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ワーク・ライフ・バランスの
推進を支援します

●
記
号
の
見
方
︑
必
要
事
項
な
ど
申
し
込
み
要
領
は
１
５
ペ
ー
ジ
左
上
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

職活動に関する相談や職業適性診断など
も行います。
１０月２１日（月）、１３時３０分〜１６時３０分、
サンスクエア堺（堺市駅前）多目的ホール
で。１０時３０分〜１２時には企業が自社の魅
力を紹介します。-求職者（来春卒業予
定の方を含む）。無料。直接会場へ。複
数の履歴書と職務経歴書を持参してくだ
さい。
0さかい JOB ステーション（!２３８―
４６００ !２３８―４６０５）か雇用推進課（!２２８―
７４０４ !２２８―８８１６）。

仕事と家庭の両立をめざすワーク・ラ
イフ・バランスの推進を支援するため、
次のセミナーなどを行います。無料。
いずれも申し込み方法など詳しくは、
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。
"セミナー
介護職のための
仕事と家庭の両立支援の基本的な考え
合同企業説明会・セミナー・相談会
方、必要性、効果などについて理解を深
いずれも１０月２５日（金）、堺商工会議所
めるためのセミナーです。-事業主や人
事・労務担当者、労働者、市民の方な （中百舌鳥駅前）で。無料。-介護職への
求職者。
ど。
#合同企業説明会!介護サービス事業
１１月６日（水）、１３時３０分〜１６時２０分、
サンスクエア堺（堺市駅前）で。1５０人。 所の特徴や魅力について、事業所の採用
担当者が説明します。１３〜１５時。
"専門家の派遣
$セミナー!介護職に必要な資格やや
ワーク・ライフ・バランスの専門コン
サルタントを派遣します。-ワーク・ラ りがいについて専門講師が説明します。
イフ・バランスの導入を検討か推進して １４〜１５時（初級編）、１５〜１６時（経験者
編）。
いる市内事業所。1５社。
%相談会!介護職に就業するうえでの
0雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―
８８１６）。
悩みや不安などについて、専門スタッフ
が相談に応じます。１６〜１８時。
さかい合同企業面接会
参加企業など詳しくは、１０月上旬から
市内の企業３８社程度が参加します。就 さかい介護人材支援センターホームペー

さかい

情報ひろば１
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ジでご覧になれます。
/受け付け中。*で同センター（!２２５
―５２８０
"祝日を除く月〜金曜日、１０〜１７
!!partner.lec"jp.com!kokyo!kaig
時# http#
o!sakai!）へ。1#１５０人、$各６０人、%２０
人。
0同センターか介護保険課（!２２８―
７５１３ !２２８―７８５３）。
ホーム
ページ

超高齢化時代の介護のゆくえ〜
ビジネスとしての介護職を考える
これからの介護職はどうあるべきかを
考える、講演会とパネルディスカッショ
ン（公開討論会）を開催します。講師は、
ロングライフホールディング代表取締役
社長・遠藤正一さん、関西大学教授・岡
田忠克さん、特別養護老人ホーム美樹の
園施設長・西尾正敏さん。
１０月１７日（木）、１３時３０分〜１６時４５分、
関西大学堺キャンパス（堺区香ヶ丘町１
丁１１―１）で。無料。
/受け付け中。+,で必要事項を介護
kai
保険課（!２２８―７５１３ !２２８―７８５３
ho@city.sakai.lg.jp）へ。1２００人。
電 子
メール

就労支援
フォークリフト運転技能講習
フォークリフトの運転・操作方法を学
びます。
１１月の４日間、キシワダオペレーティ

ングスクール（岸和田市上松町）で。-市
内在住の求職中の方で自動車運転免許を
持ち、堺市就労支援協会が実施している
就労相談（１１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。.３，
０００円。
申し込み方法など詳しくは、堺市就労
支援協会（!２４４―３７１１ !２４４―３７７１）か雇
用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―８８１６）へ。
就労相談と同時の申し込みもできます。
締め切りは１０月１８日。2２０人。

