
5　市報わかやま  平成27年２月号  市報わかやま  平成27年２月号　4

改正前 改正後

居住開始 平成 25 年 12
月 31 日 ま で

平成 26 年１月１日～
平成 26 年３月 31 日

平成 26 年４月１日～
平成 29 年 12 月 31 日

控除限度額
（※１）

５％
（上限97,500円）

５％
（上限 97,500 円）

７％（※２）
（上限 136,500 円）

（※１）所得税の課税総所得金額等に対する控除限度額です。
（※２）消費税率が８％または 10％以外となった場合は、５％になります。

❶住宅ローン控除の期間延長・限度額拡大
　住民税（市・県民税）における住宅ローン控除
の対象期間が延長され、一部期間の控除限度額が
拡大されます。
※住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除し
きれなかった額を、住民税から限度額の範囲内（表
参照）で控除するものです。

❷上場株式等の配当所得等に係る軽減税率の廃止
　申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と、上場株
式等の譲渡所得等に係る市・県民税について、軽減税率が廃
止されます。
・平成 26 年度まで（軽減税率）市民税 1.8％、県民税 1.2％
・平成 27 年度以降（本則税率）市民税３％、県民税２％

❸小型特殊自動車の軽自動車税率
　地方税法改正に伴う市税条例の改正により、平成 27 年
度から軽自動車税の税率を引き上げます。

【小型特殊自動車の税率（年額）】
・農耕作業用　現行 1,600 円 → 新税率 2,400 円
・その他（フォークリフト等）現行3,100円 → 新税率5,900円
※小型特殊自動車以外の軽自動車税の新税率については、市報わか
やま平成 26 年 12 月号（８ページ）をご覧ください。

●個人住民税の税額試算＆申請書の作成が
　インターネットでできます！
　１月 23 日から、市ホームページで市・県民税の税額
試算と申告書作成ができるサービスを開始しています。

《税額の試算》　
　源泉徴収票や確定申告書等の内容を入力すると、市・
県民税の税額を試算できます。
　例）平成 26 年分の収入等の金額を入力する
　　　→平成 27 年度の税額が試算される

《申告書の作成》
　試算での入力内容が「市民税・県民税申告書」とし
て印刷でき、住民税申告の際に使用できます。

場所 受付日
小倉支所 ２/13 金
西和佐支所 ２/16 月
紀伊支所 ２/17 火
和佐支所 ２/18 水
安原支所 ２/19 木
西脇支所 ２/20 金
加太支所 ２/23 月
岡崎支所 ２/24 火
直川支所 ２/25 水
有功支所 ２/26 木
東山東支所 ２/27 金
西山東支所 ３/ ２月
川永支所 ３/ ３火
山口支所 ３/ ４水

●住民税の申告
　確定申告が不要の方でも、市・県民
税の申告が必要な場合があります（市
から申告書が届いた方など）。
　申告は市・県民税を計算する基礎資
料になり、また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。次の各支所では、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

※申告書の復興特別所得税の記入をお忘れなく。
※２月 22 日日・３月１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。混雑が予想されますのでご了承
ください。なお、特設会場は右表のとおりです。

●申告開始　２月 16 日 月
●申告・納期限
　所得税・復興特別所得税、贈与税 ▶３月 16 日 月まで

　個人事業者の消費税・地方消費税 ▶３月 31 日 火まで

開設日 場所
２月３日火～５日木 河西コミュニティセンター  ★

２月18日水～20日金 和歌山ビッグ愛（駐車場有料）

２月24日火～26日木 河北コミュニティセンター

★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。

PickUp

確定申告はお早めに！ 問 和歌山税務署 ℡ 424-2131（音声案内「２」を選択）

平成27年度の主な税制改正（住民税・軽自動車税）問 市民税課 
℡ 435-1036PickUp

住民税の申告、お忘れなく！ 問 市民税課 ℡ 435-1036PickUp

●公的年金等受給者の方へ　

　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。

●個人で事業を行う方へ　

　平成 26 年１月から、個人で事業所得や不動
産所得等が生じる業務を行う場合、記帳と帳
簿書類の保存が必要です。確定申告が必要な
い方も対象です。

●消費税率は平成 26 年４月１日から８％です

　平成 26 年分の消費税・地方消費税の確定申
告書は、課税取引を旧税率と新税率に区分し
た帳簿に基づき作成してください。ただし平
成 26 年４月１日以後の取引でも、経過措置に
より旧税率が適用される場合があります。

