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この欄では、就職に関する情報や支援策をお知らせしています。

一般事務臨時職員
４月から市役所（出先機関を含む）での
勤務。雇用期間は最長６カ月で、更に最
長６カ月延長することがあります。3パ
ソコンの基本操作ができる方（職務内容
によって特定の経験・資格などが必要な
場合あり）。
詳しくは市役所市政情報センター、区
役所市政情報コーナー、人事課にある募
集要項・申込書や市ホームページ（アドレ
スは１ページ参照）でご覧になれます。
4-か申込書（市ホームページからダ
ウンロード可）で人事課へ。登録制。
5人事課（!２２８―７９０７ !２２８―８８２３）。

図書館短期臨時職員
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堺区協和町３丁１２８―４ !２４１―６４８１
!２４７―３２０１）へ。7若干名。

幼稚園短期臨時職員
市立幼稚園での預かり保育業務。3幼
稚園教諭免許か保育士資格を持つ方。
勤務先と時間は次のとおり。
/百舌鳥幼稚園（北区百舌鳥赤畑町５
丁７０４）!月・火・木・金曜日は７時３０分
〜９時か１４〜１９時、水・土曜日・長期休
業中は７時３０分〜１３時３０分か１３〜１９時の
交代制。
/北八下幼稚園（北区南花田町３４５）、
八田荘幼稚園（中区八田寺町２３１）、白鷺
幼稚園（東区白鷺町２丁８―２）!月〜金
曜日、１４時（水曜日は１１時３０分、長期休
業中は８時３０分）〜１８時３０分の交代制。
410で履歴書（市販）を幼児教育支援
室（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !
２２８―７６３５ !２２８―７８９０）へ。登録制。

いずれも市立図書館での勤務。登録
アルバイト栄養士
制。3司書か司書補の資格を持つ方（"
市立小学校数校を巡回勤務。勤務は週
は３月までに取得見込みも可、#は履修
５日、８〜１３時か週４日、８〜１４時。3
中も可）。
"４月からの勤務。雇用期間は６カ月 管理栄養士か栄養士の資格を持つ方。
410で履歴書（市販）を保健給食課
で、更に最長６カ月延長することがあり
（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―
ます。
#土・日曜日、祝休日や繁忙期の短期 ７４８９ !２２８―７２５６）へ。登録制。
間。
適応指導教室
5中央図書館（!２４４―３８１１ !２４４―
短期臨時指導員
３３２１）。
４月から適応指導教室か同美原分室
非常勤女性相談員・
（美原区黒山１６７―９）での勤務。勤務は週
発達支援コーディネーター
５日、９〜１７時１５分。雇用期間は６カ月
いずれも４月からの勤務で、週４日。 で、更に最長６カ月延長することがあり
雇用期間は１年で、更に延長することが ます。3大学で心理学を専攻したかそれ
あります。
に相当する実務経験のある方、小学校か
"女性相談員!区役所の保健福祉総合 中学校の教員免許を持つ方（３月までに
センターなどで、夫の暴力や離婚問題な 取得見込みも可）。
どに悩む女性のための相談・支援業務。
410で履歴書（市販）と応募動機（原
3社会福祉主事任用資格を持つ方など。 稿用紙に自筆で８００字程度）を２月１３日
#発達支援コーディネーター!子ども （必着）までに適応指導教室（〒５９０―０９３１
堺区錦之町西２丁２―３４ !２３２―５０５３
家庭課で、発達相談の支援や関係機関の
!２３２―５０７３）へ 。 面 接 は ２ 月２１日
連絡調整などの業務。3大学（短大を除
く）かこれに相当する学校などで心理学 （木）。7各若干名。
5同教室か同美原分室（!３６２―２５５４）。
を専修する学科かこれに相当する学科を
履修した方か保健師の資格を持つ方で、
教育スポーツ振興事業団職員
児童の発達支援などの実務経験がある
いずれも問い合わせは堺市教育スポー
方。
41で履歴書（市販）を２月２５日までに ツ振興事業団（北野田駅前 アミナス北
ht
子ども家庭課（!２２８―７３３１ !２２８―８３４１） 野田内 !２９４―６１１１ !２３７―６００１
へ。試験・面接日は３月３日（日）。7" tp#
!!www.sakai"espa.com!）へ。
"契約職員!４月から同事業団の各種
１人、#若干名。
事業の業務。勤務は週５日、１日７時間
学校園臨時教職員
４５分。雇用期間は１年で、更に延長する
市立幼稚園、小・中学校、高校、特別 ことがあります。3高校以上を卒業しパ
支援学校の教員などが出産や病気などで ソコンの基本操作ができる方で、自動車
休んでいる間の勤務。
運転免許を持ち同一の事業所での実務経
/講師（3教員免許を持つ方）
験が３年以上ある方。
/事務職員
#のびのびルーム主任ケアワーカー!
/栄養職員（3栄養士の資格を持つ方） ４月から市立小学校に開設している、の
4-か教職員課（!２２８―７４３８ !２２８― びのびルームで事業の計画、運営などの
７８９０）にある申込書（市ホームページ"ア 業務。６０歳定年。3教員免許・保育士の
ドレスは１ページ参照#からダウンロー 資格を持つ方か、高校以上を卒業し、の
ド可）で。登録制。
びのびルームか放課後児童健全育成事業
指導員の実務経験が２年以上ある方。
保育所アルバイト職員
4２月４日から市役所市政情報センタ
いずれも４月から市立保育所での勤 ー、区役所市政情報コーナー、同事業団
務。登録制。
などにある申込書（同事業団ホームペー
/保育職員!勤務は週５日、１日７時 ジからダウンロード可）で同事業団へ。
間３０分か週６日、朝夕送迎時の合計３時 締め切りは２月１９日。試験日は２月２４日
間５分。3保育士資格（保育士試験一部 （日）。7"若干名、#４人程度。
合格"有効期間内のみ#、幼稚園教諭免許
非常勤看護師
も可）を持つ方（３月までに取得見込みも
４月から、ちぬが丘診療所での勤務。
可）。
/事務職員!勤務は週５日、１日７時 勤務は週４日、８時４５分〜１６時。3看護
師か准看護師の資格を持つ方。
間３０分。資格は問いません。
410で履歴書（市販）を２月１４日（必
5保育運営課（!２２８―７２３１ !２２２―
６９９７）。
着）までに、ちぬが丘診療所（〒５９０―０８２２
ホーム
ページ