仕事探しのお手伝い
堺市就労支援協会
堺市就労支援協会は、就労促進をとお
して同和問題をはじめ、あらゆる人権問
題の解決と地域振興を図ることを目的に
設立された公益財団法人です。
同協会では「地域就労支援センター」と
して、「はたらきたい"そんなあなたを
応援します!」をキャッチフレーズにさ
まざまな就労支援事業に取り組んでお
り、就労相談（１１ページの「今月の相談」
参照）などを行っています。
働く意欲がありながら就労の機会に恵
まれない方に最新の就職情報を提供し、
身近な仕事の相談所として仕事探しのお
手伝いをします。仕事に関する相談は、
気軽に同協会にお尋ねください。
0同協会（!２４４―３７１１ !２４４―３７７１）。

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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。
へ。面接あり。2１人。

公衆衛生医師
来年４月から市役所や保健センターな
どで医療政策や健康増進、乳幼児健診、
予防接種などの業務。
申し込み方法など詳しくは、健康医療
推進課にある受験案内・申込書（市ホー
ムページ"アドレスは１ページ参照#から
ダウンロード可）でご覧になれます。2
若干名。
0同課（!２２２―９９３６ !２２８―７９４３）。

育児休業代替任期付職員
（保健師・社会福祉）
育児休業中の職員の代替勤務。勤務は
週５日、１日７時間４５分。雇用期間は最
長３年。
試験区分は次のとおり。
'保健師!保健センターなどでの勤
務。-保健師の資格を持つ方（来年３月
３１日までに取得見込みも可）。
'社会福祉!区役所などでケースワー
クなどの業務。-社会福祉主事の任用資
格を持つ方（来年３月３１日までに取得見
込みも可）。
申し込み方法など詳しくは、１０月１日
から市役所市政情報センター、区役所市
政情報コーナー、人事課などにある受験
案内、申込書（市ホームページ"アドレス
は１ページ参照#からダウンロード可）で
ご覧になれます。締め切りは１０月３１日
（消印有効）。登録制。
0人事課（!２２８―７９０７ !２２８―８８２３）。

非常勤職員（物件補償積算関係）
１１月から用地第一課で公共事業用地取
得に関する物件補償積算業務。勤務は週
４日、１日７時間３０分。雇用期間は来年
３月３１日までで、更に延長することがあ
ります。-公共事業用地取得に関する物
件補償積算業務の経験がある方。
/)(で履歴書（市販）を１０月１０日（必
着）までに用地第一課（〒５９０―００７８ 堺区
南瓦町３―１ !２２８―７３８５ !２２８―６４０１）

学校園臨時教職員
市立幼稚園、小・中学校、高校、特別
支援学校の教員などが出産や病気などで
休んでいる間の勤務。
'講師（-教員免許を持つ方） '養護
助教諭（-養護教諭免許を持つ方） '臨
時技師（-栄養教諭か栄養士の免許を持
つ方） '臨時主事（学校事務職員）
/&か教職員課（!２２８―７４３８ !２２８―
７８９０）にある申込書（市ホームページ"ア
ドレスは１ページ参照#からダウンロー
ド可）で。登録制。

分、(は１０月２２日（消印有効）。2３人程
度。
0同課（!２２８―７２３１ !２２２―６９９７）。

保育所アルバイト
市立保育所での勤務。勤務は週５日、
１日７時間３０分か週６日、朝夕送迎時の
合計３時間５分。-保育士資格（保育士
試験一部合格"有効期間内のみ#、幼稚園
教諭免許も可）を持つ方。登録制。
0保育運営課（!２２８―７２３１ !２２２―
６９９７）。

