軽減後の均等割額
33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯
9割
3,950円
（※その他各種所得がない場合）
33万円を超えない世帯
8.5割
5,925円
33万円＋「24.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
5割
19,750円
33万円＋「45万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
2割
31,600円
※収入が公的年金のみの方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が330万円以下は120万円）を差し引き、65歳以上の方は、さらに
高齢者特別控除（15万円）を差し引いて判定します。

【所得割額の軽減】
【その他の軽減】
保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の
後 期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康
総所得金額等が58万円以下（年金収入のみの方は、そ
保険の被扶養者」であった方は、均等割額が9割軽減さ
の額が153万円から211万円以下）の場合は、所得割
れ、所得割額の負担はありません。
額が5割軽減されます。
【問合せ】保険年金課（内線141・142）

4月の納税等

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
（2月21日）
【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）
】
環境保全事業団より、施設の維持管理に係る資料の提出を求め、その資料
に基づき維持管理状況の報告を受けた。
施設の維持管理について、
「施設の維持管理に関する計画」において一般
廃棄物で26項目、産業廃棄物で28項目を定めており、一般廃棄物・産業
廃棄物とも施設の維持管理計画に従い適正に実施されている。
【次回の監視活動】
施設モニタリング・排ガスの維持管理・浸出水の放流について実施。

固
介

納期限： 4月30日（水）
定
護

資
保

産
険

税（ １ 期 分 ）
料（ １ 期 分 ）

※納税には、簡単で便利な口
座振替をご利用ください。
納期限を過ぎると延
滞 金 が 加 算 さ れ ま す。
早めの納税をお願いし
ます。

平成26年
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案内
笠間市住宅用太陽光発電システム
設置費補助制度のご案内
新エネルギーの有効利用を図り、地球
温暖化の防止と環境にやさしいまちづくり
を推進するため、住宅用太陽光発電シス
テムを設置する方に補助金を交付します。
補助 内容▶1キロワットあたり40,000
円にシステムの最大出力の合計値を乗
じて得た額。限度額は200,000円
対象（次のいずれにも該当する方）▶
⑴
 市内に住所を有する方または市内に
住所を定めようとする方のうち、補助
金交付時までに笠間市内に住所を定め
ることができる方
⑵
 自ら居住する住宅（店舗等の併用住
宅を含む）に補助対象設備を設置する
方および、自ら居住するために市内に
補助対象設備付き住宅を購入する方
⑶
 補助申請に係るすべての手続きを平
成27年3月20日までに完了すること
ができる方
⑷市町村税を滞納していない方
受付開始日▶4月14日（月）先着順
受付 窓口▶環境保全課（土日・祝日を除く
午前8時30分～午後5時15分）
郵送不可。
※申請書類等は窓口にあります。
※
 申請後、市からの交付
決定通知が届く前に工事
を開始した方は、補助金
が交付されません。
問 環境保全課（内線125）

過去2年間に国民年金保険料の未
納期間がある方へ
国民年金保険料の免除申請ができる対
象期間が拡大されました。
平成26年4月からは、申請時点の2年
1か月前の月分まで申請ができるようにな
りました。
申請 方法▶笠間市役所または年金事務所
に申請してください。※必要な添付書類
など、詳しくはお問い合わせください。
◆注意事項◆
○申請が遅れると障害年金などを受け取
れない場合がありますので、すみやかに
申請してください。
○申請期間に対応する前年所得審査に基
づき行いますので、免除が承認されない
場合があります。
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申 は申込み先、 問 は問合せ先です。
問 保険年金課（内線141・142）
笠間支所市民窓口課（内線72123）
岩間支所市民窓口課（内線73181）
水戸南年金事務所 ℡029-227-3251

ストマ装具の保管登録のご案内
大きな災害の際に、オストメイトの方
のストマ装具の保管登録を行っています。
指定の保管庫に、日常使用しているスト
マ装具をあらかじめ備蓄することにより、
避難所でも使い慣れた自分のストマ装具
を装着することができます。
対象▶市内在住・在学・在勤のオストメ
イト（身体障害者手帳所持者で膀胱･直
腸機能障害の方）
保管 対象▶個人が使用するストマ装具
おおむね2週間分
保管 期間▶1年間※更新期間中に更新せ
ず、
1年間が経過したものは処分します。
保管場所▶笠間市役所本所相談室
※災 害時の対応等、運用の詳細について
はお問い合わせください。
問 社会福祉課（内線154）

65歳以上の方は日動美術館・春風
萬里荘の入館料が無料になります
緑豊かな野外彫刻庭園を散策しながら、
本物の美術作品と触れ合ってみませんか。
対象▶笠間市内に在住の65歳以上の方と
同伴の家族の方（同伴1名まで）
入館料▶無料※自己申告制です。免許証・
住基カード・保険証等の年齢が確認で
きるものをご提示ください。
期間▶平成27年3月31日（火）まで
場所▶笠間日動美術館および春風萬里荘
開館 時間▶午前9時30分～午後5時（入
館は午後4時30分まで）
休館日▶月曜日（祝日の場合は開館し翌日
休館）
「日仏文化協力90周年記念 画家と画商
の物語 印象派からエコール・ド・パリ
まで」を開催中（笠間日動美術館）
会期▶5月25日（日）まで
小中学生の入館料がお求めやすくなりま
した。
○企 画展…個人300円、団体割引（ 20
名以上）200円
○春 風 萬 里 荘…個 人200円、団 体 割引
（20名以上）100円
問 日動美術館℡0296-72-2160
春風萬里荘℡0296-72-0958
生涯学習課（内線382）

『笠間市ホストファミリー登録制
度』を始めます！
笠間市を訪れる外国人の支援と国際交
流の推進を図るため、ホームステイの受
入れを希望する方に、ホストファミリー
として登録していただく制度です。
登録方法▶『笠間市ホストファミリー登録
申込書』を市民活動課まで提出してく
ださい。申請書様式、詳細については、
お問い合わせください。
※
 ご紹介するホームステイ利用者は、
原則として笠間市に関係のある団体か
ら市へ依頼や紹介があった外国人の方
です。
※
 ホームステイ受入れに伴う基本的な
費用（食費、光熱費等）は、原則として
受入れ家庭に負担をお願いします。必
要な費用の補助として、依頼元団体ま
たは本人から謝礼をお支払いします。
問 市民活動課（内線132・133）

第19回笠間少年少女合唱団定期
演奏会を開催
入場無料。ぜひお越しください。
日時▶4月27日（日）
午後1時30分開場、2時開演
会場▶笠間公民館大ホール（石井）
演目▶～いのち輝かせて～
1部 児童合唱組曲「虫の絵本」
2
 部 わたしたちの大好きなあの歌・この
歌 COSMOS、雨のち晴レルヤ…他
3
 部 ミュージカル「サウンド・オブ・
ミュージック」より…歌とおはなしでつ
づる“マリアと7人のこどもたち”
問 笠間少年少女合唱団事務局 平塚
℡0296-78-4630

募集
笠間クラインガルテン日帰り市民
農園の利用者を募集します
笠間クラインガルテンでは、日帰り市
民農園の利用者を募集しています。里山
に囲まれた自然豊かな環境で、農園ライ
フを楽しんでみませんか。農園内は、有
機無農薬での栽培となります。初心者の
方でも安心して栽培できるよう、専属講
師による栽培講習会や堆肥、農機具、耕
うん機、水道、休憩施設なども無料で利
用できます。
対象 ▶充実した農園活動をめざし、年4

