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01 会計年度任用職員 採用選考試験
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03 確定申告はお早めに！

２月 17 日月～３月 16 日月

２月３日月～３月 16 日月

※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

申告会場

和歌山税務署 ２階会議室

●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。

試験区分（○内は採用人数）

浄書員②

市民相談専門員④
消費生活相談員②

市民生活課
☎ 435-1045

市民相談員①

男女共生推進課
☎ 436-8704

訪問調査員③

人権同和施策課
☎ 435-1058

レセプト点検員①
返還金徴収員①
ケースワーカー支援員⑪
調査員②
労働相談員⑤
医療相談員④
手話通訳員②
調査員⑪
児童館事務員⑰
家庭教育指導員④
看護師①
保育士③

人権教育相談員①
用務員⑨
環境教育啓発指導員①
作業員①

Pi

問市
 民税課 ☎ 435-1036
市 HP（ID：1022034）

場所
西山東支所
小倉支所
安原支所
和佐支所
紀伊支所
加太支所※

※昨年までと受付時間が変更になっている支所があります。

指導監査事務員③

受付日
２/12 水
２/13 木
２/14 金
２/17 月
２/18 火

場所

岡崎支所

直川支所※
東山東支所※
川永支所
西和佐支所※

２/28 金
３/ ２月

Q

控除申告に使える主な書類って？

Q

申告が必要な人とは？

A

A

令和２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。
）

●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・扶養親族が該当する場合）
●医療費控除の申告をされる方は、医療費控除の明細書

公的年金等のみを受給している場合も申告は必要？
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。

郵送でも申告ができます

認定調査事務員①

２/26 水
２/27 木

A

西脇支所

有功支所
山口支所※

員②

２/25 火

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 が必要です。

２/19 水
２/20 木

３/ ３火

市 HP
（ID:1001428）で
申告書の作成ができます。

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

◦◦ 和歌山市役所 ☎ 073-432-0001
（代表） 〒640-8511 和歌山市七番丁23 ◦◦

環境政策課
☎ 435-1114
青岸清掃センター
☎ 428-4153
指導監査課
☎ 435-1319

介護保険ケアプラン点検

受付日

必ず必要な書類は？

一般廃棄物課
☎ 435-1352

介護保険料徴収員②

２/21 金

Q

市報わかやま 令和２年２月号

環境教育啓発指導員①

※印がある支所は９時30分～13時

歯科衛生士②
管理栄養士①
保健師②
看護師②
保健師または看護師⑦
発達相談員①
助産師②

保健師①

人権啓発専門員③

●受付時間／９時30分～12時、13時～16時

所得税の確定申告は不要でも、市・県民税の申告が必要
な場合があります。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。

総務課
☎ 435-1018

試験区分（○内は採用人数）

職員厚生課
☎ 435-1020

環境教育啓発指導員①

●住民税の申告

担当課

障害者を対象とした事務 人事課
☎ 435-1019
員③

▶マイナンバーカードと IC カードリーダライタ等をお持ちでない
方も、
【専用の ID とパスワード】があれば e-Tax が利用可能です。
▶専用の ID とパスワードの発行をご希望の方は、本人確認書類を
お持ちの上、最寄りの税務署へお越しください（発行所要時間は約
５分）
。

04 市・県民税の申告をお忘れなく

5

※勤務条件等、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。

国 税 庁 HP（http://www.nta.go.jp）
確定申告
「確定申告書等作成コーナー」で確
定申告書を作成できます。
作成した確定申告書は、
e-Tax（電子申告）を使えば、
ご自宅からデー
タで送信（提出）できます！
また、ご自宅のプリンタで印刷して郵送等で税務署へ提出すること
もできます。
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●任期／４月１日～令和３年３月 31 日

介護保険課
☎ 435-1190

試験検査補助員②

用務員④

母子福祉指導員②

認定審査事務員①

児童虐待相談支援員①
虐待対応専門員⑦

調査員㉛

児童相談員③

認知症地域支援推進員① 地域包括支援課
☎ 435-1197
主任介護支援専門員①

労働相談員①

レセプト点検員④

通訳員②

国保年金課
第三者行為求償専門員②
☎ 435-1215
保健師または管理栄養士③
動物愛護指導員①
犬捕獲員④
精神保健福祉相談員②
調査員②
看護師③

国際戦略専門員①
学芸員④

動物愛護管理セ
ンター
☎ 488-2032

作業員⑨

保健対策課
☎ 488-5115

巡視員②

学芸員①

作業員②

担当課

地域保健課
☎ 488-5120

衛生研究所
☎ 453-0055
高齢者・地域福
祉課
☎ 435-1063

試験区分（○内は採用人数）

作業員⑥
作業員⑥

公園緑地課
☎ 435-1076

校務員㊹
調理員（小学校）⑧
園務員①
調理員（幼稚園）①
※要調理師免許
調理員（幼稚園）①
児童館事務員⑧
留守家庭児童会指導員③

障害者支援課
☎ 435-1060
子育て支援課
☎ 435-1329
こども家庭課
☎ 435-1219
こども総合支援
センター
☎ 402-7830
産業政策課
☎ 435-1040

