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あなたの力を
市政のために 会計年度任用職員を募集あなたの意見を

お寄せください 第２期弘前市子ども・子育て支援事業計画（改訂案）
への意見募集（パブリックコメント）

（改訂案）に利害関係を有する人
▼提出方法　指定の様式に、氏名（法人等の場合
は名称および代表者氏名）、住所、在住・在学の
別（任意様式の場合は対象①～⑥のいずれか）、
件名（任意様式のみ「第２期弘前市子ども・子育
て支援事業計画（改訂案）への意見」など）を記
入し、次のいずれかの方法で提出してください。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、こど
も家庭課宛て
❷こども家庭課へ直接持参（平日の午前８時 30
分～午後５時）
❸ファクス…39-7003
❹Eメール…kodomokatei@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総
合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民
生課、市民課駅前分室・城東分室、各出張所
※記入漏れがある場合は意見として受け付けでき
ませんので、ご注意ください。また、電話など口
頭では受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、改訂
案策定の参考とするほか、後日集約し、氏名・住
所を除き、対応状況を市ホームページで公表しま
す／個別回答はしませんのでご了承ください。
■問い合わせ先　こども家庭課保育係（☎ 35-
1131）

　子ども・子育て支援法に基づき策定された「第
２期弘前市子ども・子育て支援事業計画」について、
第２期計画策定時の見込みと実績に隔たりが見ら
れることから、現状に即した子ども・子育て支援
体制の確保を図るため、計画の中間年である令和
４年度に、令和５年度・６年度の計画見直しを行
います。このたび改訂案がまとまりましたので、市
民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブ
リックコメント（意見公募手続き）を実施します。
▼募集期間　１月16日（月）～２月15日（水・必着）
▼閲覧方法
○市ホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（平日の午前８時30分～午後
５時）
こども家庭課（市役所１階）、岩木総合支所総務
課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字
野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒロロ３階）、
市民課城東分室（末広４丁目、総合学習センター
内）、各出張所
※市民課駅前分室は、土・日曜日、祝日も閲覧可。
▼対象　①市内に住所を有する人／②市内に事務
所または事業所を有する個人および法人その他の
団体／③市内の事務所または事業所に勤務する人
／④市内の学校に在学する人／⑤本市に対して納
税義務を有する人または寄付を行う人／⑥本計画

国民健康保険に加入している皆さんへ
　国保加入世帯員の中に市民税県民税の未申告
者がいる場合は、保険料や高額医療費の自己負
担限度額が高くなる場合があります。世帯主ま
たは加入世帯員で、次の①と②に該当する人も
申告が必要です。
①非課税収入（障害年金・遺族年金・失業保険
など）のみの人／②収入が無かった人
▼申告期限　３月15日（水）
　詳細は、本紙と同時配布の「令和５年度市民
税県民税申告のお知らせ」をご覧ください。
■問い合わせ先　国保に関すること…国保年
金課国保保険料係（☎ 40-7045）／申告に関
すること…市民税課市民税第二・第三係（☎
40-7025、40-7026）

令和４年分公的年金等の源泉徴収票を送付
　老齢・退職を支給事由とする日本年金機構か
らの年金を受給している人全員に、令和４年２
月支払い分～ 12月支払い分まで（令和５年１
月に支払いがあった人は１月支払い分まで）の
金額を記載した源泉徴収票が１月中旬から順次
送付されます（障害年金や遺族年金は非課税所
得であるため、源泉徴収票は送付されません）。
　また、令和４年分の源泉徴収票の再交付は、
１月から申請を受け付けています。
■問い合わせ先　ねんきんダイヤル（☎
0570-05-1165）／弘前年金事務所（☎ 27-
1339）

年金と             に関するお知らせ

申告漏れに
ご注意を！

国保

◎こども家庭課健全育成係
（〒 036-8551、上白銀町１の１、
市役所１階、☎ 40-7038）
【放課後児童支援員】
■■業業 放課後児童クラブ（なかよし会）
に係る業務　■■人人 30 人　■■時時 週 30 時
間（学校の長期休業期間中は週 40
時間）程度、または週 20 時間程度
■■所所市内の放課後児童クラブ（なかよ
し会）　■■期期１月 31 日（火・必着）　
■■資資高卒以上　■■特特履歴書はこども家庭
課で配布（市ホームページにも掲載）
している様式を使用

◎スポーツ振興課
（〒 036-8551、上白銀町１の１、
市役所４階、☎ 40-7115）
【スポーツ指導員】
■■業業スポーツ教室の開催など　■■人人１人
■■時時午前９時～午後３時 45 分　■■休休週
休２日、祝日、年末年始　■■所所温水プー
ル石川ほか　■■期期２月３日（金・必着）

