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人事課分
問 人事課 ☎ 435-1019

●受験案内／２月１日金～人事課（市役所５階）で配布
●申込／【持参】２月８日金・12 日火 

【郵送】２月 12 日火〈消印有効〉までに人事課あて
●試験日／２月 17 日日
※詳しくは受験案内を参照又は各担当課へお問い合わせください。

教育委員会分
問 教育政策課 ☎ 435-1135

非常勤職員（資格職・技能労務職）採用試験Pic
k Up 
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●受験案内／２月１日金～教育政策課（市役所
11 階）・各担当課で配布
●申込／２月 14 日木〈消印有効〉までに教育政
策課へ
●試験日／２月 23 日土

人事課分・教育委員会分共通事項
●任期／４月１日～ 2020 年３月 31 日。再度任用される場合があります。
●申込先／〒 640-8511　和歌山市役所　人事課または教育政策課
※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（ID：1001150) からもダウンロード可。

職種 報酬（月額） 担当課
校務員⑮ 14 万６千円

教育政策課
☎ 435-1135

学校給食調
理員④ 14 万６千円

幼稚園昼食
調理員①
※要調理師免許

６万２千円

幼稚園昼食
調理員① ６万２千円

特別支援教
育支援員⑦ 13 万７千円 学校教育課

☎ 435-1139

適応教室指
導員② 18 万６千円

子ども支援センター
☎ 402-7830スクール

ソーシャル
ワーカー②

時給
3,500 円

幼稚園保育
補助員① 15 万１千円

教職員課
☎ 435-1196幼稚園保育

補助員（午
後保育）①

15 万７千円

栄養士① 14 万９千円 保健給食管理課
☎ 435-1137

※○数字は採用人数。詳しくは受験案内を参照。

職種（○数字…採用人数） 報酬（月額） 担当課
市民相談員② 14 万円 市民生活課☎ 435-1025

消費生活相談員① 17 万５千円 市民生活課☎ 435-1188

人権啓発専門員② 16 万１千円
人権同和施策課☎ 435-1058

用務員（文化会館の維持管理）① 14万６千円

作業員（不法投棄収集）① 16万円 一般廃棄物課☎ 435-1352

環境教育啓発指導員① 16万４千円 青岸清掃センター☎ 428-4153

主任介護支援専門員① 21 万円 地域包括支援課☎ 435-1197

第三者行為求償専門員① 16 万１千円
国保年金課☎ 435-1215

診療報酬過誤調整員① 14 万１千円

犬捕獲員① 20 万１千円 生活保健課☎ 488-5114

保健師（乳幼児健康診査等）① 21 万円 西保健センター☎ 455-4181

就労支援員③ 18 万８千円
生活支援課☎ 435-1205

医療相談員① 18万円

調査員② 20 万１千円 障害者支援課☎ 435-1060

保健師・看護師①
保健師 21万円

看護師 18万８千円 子育て支援課☎ 435-1329

児童館職員① 16 万１千円

労働相談員① 18 万８千円 産業政策課☎ 435-1040

学芸員① 16 万７千円 和歌山城整備企画課
☎ 435-1044作業員（公園の維持管理）⑧ 16万円

巡視員② 14 万５千円 中央卸売市場☎ 431-3169

作業員（放置自転車撤去）③ 16万円 まちなみ景観課☎ 435-1082

作業員（公園の維持管理）② 16万円 公園緑地課☎ 435-1076

●事務補助員の登録  問 人事課☎ 435-1019

※募集要項は２月１日金～人事課で配布。　　　　
　登録は２月 23 日土９時 30 分・13 時 30 分に　
　市役所７階研修室で。

随時募集中！※募集要項は各担当課で配布

●給食調理員（代替員）・幼稚園昼食調理員（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 14 階）☎ 435-1235
●保育士・保育調理業務員
問 保育こども園課（東庁舎２階）☎435-1064

アルバイト募集！

障害者いきいき事業（2019 年度利用者募集）
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●期間／５月～ 2020 年３月
●対象／身体障害者手帳・特定医療費（指定難病）受給
　者証をお持ちの方 ※機能回復訓練は 65 歳未満の方。
●費用／各教室予定回数× 100 円
●申込／２月５日火～３月３日日の９時～ 17 時に、身
　体障害者手帳・特定医療費（指定難病）受給者証を持
　参のうえ、ふれ愛センターまで。※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。申込締
　切後、定員に達していない教室は　随時募集（一部を
　除く）。
●実施場所・問合先／
　ふれ愛センター（木広町５- １- ９、月曜休み・祝日
　の場合翌日）☎ 433-8866、ＦＡＸ 433-8868
●問合先／障害者支援課 ☎ 435-1060、ＦＡＸ 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（65 歳未満の方）
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 15 回 第２・４火 10：00～ 10 人
華道 15 回 第２・４火 13：00～ 10 人
体操　※各回１時間 30 分 15 回 第２・４火 13：30～ 30 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～ 10 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～ 10 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 13：30～ 10 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～ 20 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～ 10 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）