アルバイト看護師

１１月から保健所で結核治療の服薬支援
（DOTS）などの業務。勤務は週５日、１
市立幼稚園での預かり保育業務。-幼 日７時間３０分。-看護師の資格を持つ
稚園教諭免許か保育士資格を持つ方。
方。
勤務先と時間は次のとおり。
/*で１０月１１日までに感染症対策課
#百舌鳥幼稚園（北区百舌鳥赤畑町５ （!２２２―９９３３ !２２２―９８７６）へ。面接あ
丁７０４）!月・火・木・金曜日は７時３０分 り。2１人。
〜９時か１４〜１９時、水・土曜日、長期休
アルバイト保健師・看護師
業中は７時３０分〜１３時３０分か１３〜１９時の
いずれも保健師が出産などで休んでい
交代制。
$北八下幼稚園（北区南花田町３４５）、 る間の勤務。勤務は週５日、１日７時間
八田荘幼稚園（中区八田寺町２３１）、白鷺 ３０分。
'保健医療課!１１月５日から。-保健
幼稚園（東区白鷺町２丁８―２）!月〜金
曜日、１４時（水曜日は１１時３０分、長期休 師か看護師の資格を持つ方。
業中は８時３０分）〜１８時３０分の交代制。
/)(で履歴書（市販）を１０月１１日（必
/)(で履歴書（市販）を#は教務課 着）までに保健医療課（〒５９０―００７８ 堺区
（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８― 南瓦町３―１ !２２８―７５８２ !２２２―１４０６）
７４３６ !２２８―７４２１）、$は学校環境整備 へ。面接あり。2１人。
室（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !
'中保健センター!１２月５日から。２２８―９２５５ !２２８―７４８７）へ。登録制。
保健師か助産師、看護師の資格を持つ
方。
任期付短時間勤務職員
/)(で履歴書（市販）を１０月１５日（必
（保育士）
着）までに中保健センター（〒５９９―８２３６
市立保育所での勤務。勤務は週３１時間 中区深井沢町２４７０―７ !２７０―８１００ !
以内。雇用期間は平成２６年１月１日〜２８ ２７０―８１０４）へ。面接あり。2１人。
年１２月３１日。
のびのびルームケアワーカー
受験資格など詳しくは、市役所市政情
市立小学校に開設している、のびのび
報センター、区役所市政情報コーナー、
保育運営課などにある受験案内・申込書 ルームで、主に児童の放課後活動の支
（市ホームページ"アドレスは１ページ参 援。
月〜金曜日は１２時３０分〜１８時３０分、土
照#からダウンロード可）でご覧になれま
す。締め切りは)は１０月２３日、１７時３０ 曜日と学校長期休業中などは８時３０分〜

幼稚園短期臨時職員

１８時３０分の交代制。
高校生などは不可。６０歳定年（再雇用
制度あり）。
詳しくは堺市教育スポーツ振興事業団
ホームページでご覧になれます。
/*のうえ)で履歴書（市販）を、１３〜
１７時（土・日曜日、祝休日は除く）に同事
業団（北野田駅前 アミナス北野田内
http#
!!www.s
!２９４―６１１１ !２３７―６００１
akai"espa.com!）へ。登録制。
ホーム
ページ

さかい JOB ステーションの
ご利用を
さかい JOB ステーション（堺東駅前）
では、３９歳以下の方や再就職をめざす女
性の方の就職活動を支援するため、就職
に関する個別相談や情報提供を行ってい
ます。また、就職支援セミナーや女性を
対象にしたパソコン講座なども開催して
います。いずれも無料。
なお、１０月２６日（土）も業務を行いま
す。
"女性し
0同ステーション（!２３８―４６００
ごとプラザ専用!２３８―４６５０# !２３８―
４６０５
http#
!!www.jobcafeosaka.jp!station
!）か雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―
８８１６）。
ホーム
ページ

保育士などの就職を応援
市では、市内の民間保育園に就職を希
望する方を対象に、求人を募集している
民間保育園を紹介する無料職業紹介事業
を開始します。同事業への登録の受け付
けを行います。
対象職種は、保育士、栄養士、看護
師、調理担当。雇用形態は正規、臨時。
なお、求人状況により紹介できない場合
もあります。
/市役所市政情報センター、区役所市
政情報コーナーにある求職票（市ホーム
ページ"アドレスは１ページ参照#からダ
ウンロード可）を、*のうえ)で保育運
営課（!２２８―０１９４ !２２２―６９９７）へ。
また、同事業では、保育園で働いてい
る保育士などからの相談も受け付けま
す。予約制。

