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企業・団体の方へ

求職中の方へ

日本語教室へ補助金を交付
日本語を母語としない方向けに、市
内で日本語教室を実施している民間
非営利団体に補助金を交付します。
補助金額は１団体１５万円を限度に、
対象経費の２分の１以内。�日本語
教師の有資格者を含む５人以上で構
成された市内の民間非営利団体
���で国際交流プラザか市�にあ
る申込書を国際交流プラザ（〒５９０―
００７７ 堺区中瓦町１丁４―２４ �３４０
―１０９０ �３４０―１０９１）へ。
受付期間は６月１～３０日（必着）。選
考あり。

障害者雇用に積極的な
企業を支援
障害者雇用に積極的に取り組む市内
企業を「堺市障害者雇用貢献企業」と
して認定し、支援します。
�市内に本社のある従業員３００人以
下の法人か個人
支援内容は、市�を活用した企業情
報の発信や奨励金の交付（年間１０～
３０万円。要件あり）など。
申請方法は市�参照。締め切りは７
月３０日（必着）。審査あり。
�雇用推進課（�２２８―７４０４ �２２８―
８８１６）

大阪府介護支援専門員
実務研修受講試験
介護支援専門員（ケアマネジャー）の
実務研修受講試験を行います。
日程１０月１０日（日）
詳しくは６月１～２８日に府地域福祉
推進財団�か府保健所、区役所地域
福祉課などにある試験要領参照。
�大阪府地域福祉推進財団（�０６―
６７６３―８０４４ �０６―４３０４―２９４１）か区役
所地域福祉課（��区１ページ）、市
介護保険課（�２２８―７５１３ �２２８―
７８５３）

食品衛生法改正による
営業届出をお忘れなく
食品衛生法の改正により、営業届出
制度が創設されました。
生鮮食品や温度管理が必要な食品の
販売業、今まで許可が不要だった製
造業などは保健所に届け出が必要と
なります。
詳しくは市�（２次元コー
ド）参照。
�食品衛生課（�２２２―９９２５
�２２２―１４０６）

始めてみよう!Zoom講座
Zoomの基本
的な使い方、
初めての人で
も分かるちょ
っとしたコツ
やテクニック
をオンラインで紹介します。
日時６月１７日（木）１０～１１時３０分
�市内で活動するNPO法人や市民
活動団体 ￥無料 受付期間は６月
１１日まで。�２０人
申込方法は市民活動コーナー（�２２８
―８３４８ �２２８―８３５２）へ。
�市民協働課（�２２８―７４０５ �２２８―
０３７１）

基礎から学べる
クラウド活用セミナー
クラウドの基礎から、実際にビジネ
スで使えるサービスやアプリまで学
べます。Zoomでの受講可。
日時６月１７日（木）１４～１６時
場所堺商工会議所（中百舌鳥駅前）
￥２，２００円
�	
で所在地、事業所名、電話番
号、参加者氏名を堺商工会議所（�
２５８―５５０３ �２５８―５５８０）へ。�５０人
�同会議所か商業流通課（�２２８―
８８１４ �２２８―８８１６）

市が行う入札への
参加登録
入札参加の登録を希望する方は、市
�を参照のうえ、申請してくださ
い。受付期間は６月１～３０日（土・
日曜日を除く）８～２０時。
■建設工事、測量・建設コンサルタ
ント業務
�契約課（�２２８―７４７２ �２２８―７２８９）
■物品調達、業務委託・役務の提
供、賃借・売払い（登録種目の追加
・変更を含む）
�調達課（�２２８―７４７３ �２２８―７２１７）

保育士などの就職を支援
市内の民間保育施設で働きたい方の
就職をサポートします。面談制。
�幼保運営課（�２２８―０１９４ �２２２―
６９９７）
■さかい保育人材情報ポータルサイ
ト
民間施設で働きたい方向けのウェブ
就職サイト（２次元コード）です。

●サイト内で求職登録で
きます
●地図・条件から求人検
索できます
●登録後は、就職相談員と面談し、
就職のあっせんを行います

■保育の出張就職相談会
日時６月２２日（火）１０～１５時
場所イオンモール堺北花田（北花田
駅前）２階
￥無料 直接会場へ
■保育のお仕事相談DAY
日時６月２５日（金）１３～１６時５０分
場所さかい JOBステーション（堺市
駅前 サンスクエア堺内）１人３０分
程度 ￥無料
�	で同ステーション（�０１２０―
２４５１０８ �２３８―４６０５）へ。

