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● ふるさと寄附金（ふるさと納税の拡充）に係る改正
　平成 27 年中に、都道府県・市区町村（地方公共団体）
に対し、ふるさと寄附金を寄附した場合、平成 28 年度
以降適用される個人住民税は、次のように改正されます。

　住民税特例控除の上限引き上げ

　所得割額（調整控除後の所得割）の 10％ → 20％

　また、課税所得金額が 4,000 万円超の場合、寄付金税
額控除（ふるさと寄附金）に係る特例控除額の算定に用い
る所得税の限界税率は、45％になります（平成 28 年度
以降）。

改正後
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平成 28 年度の主な税制改正
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●公的年金等を受給している方へ　

　公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下
で、公的年金等以外の所得が 20 万円以下の場合、
所得税・復興特別所得税の確定申告は必要ありませ
ん。ただし住民税の申告が必要な場合があります。

平成 28 年度以降

軽自動車税の税率が変わります
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01 問 市民税課 ℡435-1035

区分
税率（年額）

現行 新税率

原動機付
自転車

排
気
量

50㏄以下（ミニカー除く） 1,000 円 2,000 円
50㏄超 90㏄以下 1,200 円 2,000 円
90㏄超 125㏄以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽二輪 125㏄超 250㏄以下 2,400 円 3,600 円
小型二輪 250㏄超 4,000 円 6,000 円

小型特殊
農耕作業用 1,600 円 2,400 円
その他（フォークリフト等） 3,100 円 5,900 円

原動機付自転車・二輪車等

問 市民税課 ℡435-1036

　申告は市・県民税を計算する基礎資料になり、課税証
明書等を発行する資料にもなります。忘れずに申告しま
しょう。
　各支所で出張受付を実施します。区域内にお住まいの
方はご利用ください。

支所受付時間 ▶９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

市・県民税の申告
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※天然ガス自動車は、ポスト新長期規制から NOx10% 低減の
ものとする。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成 17 年排出
ガス基準 75％低減達成車（★★★★）に限る。

●軽課を適用した場合の税率（年額）

区分 標準税率
グリーン化特例（軽課税率）

25％
軽減

50％
軽減

75％
軽減

軽
自
動
車

三輪 3,900 円 3,000円 2,000円 1,000円

四輪
以上

乗
用

営業用 6,900 円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800 円 8,100円 5,400円 2,700円

貨
物
用

営業用 3,800 円 2,900円 1,900円 1,000円
自家用 5,000 円 3,800円 2,500円 1,300円

●軽課割合・対象

軽乗用車

電気自動車・天然ガス自動車
75％軽減

軽乗用車

軽貨物車

平成32年度燃費基準＋20％
達成車

平成27年度燃費基準＋35％
達成車

50％軽減

軽乗用車

軽貨物車

平成32年度燃費基準達成車

平成27年度燃費基準＋15％
達成車

25％軽減

軽貨物車

グリーン化特例（28 年度）

　車検証の初度検査年月が平成 27 年度の軽自動車（三
輪以上）は、燃費性能に応じ軽自動車税を軽減します。

区分

税率（年額）

平成 27 年
３月31日
以前に登録

平成 27 年
４月１日
以降に登録

登録後 13 年
を超える車

現行 ❶ 現行 ❷ 重課税率 ❸
（平成28年度～）

軽
自
動
車

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪
以上

乗
用

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

貨
物
用

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

三輪・四輪以上の軽自動車
　平成 28 年度以降の賦課期日（毎年４月１日）現在、登
録から 13 年を超える車には、表の❸の税率を適用しま
す。登録は「新車新規登録」で、車検証の「初度検査年月」
をさします。

※三輪・四輪以上のいずれも、総排気量が 660㏄以下のもの。
※平成28年度の❸の適用は、平成14年12月以前登録の車。

確定申告は正しくお早めに
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●申告・納期限
　所得税・復興特別所得税、贈与税 　▶３月 15 日火
　個人事業者の消費税・地方消費税 　▶３月 31 日木

