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　  耐震改修時のリフォーム工事に補助金加算！
　　　問 建築指導課（市役所９階）℡ 435-1100

軽自動車税率・グリーン化特例導入のおしらせ
平成28年度

問 市民税課 ℡ 435-1035
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新税率の一部が平成 28 年度
からの適用になりました
　市報わかやま平成26年12月号８ペー
ジと平成 27 年 2 月号５ページに掲載し
た新税率が、平成 28 年度からの適用に
なりましたので、改めておしらせします。
※三輪以上の軽自動車は平成 27 年度か
ら新税率が適用されます。

区分
税率（年額）

現行 新税率
（平成 28 年度から）

原動機付
自転車

総
排
気
量

50cc 以下（ミニカー除く） 1,000 円 2,000 円

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽二輪 125cc 超 250cc 以下 2,400 円 3,600 円

小型二輪 250cc 超 4,000 円 6,000 円

小型特殊
自動車

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・小型特殊自動車

対象車
軽課割合

軽乗用車 軽貨物車

電気自動車等 電気自動車等 およそ 75％減

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

およそ 50％減

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

およそ 25％減

グリーン化特例の対象と軽課割合（平成28年度のみ） グリーン化特例（税の軽減）の導入
　平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日に
新車新規登録をした、一定性能の三輪以上の軽自
動車について、その燃費性能に応じた軽自動車税
の軽減制度が導入されます（平成 28 年度のみ）。

※「電気自動車等」とは、電気自動車と天然ガス自動車（ポ
　スト新長期規制から NOx10％低減）。
※ガソリン車・ハイブリッド車は平成 17 年排出ガス基準
　75％低減達成車（★★★★）に限る。
※「新車新規登録」とは、自動車検査証の初度検査年月。

最大20万円！

●申込方法
1▶申込書を建築指導課へ郵送・持参
※随時受付。申込書の配布は、建築指導課、支所・連絡所、
サービスセンターまたは市ホームページで。
2～4▶申請書等を建築指導課へ持参
受付期間　５月１日金～ 12 月 28 日月
※予算に達し次第締切。申請書の配布は建築指導課または
市ホームページで。詳細はお問い合わせください。

　自分や家族、大切な人の生命を守るため、住宅の耐震化を
行いませんか？ まずは耐震診断を受けてみましょう！
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05　  和歌山市職員を募集します 問 人事委員会事務局 ℡ 435-1371

あなたのやる気でまちを元気に！

　　 市長と語ろう！
市政報告会を開催します

　　　問 広報広聴課 ℡ 435-1009

　市民の皆さんと尾花市長が一緒
に、これからの和歌山市を考える
機会として「市政報告会」を順次
開催しています。防災・観光・ま
ちづくり・子育てなどの市政情報
を発信し、皆さんから市政への
様々な意見を伺います。申込不要
です。

●日時／６月 15 日 月 19 時～ 20 時
●場所／北コミュニティセンター２階多目的ホール

※駐車スペースに限りがあります。車の乗り合わせや公共交
通機関の利用など、ご協力をお願いします。

有功・直川・紀伊・川永・山口地区
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　アダプション・プログラム（里親制度）は、市民と
行政が協働で進める「まち美化プログラム」です。和
歌山市のまちを美しくする活動に参加しませんか。

●活動内容／公園や道路など公共施設の清掃・除草、
　　　　　　公共施設の破損等の報告など。

※ゴミ袋や清掃用具など市から支給また
は貸与。ボランティア保険への加入あり

（費用は市が負担）。
●参加方法／所定の申請書と参加者名簿を
　　　　　　自治振興課へ提出。
　　　　　　随時受け付けています。

　　 ボランティア募集！
アダプション・プログラム

　問 自治振興課 （市役所２階）℡ 435-1011
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●受験案内／５月１日金～人事委員会事務局・総合案内所（市役所１
　　　　　　階）で配布。※郵送請求は、返信用封筒（角２、試験区分・
　　　　　　あて先を記入し140円切手を貼付）を事務局まで郵送。
●申込／【持参】５月 28 日木・29 日金   
　　　　【郵送】５月 29 日金〈消印有効〉

●第１次試験日／６月 28 日日　　
※詳細は受験案内・市ホームページをご覧ください。

試験区分 採用予定 主な受験資格

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 12 人
昭和 60 年４月２日～平成６年４月１日生まれ（学歴不問）。
化学職・建築職・土木職・電気職・機械職・農業職は、各専門課
程を修了（平成 28 年３月修了見込を含む）。
※事務職［１型］では、従来と同じ内容の試験を実施します。
※事務職［２型］では、第１次試験で特別な事前対策を必要としな
い一般教養試験を実施し、集団討論の実施や面接回数を増やすな
ど、より口述試験を重視します。

事務職［２型］ 12 人
化学職 ２ 人
建築職 ２ 人
土木職 ７ 人
電気職 １ 人
機械職 １ 人
農業職 １ 人

消防職Ⅰ種 ７ 人 昭和 60 年４月２日～平成６年４月１日生まれ（学歴不問）

【平成 28 年４月１日採用予定】

平成 27 年度新規採用職員採用発令式

●診断結果を受けて耐震改修や建替えを行う
対象住宅　耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅
　　　　　（木造：評点 1.0 未満、非木造：評点 0.6 未満）
補助内容　3耐震性を一定基準以上にする耐震補強設計・耐
　　　　　震改修工事の費用補助
　　　　　4住宅の所有者・二親等以内の親族による戸建て
　　　　　住宅の現地建替えの建替設計費・建替工事費の費
　　　　　用補助
34とも　設計費の３分の２（最大 13 万 2,000 円）を補助
　　　　　工事費の３分の２＋α（最大116万5,000円）を補助

●申込後、耐震診断を受ける
対象住宅　昭和 56 年５月以前に着工された、自
　　　　　己が居住する（または居住予定の）専
　　　　　用住宅・兼用住宅・長屋・共同住宅で、
　　　　　延べ面積が 400㎡以下のもの。木造住
　　　　　宅は２階建て以下。
補助内容　1木造住宅は無料で耐震診断士を派遣
　　　　　2非木造住宅は耐震診断費の３分の２
　　　　　（最大８万 9000 円）を補助

3の耐震改修時に行う
リフォーム工事に補助金を加算！
　風呂・トイレ設備の取替えなど、耐震補強と関係のな
い様々なリフォーム工事が対象になります！

補助内容　最大20万円（リフォーム工事費の２分の１）
※平成 29 年度まで実施予定。