職業能力開発講座
介護職員初任者研修講座
介護施設などで働きたい方、知識・
技能を基礎から学べます。
日程７月１３日～９月３０日のうち１７日
間 場所ライフハーモニー介護スク
ール堺なかもず校（北区百舌鳥梅町
１―４―１２） �市内在住の失業中の
方で、ジョブシップさかいの就労相
談（９ページの「今月の相談」参照）を
受けたことがあり、全日程参加でき
る方 ￥無料
申込方法などは、ジョブシップさか
い（�０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１）
へ。申込期間は６月３０日まで。�１５
人

児童福祉施設
就職フェア
堺・泉州地域の児童福祉施設が参加
します。
施設紹介のパネル展示、施設職員や
採用担当者との就職相談コーナー、
職場体験の受け付けなどがありま
す。
日時６月１３日（日）１０時３０分～１６時
場所テクスピア大阪（泉大津市旭町
２２―４５）
￥無料 直接会場へ
�児童心理治療施設あゆみの丘（�
０７２―４４７―１２００）か子ども家庭課（�
２２８―７３３１ �２２８―８３４１）

就職の面接で、本人や家族の出身
地、職業、思想、信条などについて
質問をすることは、就職差別につな
がる恐れがあります。採用選考は応
募者の基本的人権を尊重するととも
に、応募者本人の適性・能力をもと
に行う必要があります。
企業・市民の皆さんのご理解をお願
いします。
�府雇用推進室（�０６―６２１０―９５１８

�０６―６３６０―４７５１）か市人権推進課
（�２２８―７４２０ �２２８―８０７０）
�就職差別１１０番
府では、６月１～３０日（土・日曜
日を除く）１０～１８時、採用面接時
などの差別について電話相談（�
０６―６２１０―９５１８）を行います。
また、電子メール（rodokankyo�g03
@gbox.pref.osaka.lg.jp）での相談も受
け付けます。

発行日までにお届けします。お届けは
午後８時までとなりますので、ご家庭
により宅配時間が異なります。
発行日を過ぎても届かないときは、上
記のフリーダイヤル（宅配業務受託業
者・YDS府下南部地区本部）までご連
絡ください。

�紙面�広告代理店ホープ（�０９２―７１６
―１４０４ �０９２―７１６―１４６７）
�折込広告�YDS 府下南部地区本部
（�２３２―７７７２ �２３２―７７７３）
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学芸課
（�２４５―６２０１ �２４５―６２６３）

障害施策推進課
（�２２８―７８１８ �２２８―８９１８）

子ども育成課
（�２２８―７６１２ �２２８―８３４１）

子ども家庭課
（�２２８―７３３１ �２２８―８３４１）

幼保運営課
（�２２８―７２３１ �２２２―６９９７）

学校給食課
（�２２８―７４８９ �２２８―７２５６）

教職員人事課
（�２２８―７４３８ �２２８―７８９０）

支援教育課
（�２２８―７４３６ �２２８―７４２１）

能力開発課
（�２７０―８１２０ �２７０―８１３０）

堺市立総合医療センター（�２７２―９９６６ �２７２―９９１１）

堺市社会福祉協議会（�２３２―５４２０ �２２１―７４０９）

児童発達支援センター
第１・第２もず園（�２７９―０５００ �２７０―２１２６）
第１・第２つぼみ園（�２９９―２０３１ �２９９―２１００）

堺市学校給食協会（�２９７―５００１ �２９７―４５１０）

勤務地

さかい利晶の杜

健康福祉プラザ

保健センター

区役所、市役所など

幼保連携型認定こども
園

小学校給食調理場巡回

幼稚園 小・中学校
支援学校 高校

小・中学校の支援学級
支援学校

幼稚園

募集職種

学芸員

障害者虐待防止担当

乳幼児健康診査医師【登録
制】

女性相談員

保育教諭（日中、朝夕）
特別支援介助員 看護師
調理 管理栄養士

栄養士

講師【臨時・非常勤】 養護
助教諭【臨時】 栄養士【臨
時】 学校事務【臨時】

学校看護師

預かり保育

一般事務【契約】 メディカ
ルアシスタント【契約】
看護助手【契約・パート】

主任ケアマネジャー

保育士 児童指導員
【いずれもアルバイト】

事務【契約】

働くのは私�
私自身を見てください
６月は就職差別撤廃月間

【 】に雇用形態の表記のあるもの以外は
会計年度任用職員として任用。

市の採用情報はこちら�

宅配もれのお問い合わせ

広告のお問い合わせ

０１２０―２２２―４７２�

さかい ２０情報ひろば広報令和３年（２０２１年）６月１日
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