堺市救急医療事業団
非常勤看護師（師長職）
宿院・泉北急病診療センター（６ペー
ジの地図参照）での勤務。3看護師の資
格と自動車運転免許を持ち、小児科での
実務経験があり、変則勤務のできる方。
詳しくは堺市救急医療事業団のホーム
ページでご覧になれます。
410で履歴書（市販）を堺市救急医療
事業団（〒５９０―０１０５ 南区竹城台１丁８―
１ !２９２―００９９ !２９２―０６２９
http:
!!www.sakai９９.or.jp!）へ。7１人。
ホーム
ページ

堺病院看護師・助産師
４月１日から堺病院での勤務。国籍は
問いません。3昭和２８年４月２日以降に
生まれ、看護師か助産師の免許を持ち
（３月までに取得見込みも可）、変則勤務
のできる方。
詳しくは同病院にある受験案内・申込
書（同病院ホームページからダウンロー
ド可）でご覧になれます。
40で申込書を２月１２日（必着）までに
堺市立病院機構経営企画室（〒５９０―００６４
堺区南安井町１丁１―１ !２２１―１７５０
http#
!!www.sakai"city"ho
!２２５―３３０３
spital.jp!）へ。試験日は２月１９日（火）。
ホーム
ページ

非常勤保健師
４月から区役所で子育ての相談や関係
機関との連絡調整などの業務。勤務は週
４日、１日６時間１５分。雇用期間は１年
で、更に延長することがあります。3保
健師の資格を持つ方。
41で履歴書（市販）を２月１５日までに
子ども企画課（!２２８―７１０４ !２２８―７１０６）
へ。7６人。

非常勤保健師

若干名。
5同協議会（!２３２―５４２０ !２２１―７４０９
http#
!!www.sakai"syakyo.net!）。
ホーム
ページ

堺市文化振興財団職員
４月から堺市文化振興財団（堺区翁橋
町２丁１―１ 市民会館内）で、事業企画
か予算決算・経理庶務事務などの業務。
雇用期間は１年で、更に延長することが
あります。3職務経験者。
詳しくは同財団にある募集要項（同財
団ホームページからダウンロード可）で
ご覧になれます。締め切りは２月１４日
（必着）。7若干名。
5同財団（!２２８―０１１４ !２２８―０１１５
http#
!!www.sakai"bunshin.com!）。
ホーム
ページ