Pic
k Up 

02 意思疎通支援奉仕員養成講座
内 容 回 数 日 時 定 員

①手話
　入門 22 回

４～９月の金 19：00～20：30 30 人

４～９月の土 10：00～11：30 30 人

②点訳 20 回 ４～ 10 月の土 13：30～15：30 20 人

③朗読 23 回 ４～ 11 月の土 13：30～15：30 20 人

●場所／①ビッグ愛　②③ふれ愛センター
●申込／２月 22 日金〈必着〉までに郵送・持参・メールで
　申込用紙を提出
●申込・問合先／障害者支援課☎ 435-1060、ＦＡＸ 431-2840、
　✉ shogaishashien@city.wakayama.lg.jp
　※要テキスト代。申込用紙は障害者支援課・ふれ愛センター
　　で配布・市 HP（ID：1012438）で。
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03 和歌山での就職を応援します

　　　●日時／３月５日火 13 時～ 16 時
　　　●場所／京都テルサ東館３階 A・B・C 会議室
　　　●日時／３月 16 日土 13 時～ 16 時
　　　●場所／大阪産業創造館
　　　●日時／３月 20 日水 13 時 30 分～ 16 時
　　　●場所／東京新卒応援ハローワーク
●対　象／ 2019 年・2020 年春に大学、大学院、
　高専、短大、専門学校卒業予定者、一般求職者
●問合先／和歌山県経営者協会☎ 497-8001

わかやま就職フェア in 京都・大阪・東京
「和歌山県就活サイクルプロジェクト」合同企業説明会
●日時／２月 12 日火 13 時～ 16 時
●場所／和歌山ビッグ愛（手平２- １- ２）
●対象／結婚や出産等で離職した女性、定年退職した方、
　　　　県外からのＵターン等の再就職希望者
　　　　※事前申込で受付がスムーズになります
●申込・問合先／和歌山県再就職支援センター
　☎ 421-8080、ＦＡＸ 424-0230

再就職支援センターのＨＰで、
参加予定企業の情報を掲載しています。

京都

大阪

東京

※参加無料、予約不要、入退場自由

首都圏や近畿圏に住む
ご家族やお友達にも

ぜひお知らせください！
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南
みなかた

方  紬
つむぎ

ちゃん
H29.12.8 生（朝日）

わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名前（ふりがな） ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メール
アドレスを記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で
掲載します。市 HP のトップにもランダムに表示します。
※写真データは１MB 以上。プリント写真の郵送も可。

あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp

同
ど う ま

馬  なつはちゃん
H28. ７.19 生（黒田）

三
み た

田  明
あきのり

徳ちゃん
H30.12.12 生（湊本町）

幸
こうぜん

前  絢
あ や と

士ちゃん
H28.12.11 生（北野）

滝
たきもと

本  果
か ほ

穂ちゃん
H29. ６. ６生（堀止西）

岡
お か の

野  万
ま ひ な

日菜ちゃん
H30. ３.13 生（栄谷）

平成 31 年度の主な税制改正Pic
k Up 

07 問 市民税課 ☎435-1036
市 HP（ID：1018514）

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

医療費控除・医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）の申告時における「明細書」の添付義務化
平成 30 年度から創設されている医療費控除・医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）のいずれか
適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」
を申告書提出の際に添付する必要があります。また、明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確
定申告期限から５年間、申請者自身で保存する必要があります。ただし、経過措置として所得税は 2019 年度分、
個人住民税は 2020 年度分までは、明細書の添付の代わりに医療費等の領収書の添付・提示で申告可能です。
※医療費控除を申告される方はあらかじめ計算し、明細書への記入をお願いします。

