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障害者雇用促進セミナー

産業 労働
新規就農者支援
相談窓口のご利用を
専門の相談員が、面談などで就農に関
する相談を受け、内容に応じて青年就農
給付金などの支援制度を紹介します。0
新たに農業の経営を始めるか、始めて間
もない方。月・水〜金曜日（祝休日を除
く）、９〜１２時、１２時４５分〜１７時。事前
に新規就農者支援相談窓口（農水産課内
!２２８―６９７１ !２２８―７３７０）へご連絡く
ださい。

ワーク・ライフ・バランスを
考えるセミナーなど
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いずれも無料。
#セミナー!「ワーク・ライフ・バラ
ンスで企業力アップ」と題した講演や、
企業の取り組みの事例発表。１１月１２日
（水）、１３時３０分〜１６時３０分、サンスクエ
ア堺（堺市駅前）で。0市内事業所の事業
主や人事・労務担当者、勤労者など。
$専門家の派遣!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。0ワーク・ライフ・バランス制度の
導入を検討か推進している市内事業所。
2受け付け中。-./で事業所名、氏
名、役職、連絡先を雇用推進課（!２２８―
７４０４ !２２８―８８１６
koyo@city.sakai.lg.j
p）へ。4#５０人、$３社。
電 子
メール

「精神障害者のワーキングライフを支
える」と題した講演と、「障害者雇用〜全
店での採用をめざして〜」と題した企業
の取り組みの紹介を行います。
１０月１０日（金）、１４〜１６時、サンスクエ
ア堺（堺市駅前）で。無料。0事業主や人
事労務担当者など。
2受け付け中。-./で氏名、電話番
号、事業所名、役職を雇用推進課（!２２８
―７４０４ !２２８―８８１６
koyo@city.sakai.lg.
jp）へ。4１００人。
電 子
メール

介護事業者向けの
採用力向上セミナー

情報ひろば１
４

新事業創造センター（中百舌鳥駅前）で。 （!２３３―５３９６ !２３２―７０００）へ。4７０人。
3同協会か雇用推進課（!２２８―７４０４
0起業を考えている方や事業主など。1
!２２８―８８１６）。
３００円（交流会参加費）。
申し込み方法など詳しくは、同センタ
保育士復職支援研修
ーホームページでご覧になれます。
保育士の資格を持ち、これから保育士
3同センター（!２４０―３７７５ !２４０―
３６６２
http#
!!www.s"cube.biz!）。
として復職をめざす方のための研修を行
います（保育士資格取得をめざしている
就労支援
方の受講も可）。
クリーンスタッフ技能講習
１０月２７日（月）、１４時３０分〜１７時、市役
１１月２０・２１・２５〜２７日、堺市就労支援 所本館で。無料。
協会（堺区大仙西町２丁６９―９）で。0市
2受け付け中。-.で必要事項を保育
内在住の求職中で清掃員を希望し、堺市 運営課（!２２８―７２３１ !２２２―６９９７）へ。4
就労支援協会が実施している就労相談 ５０人。
（１１ページ「今月の相談」参照）を利用した
介護のお仕事合同企業面接会
ことがあり、全日程参加できる方。1
市内の１１の介護事業所が参加します。
３，
０００円。
１０月２１日（火）、１３〜１６時、堺市産業振
申し込み方法など詳しくは、同協会
（!２４４―３７１１ !２４４―３７７１）か雇用推進課 興センター（中百舌鳥駅前）２階小ホール
（!２２８―７４０４ !２２８―８８１６）へ。就労相談 で。0介護職への求職者。無料。直接会
と同時に申し込むこともできます。締め 場へ。
切りは１０月１７日。5１５人。
3堺市就労支援協会（!２４４―３７１１ !
２４４―３７７１）か雇用推進課（!２２８―７４０４ !
パワーハラスメント防止
２２８―８８１６）。
ホーム
ページ

介護人材確保のために、職員採用のノ
ウハウや事例紹介などの講義と自らの事
業所のアピールポイントを考えるワーク
ショップを行います。
１０月２８日（火）、１３時３０分〜１６時３０分、
市役所本館で。0市内介護事業者（１事
業者につき１人）。無料。
2./で住所、事業者名、電話番号を
研修会
１０月２〜２１日に介護保険課（!２２８―７５１３
kaiho@city.sakai.lg.jp）
職場のパワーハラスメント問題に取り
!２２８―７８５３
へ。4３０人。
組むため、神戸学院大学准教授・土井晶
子さんによる特別講義や、予防・解決方
起業セミナー・交流会
法についての講義などを行います。
S―Cube Cafe
１１月４日（火）、１３時３０分〜１６時３０分、
耐火レンガの製造などで培った技術を 堺地方合同庁舎（堺区南瓦町２―２９）で。
生かし、スナゴケによる屋上緑化などの 0企業の経営者や人事・労務担当者。無
環境ビジネスに挑戦している市内企業の 料。
社長を講師に迎えて開催します。
2受け付け中。-.で事業所名、氏
１０月２６日（日）、１３〜１５時３０分、さかい 名、役職、電話番号を堺労働基準協会
電 子
メール