※申告書の復興特別所得税の記入をお忘れなく。
※２月 21 日日・28 日日に限り和歌山税務署で確定申告の相
談・申告の受付を行います。

開設日 場所
２月２日火～４日木 河西コミュニティセンター  ★
２月18日木～19日金 和歌山ビッグ愛（駐車場有料）

２月23日火～25日木 河北コミュニティセンター

●確定申告会場

税務署（２月８日月～３月 15 日火）
税務署以外の申告会場

★は給与所得者・年金受給者を対象とした申告会場です。
受付時間は９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時。
混雑の状況により早めに終了する場合があります。

問 和歌山税務署 ℡424-2131（音声案内[２]を選択）

　　　国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」
　　　（http://www.nta.go.jp）が便利です。
　　　　　郵送で提出できます。

申告書の作成が自宅でできる！

　軽自動車と小型普通自動車の税負担水準格差の見直しやグリーン化促進の観点から、
平成 26・27 年度の税制改正において、軽自動車税の税率が引き上げられました。この
税制改正を踏まえ、市税条例を改正し、軽自動車税の税率を変更します。

場所 受付日

小倉支所 ２/12 金

西和佐支所 ２/15 月

紀伊支所 ２/16 火

和佐支所 ２/17 水

安原支所 ２/18 木

西脇支所 ２/19 金

加太支所 ２/22 月

場所 受付日

西山東支所 ２/23 火

直川支所 ２/24 水

有功支所 ２/25 木

東山東支所 ２/26 金

岡崎支所 ２/29 月

川永支所 ３/ １火

山口支所 ３/ ２水

問 市民税課 ℡435-1036

● 住宅借入金等特別税額控除の延長
　適用期間が１年６か月延長されます。
　次の期間に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別
税額控除が適用されることになります。

　期間 ▶平成 11 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日
　　　　 平成 21 年１月１日～平成 31 年６月 30 日

● 転出や税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
　年金所得者の納税の便宜や、市町村の徴収事務の効率
化のため、転出や税額変更があった場合も、一定の要件
のもと特別徴収が継続されます。

※一定の要件：転出し市の介護保険の被保険者でなくなった、
所得税の申告等により税額変更があった等

　公的年金から特別徴収する税額の通知（年金保険者に
対し例年７月初旬通知）後、特別徴収税額を変更する場合、
12 月分と 2 月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税
額によって継続することとなります。

　適用 ▶平成 28 年 10 月以降実施の特別徴収から

● 仮特別徴収税額の算定方法の見直し
　年間の徴収税額の平準化のため、仮特別徴収税額の算
定方法が見直されます。

　適用 ▶平成 28 年 10 月以降実施の特別徴収から

※今回の改正は、算定方法の見直しです。年税額を増減させ
るものではありません。なお、本徴収額の算定方法に変更は
ありません。

　仮特別徴収税額の計算方法（年金特徴継続者）

　　前年度分の本徴収額÷３（前月２月と同額）

　 　　　　→ （前年度分の年税額÷２）÷３
改正後



7 市報わかやま  平成28年２月号 市報わかやま  平成28年２月号 6

職種（○数字…採用人数） 報酬（月額） 担当課
調査員②

19 万 3 千円 人事課℡ 435-1019
保健師①
相談員（女性）① 15 万円 男女共生推進課℡ 432-4704
作業員（不法投棄収集等）① 14万６千円 一般廃棄物課℡ 435-1352
犬猫等死体収集業務① 17 万６千円 北事務所℡ 471-1503
介護保険料徴収員① 5 万円＋能力給 介護保険課℡ 435-1334
認知症地域支援推進員① 19 万３千円 地域包括支援課℡ 435-1197
第三者行為求償専門員① 17 万５千円 国保年金課℡ 435-1215

