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税務署（２月 16 日木～３月 15 日水）

※昨年開設した、河西コミセン・河北
コミセン、和歌山ビッグ愛は今年は開
設しませんのでご注意ください！

市報わかやま  平成29年1月号 4市報わかやま  平成29年１月号 4

問 市民税課 ☎435-1036

　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、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。

市・県民税の申告
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場所 受付日

小倉支所 ２/13 月

紀伊支所 ２/14 火

西和佐支所 ２/15 水

安原支所 ２/16 木

和佐支所 ２/17 金

西脇支所 ２/20 月

加太支所 ２/21 火

場所 受付日

西山東支所 ２/22 水

直川支所 ２/23 木

有功支所 ２/24 金

東山東支所 ２/27 月

岡崎支所 ２/28 火

川永支所 ３/ １水

山口支所 ３/ ２木

確定申告は正しくお早めに
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問 和歌山税務署 ☎424-2131（音声案内[２]を選択）

平成 29 年度の主な税制改正
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04 問 市民税課 ☎435-1036

　確定申告、市・県民税など税の申告には、マイナンバー
の記載・本人確認書類の提示が必要になります。
※被扶養者や事業専従者のマイナンバーも必要

● 給与所得控除の見直し（上限額の引き下げ）

区　分 平成 25 年分～ 27 年分の所得税
（※ 1）

平成 28 年分の所得税
（※ 2）

平施 29 年分以後の所得税
（※ 3）

上限額が適用される給与収入 1,500 万円 1,200 万円 1,000 万円

給与所得控除の上限額 245 万円 230 万円 220 万円

住民税について、（※ 1）は平成 26 年度～ 28 年度に（※ 2）は 29 年度に（※ 3）は 30 年度以後に適用

● 「親族関係書類・送金関係書類」の添付・提示義務化

対象 ▶国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・

　　　 配偶者特別控除・障害者控除（16 歳未満の

　　　 扶養親族含む）の適用を受ける方

申告 ▶所得税・個人住民税など

　各支所で出張受付を実施

申告・納期限

※申告書の復興特別所得税の記入をお忘れなく。
※２月 19 日日・26 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。

公的年金等を受給している方へ　

　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

　忘れずに申告を 　マイナンバー（個人番号）をお忘れなく

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！

　税率に左右されずに金融商品を選択できるよう、
異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点か
ら、株式等の課税方式と同一化しました。

　適用 ▶ 所得税 は 平成 28 年分 から

内容 所得区分
平成 27 年 12 月 31 日まで 平成 28 年 1 月 1 日から

公社債等 特定公社債等 一般公社債等

利息利子 利子所得
源泉分離課税（申告不要）
20％（所得税 15％、住民税５％）

申告分離課税
20％（所得税 15％、住民税５％）
※申告不要の場合、譲渡損失との損益
通算は不可。

源泉分離課税（申告不可）
20％

（所得税15％、住民税５％）

売却益
譲渡損益

譲渡所得 非課税
譲渡所得として申告分離課税
20％（所得税 15％、住民税５％）
• 源泉徴収あり特定口座は申告不要
• 確定申告により 3 年間損失の繰越控除

が可能

譲渡所得として申告分離
課税 20％

（所得税15％、住民税５％）償還差益 雑所得

総合課税（所得税５～ 45％超過累
進税率、住民税 10％）

（注）割引債は発行時 18％の源泉分
離課税（所得税は 18％、住民税は
非課税）

● 金融所得課税の税率一体化

（注１）平成 25 年～ 49 年の間に生じる所得について、確定申告・源泉徴収の際には表中の税率とは別に 2.1％の復興特別所得税が課
せられます。（注２）平成 28 年 1 月 1 日から特定公社債等も特定口座で計算される所得の対象として受入可能です。特定公社債等の
利子等は、利子割（住民税５％）の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象になります。（注３）源泉徴収選択特定口座内の特定
公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象になります。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

（注１）給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族（16
歳未満の扶養親族を含む）に係る「親族関係書類・送金関係書類」
を扶養控除等申告書に添付・提示している場合は除く。

（注２）16 歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課
税限度額制度（人的非課税制度）の適用を受けるものも含む。

確定申告会場

税の申告には

マイナンバーが必要です
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問 市民税課 ☎435-1036

通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー制度
など、マイナンバーに関するお問い合わせは

マイナンバーコールセンター
☎ 0120-95-0178（無料）

平日／９時 30 分～ 20 時

土・日・祝日／９時 30 分～ 17 時 30 分

市ＨＰ（ID：1002670）

個人住民税 は 平成 29 年度分 から

市ＨＰ（ID：1014185）

本人確認書類の例 

• マイナンバーカード
• 通知カードと運転免許証
• マイナンバー記載の住民票の写しと運転免許証

所得税・復興特別所得税、贈与税 　▶３月 15 日水
個人事業者の消費税・地方消費税 　▶３月 31 日金

　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。

市報わかやま  平成29年２月号 4●● 市 HP のトップから関連ページを検索できます。①ページ番号（ID）を入力 ②表示ボタンをクリック  ●●

• 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式
等（未上場株式等）」の間での損益通算ができな
くなります。