◎生活福祉課
（〒 036-8551、上白銀町１の１、市
役所１階、☎ 35-1111〈内線 519〉）
【専任面接員】
■■業業生活保護に関する相談・面接　■■人人
２人　■■資資次の①・②いずれかに該当
する人…①社会福祉主事の任用資格
を持ち、社会福祉行政や施設等での
相談業務の実務経験が３年以上ある
人、②社会福祉士もしくは精神保健
福祉士の有資格者で、相談業務の実
務経験が１年以上ある人
【被保護者就労支援員】
■■業業生活保護受給者への就労相談・支
援　■■人人２人　■■資資就労相談などの実務
経験があり、普通自動車運転免許を
取得している人
【介護支援専門員】
■■業業生活保護の要介護認定調査・ケア
プラン点検など　■■人人１人　■■資資介護支

援専門員の有資格者で、要介護認定
調査の経験があり、普通自動車運転
免許を取得している人
～共通事項～
■■時時午前８時 30 分～午後５時のうち
実働６時間（週 30 時間）　■■休休 土・
日曜日、祝日、年末年始　■■所所生活福
祉課　■■期期１月 31 日（火・必着）

◎地域交通課交通政策係
（〒 036-8551、上白銀町１の１、
市役所３階、☎ 35-1102）
【自転車放置防止指導員】
■■業業弘前駅中央口周辺の自転車放置等
に対する指導・警告・撤去・運搬な
ど　■■人人２人　■■時時午前 10 時～午後４
時 45 分（週 30 時間／シフト制）
■■休休土・日曜日、祝日（一部土日出勤
あり）　■■所所弘前市役所、弘前駅周辺
■■期期２月２日（木・必着）　■■特特雇用期間
は令和５年４月１日～ 11 月 30 日、
令和６年３月１日～３月 31 日

◎企画課人口減少対策担当
（〒 036-8551、上白銀町１の１、
市役所２階、☎ 40-7121）
【出愛コーディネーター】
■■業業 ひろさき広域出愛サポートセン
ターの運営業務　■■人人 １人　■■時時 午前
10 時～午後７時のうち実働６時間

（週 30 時間／２交替制）　■■休休日・月
曜日、祝日、年末年始　■■所所ひろさき
広域出愛サポートセンター（駅前町、
ヒロロ３階）　■■期期２月３日（金・必着）
■■資資パソコンの一般操作ができること
／婚活支援や相談業務の経験がなく
ても応募可。

◎健康増進課
（〒 036-8711、野田２丁目７の１、弘
前市保健センター１階、☎ 37-3750）
【保健師（または看護師）】
 ■■業業健康セルフチェックコーナー・健

康相談・健康広場の施設管理など
■■人人２人　■■時時午前８時 30 分～午後６
時 15 分のうち実働６時間（週 30
時間／シフト制）　■■休休週休２日（火
曜日およびシフトで決定）　■■所所健康
広場（駅前町、ヒロロ３階）　■■期期 ２
月３日（金・必着）　■■資資 保健師（ま
たは看護師）の資格があること　■■特特
履歴書に保健師免許証（または看護
師免許証）の写しの添付が必要

◎収納課
（〒 036-8551、上白銀町１の１、
市役所２階、☎ 40-7032）
【納税促進員】
■■業業市税等の未納がある人に対する納
税勧奨業務　■■人人 ４人　■■時時 午前８時
30 分～午後８時のうち実働６時間

（週 30 時間）　■■休休土・日曜日、祝日、
年末年始（月１回程度日曜出勤あり）
■■所所収納課　■■期期２月６日（月・必着）　
■■特特応募の前に必ず募集要項を確認

◎就労自立支援室
（〒 036-8003、駅前町９の 20、
ヒロロ３階、☎ 36-3776）
【アウトリーチ支援員】
 ■■業業自立支援のための訪問相談、各種
制度利用の支援など　■■人人１人　■■資資パ
ソコンの一般操作ができること／普
通自動車運転免許を取得している人
／社会福祉主事の任用資格などがあ
ればなお可
【就労準備支援員】
 ■■業業就労準備が必要な人への支援など
■■人人１人　■■資資パソコンの一般操作がで
きること／就労支援や就労準備支援
業務の実績経験があればなお可
～共通事項～
■■時時午前８時 30 分～午後５時のうち
実働７時間（週 35 時間）　■■休休 土・
日曜日、祝日、年末年始　■■所所就労自
立支援室　■■期期２月６日（月・必着）

～すべての募集の共通事項～
▼雇用期間　令和５年４月１日～令和６年３月 31 日（更新の場合あり）
▼応募方法　市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を添付の上、各課室に郵送または持参してください。
▼選考方法　履歴書による書類選考、個人面接
※そのほかの詳細は、各課室で配布（または市ホームページに掲載）している募集要項をご確認ください／令和５年度
の予算成立状況によって一部の募集の中止や採用の取りやめをする場合があります。
■問い合わせ先　業務内容について…各課室へ／雇用条件について…人事課人事研修係（☎ 35-1119）

■■業業…業務内容　■■人人…定員　■■時時…勤務時間　■■休休…休日　■■所所…勤務地　■■期期…応募期限　■■資資…応募資格　■■特特…特記事項など