（表１）

納税義務者の合計所得金額 900 万円以下
900 万円超～

950 万円以下

950万円超～

1,000万円以下

控除対象配偶者（70 歳未満） 33 万円 22 万円 11 万円

老人控除対象配偶者（70 歳以上） 38 万円 26 万円 13 万円

（表２）

900 万円以下
900 万円超～

950 万円以下

950万円超～

1,000万円以下

380,001 円～ 900,000 円 33 万円 22 万円 11 万円900,001 円～ 950,000 円 31 万円 21 万円

950,001 円～ 1,000,000 円 26 万円 18 万円 ９万円

1,000,001 円～ 1,050,000 円 21 万円 14 万円 ７万円

1,050,001 円～ 1,100,000 円 16 万円 11 万円 ６万円

1,100,001 円～ 1,150,000 円 11 万円 ８万円 ４万円

1,150,001 円～ 1,200,000 円 ６万円 ４万円 ２万円

1,200,001 円～ 1,230,000 円 ３万円 ２万円 １万円

1,230,001 円以上（給与収入 2,016,000 円以上） ０円 ０円 ０円

配偶者控除の控除額が改正されたほか、

• 納税義務者の合計所得金額が
1,000 万円を超える場合には、配
偶者控除の適用を受けることができ
なくなりました。（表１）

• 対象となる配偶者の合計所得金額が
38 万円超 123 万円以下とされまし
た。また、納税義務者の合計所得金
額が 1,000 万円を超える場合には、
配偶者特別控除の適用を受けること
ができません。（表２）

納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額

お
知
ら
せ

問 市民税課 ☎435-1036市・県民税の申告をお忘れなくPic
k Up 
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場所 受付日

紀伊支所 ２/13 水
小倉支所 ２/14 木
安原支所 ２/15 金
岡崎支所 ２/18 月
西山東支所 ２/19 火
加太支所 ２/20 水
直川支所 ２/21 木

場所 受付日
和佐支所 ２/22 金
西脇支所 ２/25 月
東山東支所 ２/26 火
有功支所 ２/27 水
西和佐支所 ２/28 木
川永支所 ３/ １金
山口支所 ３/ ４月

確定申告はお早めに！

Pic
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05 問 和歌山税務署 ☎ 424-2131（音声案内 [２] を選択）

受付期間

２月 18 日月～３月 15 日金

２月１日金～３月 15 日金

▶

▶

所得税・復興特別所得税

贈与税

※マイナンバーの記載と本人確認書類の提示か写しの添付が必要

①印鑑　②前年の収入を明らかにできるもの（年金・給与
の源泉徴収票など）③マイナンバーカードまたはマイナン
バー通知カードと本人確認書類

●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。
右の各支所では、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

郵送でも申告ができます

申告は、持参する方法以外に郵送でも可能で
す。申告用紙と必要な書類等を市民税課あて
に郵送してください。※申告用紙には電話番
号を必ず記入してください
〒 640-8511　和歌山市役所　市民税課あて

市 HP（ID:1001428）で
申告書の作成ができます。

必ず必要な書類は？

控除申告に使える主な書類って？

●社会保険料（国民健康保険料や国民年金保険料、介護保
　険料など）の納付証明書・領収書
●生命保険料、地震保険料の控除証明書
●障害者手帳等（本人・扶養家族が該当する場合）
●医療費控除の申告をされる方は、医療費控除の明細書
※詳しくはP. ７「平成 31年度の主な税制改正」をご覧
　ください。

平成31年１月１日現在、和歌山市に住所がある方は、申
告の必要があります。しかし、次のいずれかに該当する人
は、申告の必要はありません。
①税務署に所得税の確定申告書を提出された方　②給与所
得のみの方で、勤務先から本市へ給与支払報告書の提出が
ある方　③公的年金等に係る所得のみの方で、控除の追加
が必要でない方　④市・県民税が非課税となる方（ただし、
課税証明書等を発行する予定のある方は申告が必要。）

申告が必要な人とは？

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。プリンタで印刷して、郵送で
提出するほか、e-Tax（電子申告）を使えばデータ送信
で提出できます。※平成 30 年分の確定申告からＩＣカー
ドリーダライタ等をお持ちでない方も「ＩＤ・パスワー
ド方式による e-Tax」を利用できるようになりました。

申告書の作成を自宅で！

医療費控除を適用する場合は、「医療費控除の明細書」
の添付が必要です。
※領収書は自宅で 5 年間保存する必要があります

「医療費控除の明細書」の作成を！

和歌山税務署 ２階会議室

２月 18 日月から開設
申告相談の受付は 16 時まで申告会場

▶

●所在地／二番丁３（和歌山地方合同庁舎）
※駐車場は他官庁と共用のため、期間中は特に混雑し
　ます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
※混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合が
　あります。

和歌山税務署内にマイナンバーカード申請窓口を開設し
ます。会場では無料で写真撮影を行います。
※申請からマイナンバーカードの交付まで約
　１か月かかります
※実施日及び詳細は、市 HP でご確認くださ
　い（出張窓口は常設ではありません）。

マイナンバーカード出張窓口 問市民課 ☎ 435-1027

Q.

A.

公的年金等のみを受給している場合も申告は必要？

Q.

公的年金等の収入額が 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、控除の追加等がある場
合は、住民税の申告が必要な場合があります。

A.

A.
Q.

Q.

A.
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