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04 国民年金保険料の免除 ・ 納付猶予制度
問 国保年金課☎ 435-1055、和歌山東年金事務所☎ 474-1841

産前産後期間の免除制度があります
● 対象／「国民年金第１号被保険者」で、出産日が平

成 31 年２月１日以降の方

● 免除期間／出産予定日または出産日が属する月の前

月から４カ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日ま

たは出産日が属する月の３カ月前から６カ月間。
※ 出産とは、妊娠 85 日（４カ月）以上の出産をいいます。 

（死産・流産・早産された方を含む）

　令和２年２月以降に新型コロナウイルス感染症の
影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減
少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、
国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生
納付特例申請が可能です。

● 対象となる期間／令和２年２月分以降

※ 免除申請前に納付した保険料については、還付の対象と
はなりません。
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問 第 45 回全国高等学校総合文化祭和歌山県実行委員会事務局 ☎441-2702

　７月 31 日土、「第 45 回全国高等学校総合文化祭

（紀の国わかやま総文 2021）」が、いよいよ開幕し

ます。幕開けとなる開会行事（総合開会式・パレー

ド）を和歌山市で開催します。

【和歌山市で開催する行事・部門大会の会場および日程一覧】
開会行事・開催部門 会場 実施日程

開会
行事

総合開会式 和歌山ビッグホエール ７/31 土

パレード けやき大通り ７/31 土

規定
部門

合唱 市民会館 ８/ ６金

吹奏楽 県民文化会館 ８/ ５木～８/ ６金

器楽・管弦楽 県民文化会館 ８/ ２月～８/ ３火

日本音楽 市民会館 ７/31 土～８/ １日

吟詠剣詩舞 市民会館 ８/ ４水

郷土芸能 和歌山ビッグホエール ８/ ３火～８/ ５木

美術・工芸 県立近代美術館・博物館
・県民文化会館 ７/31 土～８/ ４水

小倉百人一首かるた 県立体育館 ８/ ４水～８/ ６金
新聞 開智高等学校 ８/ ３火～８/ ６金

協賛
部門 特別支援学校 県民交流プラザ

和歌山ビッグ愛 ７/31 土～８/ ２月

大会の幕開け！総合開会式
　プロローグ、第１部「式

典」に続き、次年度開催

となる東京都生徒実行委

員や海外の高校生との第

２部「交流」、第３部「開催地発表」をお送りします。

パレード
　総合開会式終了後、け

や き 大 通 り で 行 い ま す。

全 国 か ら 約 2,000 人 の 高

校生が集い、マーチング

バンドの楽器演奏やバト

ン、フラッグによる演技を披露します。

いよいよいよいよ
開幕！開幕！
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の方へ

各種保険料が減額や免除になる場合があります
問 国保年金課（国民健康保険料）☎ 435-1057、介護保険課（介護保険料）☎ 435-1334、 

保険総務課（後期高齢者医療保険料）☎ 435-1062

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のうち、

令和３年度分の保険料であって、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に普
通徴収の納期限（特別徴収では、特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されているもの。

（１） 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡ま
たは重篤な傷病を負った世帯の方

（２） 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の
収入減少が見込まれる世帯のうち、以下の条件に当てはまる方

【国民健康保険料、後期高齢者医療保険料】右の①～③の全て
に該当する方

【介護保険料】右の①と②に該当する方

世帯の主たる生計維持者について、

① 事業収入、不動産収入、山林収入または給与
収入の種類ごとに見た令和３年中の収入のい
ずれかが、令和２年中に比べて 10 分の３以上 
減少する見込みである

② 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和
２年中の所得の合計額が 400 万円以下である

③ 令和２年中の所得の合計額が 1,000 万円以下
である

対象の保険料

対象の方

減免内容
上記（１）に該当する方は全額免除、（２）に該当する方は全部または一部減額

下の（１）または（２）に該当する方
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新型コロナによる社会経済の変化に対応するために

感染対策 ・ 事業の拡充・転換を行う中小企業を支援
問 商工振興課☎ 435-1233

市内中小企業者等が実施する、感染拡大防止対策の取組や事業の拡充 ･ 転換を支援するため、「令和３年度 中小企業 
サポート補助金」を創設します。

対象事業
対象期間に行われた
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために実施する事業
・既存事業またはサービスを拡充するために実施する事業
・既存の事業者が新たな産業分野へ転換するために実施する事業
　※ パソコン・タブレット等の汎用品、マスク・消毒液等の消耗品など 

補助対象とならない経費があります。

●感染拡大防止対策例

アクリル板設置

サーマルカメラ設置支援内容
対象事業の経費に対して

　上限20万円（対象経費の２分の１）
　　※ 詳細は電話・市 HP （ID:1035661） で 

ご確認ください。

対象期間

詳細は
こちら

施設の消毒や抗ウイルス化

　令和３年度分（令和３年７月～令和４年６月分）は７月１日から申請の受付を開始します。

　保険料の未納が続くと、老後に年金を受け取ることができなくなるばかりか、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎

年金を受け取れない場合があります。経済的な理由等により国民年金保険料を納めるのが困難な方は、申請をすることで、

国民年金保険料が免除や納付猶予になる場合があります。　※申請は２年１カ月前の月分までさかのぼって可能です。

●対象／経済的な理由で保険料を納めるのが困難な方、申請を忘れていたために未納期間を有している方等

●申請先／国保年金課（市役所１階 10 番窓口）、各サービスセンター

※以前、申請時に継続審査を希望し、全額免除・納付猶予の承認を受けられた方は申請不要。

高校生たちの活動の様子やイベント情報を発信中！

公式HP Facebook Twitter Instagram YouTube

令和２年９月１日～令和４年１月31日
　※ 既に事業が完了している場合は、令和３年８月31日火までに申請して 

ください。なお、予算の上限に達し次第、受付を終了します。お早め 
に申請してください。
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07 ワールドマスターズゲームズ参加者募集中！

　ワールドマスターズゲームズは、４年ごとに開催されて
いる世界最大級の生涯スポーツの国際総合競技大会です。
第 10 回大会が令和４年５月、関西一円で開催されます。
概ね 30 歳以上であれば誰でも参加OK！メダ
リストを目指してみませんか？

●大会期間／令和４年５月 13 日金～ 29 日日
　　　　　　※種目ごとに日程は異なります
●市で開催される４種目／バレーボール（インドア）・ダンス
スポーツ・セーリング・ウインドサーフィン

●エントリー募集／令和４年２月 28 日月まで
●ボランティア募集／ �10 月 31 日日まで

令和４年４月１日採用予定

和歌山市職員募集 (第２回 )
問 人事委員会事務局 ☎435-1371

● 受験案内／７月１日木～人事委員会事務局・総合案内所（市役所１階）
で配布、市 HP（ID：1002972）でダウンロードできます。

　※ 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（〒 640-8511 七番丁 23）へ郵送。

● 申込締切／８月４日水〈消印有効〉 
※詳細は受験案内・市 HP（ID：1002972）をご覧ください。

試験区分 採用予定 主な受験資格 第１次試験日等

�行政職Ⅰ種 事務職
［UIJ ターン型］ １人

昭和 56 年４月２日～昭和 61 年４月１日生まれ
※�令和３年６月 30 日現在、和歌山県外に在住し、和
歌山県外に本社・本店を置く民間企業や和歌山県外
に本庁所在地を置く公的機関等における常勤の職務
経験が通算して５年以上ある方。

９月 13 日月～ 26 日日
（テストセンター方式によ
る試験）
※�詳細は受験案内をご覧
ください。

�行政職Ⅲ種 事務職 ２人
平成２年４月２日～平成 16 年４月１日生まれ
※�令和４年３月 31 日現在で大学在籍期間が通算３年
を超える方は除く（短大は可）。

９月 19 日日

�資格免許職Ⅰ種
保健師 ２人

昭和 61 年４月２日以降生まれ。資格要件あり。
栄養士 １人

�資格免許職Ⅱ種 保育士 ８人 昭和 63 年４月２日以降生まれ。資格要件あり。

�消防職Ⅲ種 ４人
平成７年４月２日～平成 16 年４月１日生まれ
※�令和４年３月 31 日現在で大学在籍期間が通算３年
を超える方は除く（短大は可）。

��障害者を対象とした行政職事務職 ２人

昭和 46 年４月２日～平成 16 年４月１日生まれ
次の①～③のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳１級～６級の交付を受けている方　
②�療育手帳の交付を受けている方または児童相談所等
により知的障害があると判定された方

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

�技能労務職
環境整備員 ３人 昭和 56 年４月２日以降生まれ
保育調理業務員 ２人

昭和 61 年４月２日以降生まれ。資格要件あり。
学校給食調理員 １人

医師（公衆衛生）募集中！
●�業務内容／保健所での結核予防、感染症予防業務等
●�採用予定／１人
※詳細は受験案内・市HP（ID：1019097）をご覧ください。
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令和４年４月１日採用予定

和歌山市特定任期付職員 (弁護士 ) 募集 問 人事課 ☎435-1019

●採用予定／１人
●主な受験資格／次の①～②のいずれにも該当する方
　①�令和３年７月１日現在で、弁護士として訴訟活動に関す

る実務経験が２年以上ある方
　②司法修習生の修習を終えている方

●選考日／８月下旬予定
●�受験案内／７月１日木～人事課（市役所５階）・総合案内
所（市役所１階）で配布、市HPでダウンロードできます。
●申込締切／８月６日金〈消印有効〉
※詳細は受験案内・市HP（ID：1035672）をご覧ください。

※詳細は大会組織委員会HPをご覧ください。