社会福祉事業団アルバイト職員
いずれも職員が出産などで休んでいる
間の勤務。勤務は週５日、１日７時間３０
分。3保育士の資格（保育士試験一部合
格"有効期間内のみ#も可）か幼稚園教諭
免許、児童指導員の資格を持つ方。
勤務先と採用予定日は次のとおり。
"えのきはいむ（西区浜寺石津町東３
丁１１―８ !２４４―４１３３ !２４４―６７２４）!２
月１２日。
#第１・第２もず園（西区上野芝町２
丁４―１ !２７９―０５００ !２７０―２１２６）!２
月１３日。
42で勤務希望先へ。面接あり。

堺市住宅供給公社契約職員
４月から堺市住宅供給公社（堺区中瓦
町２丁３―２４）で事業の運営事務などの業
務。勤務は週５日、１日７時間４５分。雇
用期間は１年で、更に延長することがあ
ります。3高校かそれに相当する学校以
上を卒業したか同程度の学力のある方
で、変則勤務のできる方。
詳しくは同公社のホームページでご覧
になれます。
4２月１日から同公社にある申込書
（同公社ホームページからダウンロード
可）で。締 め 切 り は ２ 月１２日（ 消 印 有
効）。7１人。
5同公社（!２２６―５６６１ !２２６―５９００
http#
!!www.sakai"j.jp!）。

４月から難病患者宅訪問などの在宅療
養支援業務。勤務は週４〜５日。雇用期
間は１年で、更に延長することがありま
す。3保健師の資格と自動車運転免許を
持つ方。
さかい JOB ステーション
410で履歴書（市販）を２月１２日（必
セミナー
着）までに保健医療課（〒５９０―００７８ 堺区
２月２３日（土）も業務を行います（１２〜
南瓦町３―１ !２２８―７５８２ !２２２―１４０６）
へ。面接あり。7１人。
１８時）。
２月の主なセミナーは次のとおり。い
堺市公園協会非常勤職員
ずれもさかい JOB ステーション（堺東
４月から緑化推進事業に関する業務。 駅前）で。無料。開始時間などはお問い
勤務は週４日、９〜１７時１５分。雇用期間 合わせください。
は１年で、更に延長することがありま
.JOB カフェ SAKAI セミナー
す。
3１５〜３９歳の方。
詳しくは堺市公園協会（堺区東上野芝
"履歴書＆職務経歴書セミナー!２月
町１丁４―３）にある募集要項（同協会ホ ５日。#面接知識セミナー!２月１２日。
ームページからダウンロード可）でご覧 $自分に合う応募先の見つけ方セミナー
になれます。締め切りは２月１５日（必 !２月１９日。%面接マナー完全習得セミ
着）。7１人。
ナー!２月２０日。&適職発見セミナー!
5同協会（!２４５―００７０ !２４５―００６９
２月２２日。'職業訓練説明会!２月２６日。
http#
!!www.sakai"park.or.jp!）。
.女性しごとプラザセミナー
3女性の方。
社会福祉協議会非常勤事務職員
(再就職を叶えるための基本の「き」セ
４月から社会福祉協議会（堺区南瓦町 ミナー!２月１２日。)私らしく働く!の
２―１ 総合福祉会館内）での勤務。雇用 前に…セミナー!２月１９日。*女性のた
期間は来年３月３１日までで、更に延長す めの適職発見セミナー!２月２０日。+職
ることがあります。3社会福祉士の資格 業訓練説明会!２月２６日。,無敵の面接
と自動車運転免許を持つ方（いずれも３ マナーセミナー!２月２７日。
4受け付け中。12で同ステーション
月までに取得見込みも可）で変則勤務の
"(〜,は!２３８―４６５０# !
（!２３８―４６００
できる方。
詳しくは同協議会か同協議会各区事務 ２３８―４６０５）へ。6"〜$&〜,各１６人、
所（区役所内）にある募集要項（同協議会 %１０人。
5同ステーションか雇用推進課（!２２８
ホームページからダウンロード可）でご
覧になれます。締め切りは２月８日。7 ―７４０４ !２２８―８８１６）。
ホーム
ページ

ホーム
ページ