保健師・看護師（難病関係）①
保健師８万３千円
看護師７万７千円

保健対策課℡ 488-5116

保健師・看護師（感染症関係）①
保健師19万３千円

看護師 18 万円
保健対策課℡ 488-5118

障害支援区分認定調査員① 19 万３千円 保健対策課℡ 488-5117

保健師・看護師（健康関係）①
保健師19万３千円

看護師 18 万円
地域保健課℡ 488-5121

保健師（乳幼児関係）① 19 万３千円 南保健センター℡ 499-5566

保健師（乳幼児関係）① 19 万３千円 西保健センター℡ 455-4181

保健師（乳幼児関係）① 19 万３千円 北保健センター℡ 464-5051

試験検査補助（食品・飲料水）① 15 万７千円 衛生研究所℡ 453-0055

相談支援員（生活困窮者支援）② 17 万５千円

生活支援課℡ 435-1205
就労支援員（生活困窮者支援）① 17 万５千円

就労支援員② 17 万５千円

医療相談員① 16 万５千円
ケースワーカー支援員① 16 万５千円
手話通訳員① 15 万５千円 障害者支援課℡ 435-1060

児童館職員② 15 万円
子育て支援課℡ 435-1329
青少年課℡ 435-1235

家庭教育指導員② ５万５千円 子育て支援課℡ 435-1329

家庭児童相談員① 19 万３千円
こども総合支援センター
℡ 402-7830

労働相談員① 17 万５千円 産業政策課℡ 435-1040

作業員（和歌山公園等整備）① 14 万６千円 和歌山城整備企画課
℡ 435-1044

鳥獣被害対策実施隊員① 日額 7 千円 農林水産課℡ 435-1049
巡視員① 14 万５千円 中央卸売市場℡ 431-3169
運転手（大型）① 14 万６千円 中央卸売市場℡ 431-3161
作業員（放置自転車撤去等）① 14 万６千円 都市整備課℡ 435-1082
作業員（公園維持管理）② 14 万６千円 公園緑地課℡ 435-1076
住宅使用料等徴収員② ５万円 + 能力給

住宅政策課℡ 435-1099
宅地販売接客業務① 13 万５千円
下水道普及指導員① 12 万９千円

下水道普及課℡ 435-1246
下水道事業受益者負担金等徴収員② ５万円 + 能力給

人事課分　問 人事課 ℡ 435-1019

●受験案内／２月１日 月 ～人事課（市役所５階）で配布　●申込／【持参】
２月 10 日 水・12 日 金 【郵送】２月 12 日 金〈必着〉までに人事課へ
●試験日／２月 20 日土　※詳しくは受験案内を参照。
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非常勤職員（資格職・技能労務職）採用試験
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●期間／５月～平成29年３月　　
●対象／身体障害者手帳をお持ちの方　
　　　　※機能回復訓練は 65 歳未満の方　
　　　　※肢体障害者パソコン教室は、内部障害者・聴覚
　　　　障害者（手話通訳・要約筆記不要の方）も申込可。
●費用／１回 100 円　※前納（６月・10 月に分納）　
●申込／２月９日火～３月６日日の９時～ 16 時に、身

体障害者手帳を持参　※機能回復訓練は健康保
険証も必要。本人・家族以外の申込や、電話・
FAX での申込不可。申込多数の場合、抽選。

●場所・申込・問合先／ふれ愛センター（木広町５-１-９）
　　　　　　℡ 433-8866、ＦＡＸ 433-8868（月曜休み）
●問合先／障害者支援課 ℡ 435-1060、℻ 431-2840

内 容 回 数 日 時 定 員

作業療法 33 回 第１～３土
10：00～12：00 ６人
13：00～16：00 ９人

理学療法 33 回 第１～３土
10：00～12：00 ６人
13：00～16：00 ９人

言語療法 11 回 第 1 土 13：00～16：00 ６人

機能回復訓練
教 室 名 回 数 日 時 定 員

現代マナー 10 回 第１火 13：00～ 20 人
編物 15 回 第１・３火 10：00～ 20 人
聴覚障害者
パソコン

ろうあ者 15 回 第２・４火 10：00～ ５人
中途失聴・難聴者 15 回 第２・４火 10：00～ ５人

華道 15 回 第２・４火 13：00～ 15 人
体操　※各回１時間 30 分 15 回 第２・４火 13：30～ 30 人
肢体障害者
パソコン

未経験者 15 回 第２・４水 10：00～ 10 人
経験者 15 回 第２・４水 13：00～ 15 人

アートフラワー 15 回 第１・３水 10：00～ 10 人
茶道 15 回 第２・４水 10：00～ 15 人
絵画 15 回 第１・３木 10：00～ 15 人
点字 15 回 第１・３木 13：00～ ６人
囲碁 15 回 第２・４木 10：00～ 10 人
将棋 15 回 第２・４木 10：00～ 10 人
着物着付け 15 回 第２・４木 14：00～ 20 人
書道 15 回 第１・３金 10：00～ 35 人
カラオケ 15 回 第１・３金 13：00～ 30 人
陶芸 15 回 第２・４金 10：00～ 15 人
手話　※中途失聴・難聴者 15 回 第２・４金 13：30～ 15 人
料理 15 回 第２・４土 10：00～ 16 人
視覚障害者パソコン 15 回 第１・３日 10：00～ 15 人