教育政策課
☎ 435-1135

青少年課
☎ 435-1235
読書活動推進課
☎ 428-1376

司書①
生活支援課
☎ 435-1205

担当課

まちなみ景観課
☎ 435-1082

特別支援教育支援員㊼
特別支援教育支援補助員㉒ 学校教育課
（小・中・義務教育学校・高等学校）
☎ 435-1139
外国語指導助手⑨
（小・中・義務教育学校・幼稚園）

適応指導教室指導員⑤
スクールカウンセラー①
スクールソーシャルワー
カー⑨
司書（学校）①
就職支援相談員①
幼稚園保育補助員㉕
特別支援教育支援補助員③

子ども支援セン
ター
☎ 402-7830

教職員課
☎ 435-1196

（幼稚園）

栄養士⑰
学校事務員①
外国語指導助手①

（市立高校）

保健給食管理課
☎ 435-1137
市立和歌山高等
学校
☎ 461-3690

国際交流課
☎ 435-1010

作業員①
下水道普及活動員①

和歌山城整備企
画課
☎ 435-1044

試験検査補助員①

※表の内容は予定です。変更する可能性があ
りますので、必ず受験案内でご確認ください。

市立博物館
☎ 423-0003

※応募は１つの試験区分に限ります。
（事務補
助員への登録は可）
。

中央卸売市場
☎ 431-3161

企業総務課
☎ 435-1124

※免許（資格）について、令和２年３月 31 日
までに取得見込みの方を含みます。取得でき
なかった場合は採用されません。
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02 会計年度任用職員（事務補助員）登録者募集

Pi

▶

２月 17 日月から開設
申告相談の受付は 16 時まで

●申込／２月 10 日月までに担当課へ持参・郵送〈消印有効〉

申告書の作成を自宅で！

贈与税

▶

●受験案内／担当課で配布または市 HP（ID：1026463）でダウンロード。

２か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の
雑所得がある方など、e-Tax のスマホ専用画面をご利
用いただける方の範囲が広がりました。

所得税・復興特別所得税
▶

問 和歌山税務署 ☎ 424-2131
（音声案内 [２] を選択）

スマホでかんたん申告！

受付期間

※掲載している行事・イベントは、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中止や延期になってい
る場合があります。最新の開催予定については、各担当課まで一度お問い合わせ下さい。

問 人事課 ☎ 435-1019

●募集要項／人事課（市役所５階）で配布または市 HP（ID：1002816）でダウンロード。
●申込／２月 18 日火までに人事課へ持参・郵送〈消印有効〉
●登録日時／２月 29 日土または３月１日日のうちいずれか１日

●登録有効期間／４月１日～令和３年３月 31 日

※勤務条件等、詳しくは受験案内を参照又は人事課へお問い合わせください。
◦◦ 市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦

市報わかやま 令和２年２月号

4

まちの話題
My Town Top
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※掲載している行事・イベントは、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中止や延期になってい
る場合があります。最新の開催予定については、各担当課まで一度お問い合わせ下さい。
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05 令和元年度 チャレンジ新商品

ics

問 商工振興課 ☎ 435-1233

本市では、令和元年度４事業所４商品をチャレンジ新商品として認定し、「タン練くん」が令和元年度チャレ
ンジ新商品グランプリに選ばれました。いずれも開発者の意気込みが感じられる魅力的な商品です。