職種（○数字…採用人数）
※詳細は受験案内参照

報酬（月額） 担当課

保健師（職員の健康管理）① 193,000 円 職員厚生課℡ 435-1020

作業員（放置自転車等撤去等）③ 142,000 円 地域安全課℡ 435-1005

市民相談員（法律・女性・消費相談）① 140,000 円
市民生活課℡ 435-1045

市民相談員（法律・消費・特に女性相談）① 144,000 円

相談員（ＤＶ等の相談・支援）① 144,000 円 男女共生推進課℡ 432-4704

作業員（一般廃棄物課）① 142,000 円 一般廃棄物課℡ 435-1352

作業員（青岸工場）② 142,000 円 青岸工場℡ 422-4732

作業員（収集センター）① 179,000 円 収集センター
℡ 471-1503作業員（犬猫等死体収集）① 172,000 円

介護支援専門員① 193,000 円 指導監査課℡ 435-1319

介護保険料徴収員① 50,000 円＋能率給 介護保険課℡ 435-1334

調査員（介護保険課）④ 193,000 円 介護保険課℡ 435-1336

看護師①   46,000 円 総務企画課℡ 488-5107

犬捕獲員① 200,000 円 生活保健課℡ 488-5114

保健師・看護師（子ども難病相談）① 保健師 193,000 円
看護師 180,000 円

保健対策課℡ 488-5116

保健師・看護師（感染症関係）① 保健対策課℡ 488-5118

保健師（乳幼児健診・訪問）① 193,000 円 中保健センター℡ 488-5122

保健師（乳幼児健診・訪問）① 193,000 円 西保健センター℡ 455-4181

看護師（乳幼児健診・健康相談）① 180,000 円 南保健センター
（１月中）℡ 447-0310　　
（２月～）℡ 499-5566保健師（乳幼児健診・訪問）① 193,000 円

試験検査補助（食品理化学）① 155,000 円
衛生研究所℡ 453-0055

試験検査補助（水質理化学）① 133,000 円

ケースワーカー補助員・支援員② 155,000 円

生活支援課℡ 435-1061

精神保健福祉士（医療相談）① 165,000 円

保健師・看護師（医療相談）① 165,000 円

就労支援員④ 168,000 円

相談支援員④ 168,000 円

手話通訳員① 155,000 円
障害者支援課℡ 435-1060

調査員（障害者支援課）③ 193,000 円

子育てプランナー（保育士等）① 168,000 円

子育て支援課℡ 435-1329家庭教育指導員（子育てひろば）①   55,000 円

児童館職員② 150,000 円

家庭児童相談員② 193,000 円 こども総合支援センター
℡ 402-7830

労働相談員① 168,000 円 産業企画課℡ 435-1040

作業員（和歌山城整備企画課）① 142,000 円 和歌山城整備企画課
℡ 435-1044

鳥獣被害対策実施隊員② 日額 7,000 円 農林水産課℡ 435-1049

運転手（大型・ショベルローダー）① 142,000 円 中央卸売市場℡ 431-3167

巡視員① 145,000 円 中央卸売市場℡ 431-3169

住宅使用料等徴収員② 50,000 円＋能率給
住宅政策課℡ 435-1099

宅地販売接客業務① 133,000 円

下水道普及指導員① 129,000 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 50,000 円＋能率給

●人事課分 問人事課℡ 435-1019

受験案内　２月２日 月 ～人事課（市役所５階）で配布　

申込　【持参】２月12日 木・13日 金 【郵送】２月13日 金〈消印有効〉までに人事課へ
試験日　２月22日日

職種（○数字…採用人数）
※詳細は受験案内参照

報酬（月額） 担当課

校務員⑦ 128,000円 教育政策課
℡ 435-1135

介助員① 129,000円
学校教育課
℡ 435-1139

特別支援教育支援員⑧ 129,000円

適応教室指導員① 167,000円
子ども支援
センター
℡ 402-7830

幼稚園保育補助員① 139,000円 教職員課
℡ 435-1196

図書館司書① 146,000円 市民図書館
℡ 432-0010

●教育委員会分 問教育政策課℡435-1135

受験案内　２月２日 月 ～教育政策課（市役　
　　　　　所 11 階）・各担当課で配布
申込　２月 13 日金〈必着〉までに教育政策課へ
試験日　２月 28 日土

非常勤職員（資格職・技能労務職）採用試験のおしらせPickUp
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アルバイト登録者の
募集もあります！

●事務補助員  問人事課℡ 435-1019

募集要項　２月２日月～人事課で配布
登録日時　３月１日日
　　　　　９時 30 分、13 時 30 分
登録場所　市役所 14 階大会議室
※詳細は募集要項参照。市ＨＰにも掲載して
います。

【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

●学校給食調理員
問教育政策課（市役所 11 階）℡ 435-1135

●人事課分・教育委員会分共通事項
　任期は平成 27 年４月１日～平成 28 年３
月 31 日。再度任用される場合あり。
　応募は１つの職種のみ可。
　募集内容は変更になる場合あり。
　受験案内は市ＨＰからもダウンロード可。
　申込の郵送先は〒 640-8511 和歌山市七
番丁 23　人事課または教育政策課まで。