創作的活動・社会適応訓練・レクリエーション（各回２時間）

特別障害者手当をご存知ですか
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支給要件（次のすべてを満たす方）
①在宅　② 20 歳以上
③精神・身体に著しく重度の障害を有するため、日常生
活において常時特別の介護を必要とする状態にあること

支給内容
●支給月額／ 26,620 円（平成 27 年 4 月現在 ) 
　　　　　　※特別障害者手当の支給認定後、申請月の翌
　　　　　　月分から支給開始。原則毎年２月・５月・８
　　　　　　月・11 月に、前月分までが支給されます。
●所得制限／あり（本人・配偶者・扶養義務者の前年所得）
●資格喪失／①本人が死亡した場合
　　　　　　②本人が障害者支援施設等に入所した場合　
　　　　　　③病院等に３か月以上入院を継続している場合

　精神・身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護
を必要とする方に、特別障害者手当が支給されます。

問 障害者支援課 ℡ 435-1060、 ＦＡＸ 431-2840

支給要件③の例　 ※原則、身体障害者指定医が作成した診断
書で判定。

例１▶視力障害で身体障害
者手帳 1 級に相当する障害
と、体幹機能障害で身体障
害者手帳 1 級に相当する障
害が重複している

例３▶肝臓機能障害など
内臓機能の障害で身体障
害者手帳 1 級に相当する
障害があり、ベッド上での
絶対安静が必要

例２▶両下肢機能障害で
身体障害者手帳 1 級に相
当する障害があり、衣服の
着脱等、日常生活動作のほ
とんどで介護が必要

例４▶知的障害・精神障
害で最重度に相当する障
害があり、食事や会話等の
日常生活の行為のほとん
どが、自分でできない

児童（20 歳未満）に

関する手当のご案内

問 障害者支援課 
　℡ 435-1060
　ＦＡＸ 431-2840

●特別児童扶養手当
支給月額／１級 51,100 円・２級 34,030 円
中程度以上の障害・長期安静の病状にある児
童を監護する父母等に支給

●障害児福祉手当
支給月額／ 14,480 円
重度の障害があり、常に介護が
必要な方に支給

※いずれも所得制限あり。施設入所者は対象外。

教育委員会分 問 教育政策課 ℡ 435-1135

●受験案内／２月１日 月 ～教育政策課（市
役所 11 階）・各担当課で配布　●申込／２
月 12 日金〈消印有効〉までに教育政策課へ　
●試験日／２月 27 日土

人事課分・教育委員会分共通事項
●任期／平成 28 年４月１日～平成 29 年３
月 31 日。再度任用される場合があります。
●応募は１つの職種のみ可。
●募集内容は変更になる場合があります。
●受験案内は市ＨＰからもダウンロード可。
●申込の郵送先／〒 640-8511 和歌山市七
番丁 23　人事課または教育政策課

7 市報わかやま  平成28年２月号

職種 報酬（月額） 担当課
校務員⑦ 13 万 4 千円

教育政策課
℡ 435-1135学校給食調理

員①
13 万 4 千円

栄養士① 14 万 7 千円
保健給食管理課
℡ 435-1137

特別支援教育
支援員⑩

13 万円
学校教育課
℡ 435-1139

幼稚園保育
補助員④

14 万 3 千円
教職員課
℡ 435-1196

※○数字は採用人数。詳しくは受験案内を参照。

アルバイト募集（登録）
▶事務補助員の登録　問 人事課℡ 435-1019
※募集要項は２月１日月～人事課で配布。
登録は２月 28 日日９時 30 分・13 時 30 分
に市役所 14 階大会議室で。

アルバイト随時募集中
▶保育士・保育所調理員
　問 保育こども園課（東庁舎２階）℡435-1064
▶給食調理員（代替員）
　問 教育政策課（市役所11階）℡ 435-1135
▶放課後児童支援員・補助員
　問 青少年課（市役所 10 階）℡ 435-1235
▶生徒指導補助員　
　問 教職員課（市役所 11 階）℡ 435-1196
※募集要項は各担当課で配布。 