タン練くん

グランプリ

哺乳瓶様の吸い口を持つ喉

新成人、大人への新たな一歩

１/ ５日

令和２年 和歌山市はたちのつどい

ニコいち！
！和歌山カレー
シニア層向けに小分け（1

頭蓋訓練具。内容物を飲む
（写真左から）尾花市長、HYDE 氏の友人の子供、HYDE 氏

アジサイ植樹

熊野牛カレーと和風の紀州

舌圧を供給する乳首様のシ

うめどりカレーの 2 種類が

リコンゴムを有し、咽頭蓋

HYDE 氏、約束のアジサイ植樹
ふるさと観光大使 HYDE 氏

食 90 グラム）し、欧風の

ことによって訓練。適切な

セットになっている商品。

の調整・管理を行う商品。

１/14 火

【事業者名】株式会社サンフレックス（屋形町 3-24）☎ 427-2555
HP：http://www.s-flex.co.jp/

【事業者名】株式会社リハートテック（新庄 490）☎ 460-9805
HP：https://rehearttek.com/

L'Arc 〜 en 〜 Ciel（ラルク アン シエル）のボーカルやソ

ロでも大活躍されている HYDE 氏が、昨年１月の和歌山市

和歌のめぐみプレミアム

ふるさと観光大使委嘱時の尾花市長との約束通り、森林公園
でアジサイを植樹されました。

無線式橋梁たわみ計測装置
４D Sensor for Bridge

県内の厳選果汁と蔵人が技

森林公園は HYDE 氏が幼いころによく遊んだ思い出の地

インフラ構造物のたわみ・

術の粋と情熱を傾けて醸し

でもあり、現在は、地元の方々が「日本一のアジサイ園」を

ひずみ等に対して、離れた

た「純米大吟醸」を味のア

目指して、毎年アジサイの植樹祭を行っています。

ところから変位を計測でき

クセントに使った最高級プ

今年も「はたちのつどい」が県民文化会館で開催され

るシステムを搭載した装置。

レミアムリキュール。

ました。式典で、尾花市長が「新しいことに勇気を持っ

【事業者名】株式会社 世界一統（湊紺屋町 1-10）☎ 433-1441
HP：http://www.sekaiitto.co.jp/

て、果敢に挑んでほしい」と声援を送り、新成人代表は

【事業者名】４D センサー株式会社（梅原 579-1）☎ 454-1004
HP：http://4d-sensor.com/

「大好きな和歌山市の魅力を多くの方に伝えるよう頑張
りたい」と誓いのことばを述べました。
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新成人は、1999 年４月２日から 2000 年４月１日

手話・点訳・朗読に関する基礎知識や実技を学びませんか？

Pi

06 意思疎通支援奉仕員養成講座

までに生まれた男女で、市内で 3,608 人が大人として
の門出を迎えました。

●場所／①ビック愛６階
すくすく育ってね

和歌山市のこどもたち

②③ふれ愛センター

●申込／２月３日月～ 21 日金〈必着〉に郵送・持参・
わかっこ

メールで申込用紙を提出。
●申込・問合先／障害者支援課（東庁舎１階）
✉shogaishashien@city.wakayama.lg.jp

３歳未満のお子さん写真大募集！

※要テキスト代。申込用紙は障害者支援

❶名前（ふりがな）❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メール

課窓口または市 HP（ID：1012438）で。

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。

元日の和歌山城
１/ １水

が天守閣を訪れました。和歌山城を周回する「新春つれもて
歩こう走ろう会」には約 2,100 人が参加。参加者たちはそ
H30. ３.15 生（粟）

まえ ぼう

ぜん

前坊 然ちゃん

H31.3.26 生（つつじが丘）

れぞれのペースでゴールを目指していました。

また、子年にちなみ、和歌山城公園動物園で「子」の仲間

であるカピバラを展示。改元後に初めて迎えた新年に、花を
添えてくれました。
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市報わかやま 令和２年２月号

30 人

22 回 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

職業生活や就職活動における悩みなど、労働相談員が電話や窓

令和最初の初日の出を和歌山城から眺めるため、多くの方

と

定員（抽選）

Pi

2020 年

天守閣で初日の出を
第 41 回新春つれもて歩こう走ろう会など

こ

時間

22 回 ４～９月の金 19：00 ～ 20：30

①手話
入門

07 無料労働相談のおしらせ

あて先▶広報広聴課 koho@city.wakayama.lg.jp

さい ごう

期間
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※写真データは１MB 以上。プリント写真の郵送も可。

西郷 琥斗ちゃん

講座名 回数

問 障害者支援課 ☎ 435-1060
FAX 431-2840

口で相談に応じます。労働に関する不安や疑問があれば、まずは

問 産業政策課（市役所 10 階）☎ 435-1040
一人で悩まず 、
一緒に考えましょう！

お気軽にお電話ください。
●利用時間／月～金曜日

９時～ 17 時

※祝休日を除く

●相談方法／電話または面談
※面談を希望される方は、
前日までに電話で予約状況をご確認ください。
※相談内容は秘密厳守で他に漏れることはありません。
※就職の斡旋は行っていません。

◦◦ 市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦

市報わかやま 令和２年２月号

6