• 平成 28 年１月からは、右の区分による別々の
分離課税制度に改組されます。

区　分
各区分内の
損益通算

各区分内の
繰越控除

特定公社債・上場株式等に係る
譲渡所得等の分離課税（申告分離課税
を選択された上場株式等の配当所得と
の損益通算も可能）

できる できる

一般公社債等・一般株式等（未上場株
式等）に係る譲渡所得等の分離課税

できる できない
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職種（○数字…採用人数） 報酬（月額） 担当課
保健師② 19 万５千円 人事課☎ 435-1019
人権啓発専門員① 15 万２千円 人権同和施策課☎ 435-1058
作業員（不法投棄収集）① 14万８千円 一般廃棄物課☎ 435-1352
作業員（ごみ搬入指導）② 14万８千円 青岸清掃センター☎ 428-4153
犬猫等死体収集業務② 17 万８千円 北事務所☎ 471-1503
ケアプランチェック① 18 万２千円 介護保険課☎ 435-1190
調査員① 19 万５千円 介護保険課☎ 435-1336
主任介護支援専門員① 19 万５千円 地域包括支援課☎ 435-1197

保健師・看護師
（結核支援・相談）①

保健師 19万 5千円
看護師 18万 2千円

保健対策課☎ 488-5118

精神障害支援区分認定調査員② 19 万５千円 保健対策課☎ 488-5117

保健師（乳幼児健診）① 19 万５千円 西保健センター☎ 455-4181

保健師（乳幼児健診）② 19 万５千円
南保健センター☎ 499-5566

看護師（乳幼児健診）① 18 万２千円

就労支援員③ 17 万７千円
生活支援課☎ 435-1205返還金徴収員① 15 万２千円

ケースワーカー支援員① 16 万 7 千円
手話通訳員① 15 万７千円 障害者支援課☎ 435-1060

児童館職員④ 15 万２千円
子育て支援課☎ 435-1329
青少年課☎ 435-1235

家庭教育指導員① ５万６千円 子育て支援課☎ 435-1329
労働相談員① 17 万７千円 産業政策課☎ 435-1040

学芸員① 15 万７千円 和歌山城整備企画課
☎ 435-1044作業員（和歌山公園内清掃）⑤ 14 万８千円

鳥獣被害対策実施隊員① ８万４千円 農林水産課☎ 435-1049
巡視員① 14 万５千円 中央卸売市場☎ 431-3169
作業員（放置自転車撤去）① 14 万８千円 都市整備課☎ 435-1082
作業員（公園清掃）① 14 万８千円 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 万６千円
下水道普及指導員③ 13 万円

下水道普及課☎ 435-1246
下水道事業受益者負担金等徴収員① ５万円 + 能力給

人事課分　問 人事課 ☎ 435-1019

●受験案内／２月１日 水 ～人事課（市役所５階）で配布　●申込／【持参】
２月 10 日 金・13 日 月 【郵送】２月 13 日 月〈必着〉までに人事課へ
●試験日／２月 18 日土　※詳しくは受験案内を参照。

非常勤職員（資格職・技能労務職）採用試験
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07 障害者いきいき事業（平成 29 年度利用者募集）
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●期間／５月～平成30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７日火～３月５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

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
アートフラワー 15 回 第１・３水 10：00～ 10 人
ヨガ　※各回１時間 30 分 15 回 第１・３水 13：30～ 20 人
茶道 15 回 第２・４水 10：00～ 15 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

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～ 20 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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支給内容
●支給月額／ 26,830 円（平成 28 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、✉ shogaishashien@city.wakayama.lg.jp

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 51,500 円
２級 34,300 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／ 14,600 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 水 ～教育政策課（市
役所 11 階）・各担当課で配布　●申込／２
月 14 日火〈消印有効〉までに教育政策課へ　
●試験日／２月 25 日土

人事課分・教育委員会分共通事項
●任期／平成 29 年４月１日～平成 30 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。
●申込先／〒 640-8511 和歌山市七番丁 23
人事課または教育政策課
市ＨＰ（ID：1001150)

職種 報酬（月額） 担当課
校務員⑧ 13 万６千円

教育政策課
☎ 435-1135

園務員① 13 万６千円

学校給食調理
員④

８万５千円

特別支援教育
支援員⑤

13 万２千円
学校教育課
☎ 435-1139

幼稚園保育
補助員③

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。

▶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

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２▶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３▶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
着脱など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を自分でできない

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 ※原則、身体障害者指定医が作成した診断書で判定。

随時！

一緒に和歌山市を

盛り上げましょう！

児童（20 歳未満）に

関する手当のご案内

　　　　　

▶事務補助員の登録
  問 人事課☎ 435-1019
※募集要項は２月１日水～人事課で配布。
登録は３月 11 日土９時 30 分・13 時 30 分
に市役所 14 階大会議室で。

登録！アルバイト募集 アルバイト募集

※募集要項は各担当課で配布

●● 市 HP のトップから関連ページを検索できます。①ページ番号（ID）を入力 ②表示ボタンをクリック  ●●