最低賃金８
３
８円に
府内で適用される最低賃金が、１０月５
日から時間額で８３８円に改正されます。
この最低賃金はパートタイマー、アルバ
イトなどを含む全ての労働者に適用され
ます。なお、特定の産業には産業別最低
賃金が適用されます。
3大阪労働局賃金課（!０６―６９４９―６５０２）
か市雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―
８８１６）。
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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。

就職情報
掲示板
学校園臨時教職員
市立幼稚園、小・中学校、特別支援学
校、高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（0教員免許を持つ方）
*栄養職員（0栄養士の資格を持つ方）
2)か教職員人事課（!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。

アルバイト栄養士
市立小学校数校に巡回勤務。勤務は週
５日、８〜１３時１５分か週４日、８〜１４時
１５分。0管理栄養士か栄養士の資格を持
つ方。
2,+で履歴書（市販）を保健給食課
（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―
７４８９ !２２８―７２５６）へ。登録制。

のびのびルームケアワーカー
市立小学校に開設している、のびのび
ルームで、主に児童の放課後活動の支
援。月〜金曜日は１２時３０分〜１８時３０分、
土曜日と学校長期休業中などは８時３０分
〜１８時３０分の交代制。６０歳定年（再雇用
制度あり）。0高校以上を卒業した方。
2-のうえ,で履歴書（市販）を、１３〜
１７時（土・日曜日、祝休日は除く）に堺市
教育スポーツ振興事業団（北野田駅前
アミナス北野田内 !２９４―６１１１ !２３７―
６００１）へ。登録制。

幼稚園短期臨時職員
市立幼稚園での預かり保育業務。0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。
$北八下幼稚園（北区南花田町３４５）、
八田荘幼稚園（中区八田寺町２３１）、白鷺
幼稚園（東区白鷺町２丁８―２）!月〜金
曜日、１４時（水曜日は１１時３０分、長期休
業中は８時３０分）〜１８時３０分の交代制。
2,+で履歴書（市販）を#は教務課
（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !２２８―
７４３６ !２２８―７４２１）、$は学校環境整備
室（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３―１ !
２２８―９２５５ !２２８―７４８７）へ。登録制。

任期付短時間勤務職員（保育士）

市立堺病院
アルバイト看護師・看護助手
いずれも市立堺病院（堺区南安井町１
丁１―１）での勤務。
*看護師!救急外来での当直業務。0
看護師の資格を持つ方。*看護助手!病
棟でシーツ交換などの看護補助業務。勤
務は原則週４日、１勤務７時間３０分。0
夜勤、変則勤務可能な方。
詳しくは市立堺病院ホームページ（htt
p#
!!www.sakai"city"hospital.jp!）でご覧にな
れます。
3堺市立病院機構経営企画室（!２２１―
１７００ !２２５―３３０３）。

堺市救急医療事業団
アルバイト看護師

人程度。
3同組合総務課（!０６―６６８２―６２３０ !
０６―６６８３―０１５２）か市資金課（!２２８―７１９１
!２２８―７８５６）。

保育士などの就職を支援
市内の民間保育園に就職を希望する方
を対象に、就職をあっせんします。対象
職種など詳しくは、保育運営課（!２２８―
０１９４ !２２２―６９９７）へ。無料。面談制。
"保育のお仕事相談 DAY
１０月１０日（金）、１３〜１６時５０分、さかい
JOB ステーション（堺東駅前）で。１人
３０分程度。無料。
2-で同ステーション（!２３８―４６００
!２３８―４６０５）へ。
3同課。

さかい JOB ステーションの
ご利用を

１１月から宿院・泉北急病診療センター
市立保育所での勤務。勤務は週３１時間 （１０ページの地図参照）での勤務。変則勤
１０月２５日（土）も業務を行います（１２〜
以内。期間は来年４月１日〜平成３０年３ 務になります。0看護師の資格と自動車 １８時）。１０月の主なセミナーは次のとお
月３１日。
運転免許を持ち、小児科での実務経験が り。#〜'は同ステーション（堺東駅前）
受験資格など詳しくは、１０月１日から ある方。
で、(はハローワーク堺（堺区南瓦町２―
市役所市政情報センター、区役所市政情
詳しくは堺市救急医療事業団ホームペ ２９ 堺地方合同庁舎内）で。
!!www.sakai99.or.jp!）でご覧にな
#堺で働く"「しごと（職種）を知って
報コーナー、保育運営課などにある受験 ージ（http#
働き方を考えよう」!１４日（火）。$堺で
案内・申込書（市ホームページ"アドレス れます。
2,+で履歴書（市販）を１０月１０日（必 働く"「業界のホントを知ろう」!２２日
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 着）までに堺市救急医療事業団（〒５９０― （水）。%企業と直接話せる GoodJOB!
０１０５ 南区竹城台１丁８―１ !２９２― ウィーク「１１月７日面接会出展企業事前
（消印有効）。
説明会」!２７〜３１日。&女性のためのは
試験日は論文試験が１１月３０日（日）、面 ００９９ !２９２―０６２９）へ。5若干名。
じめてのパソコン（ワード）!２８日（火）。
接試験が１２月７日（日）。5２９人程度。
大阪府都市競艇組合事務職員
'女性のためのはじめてのパソコン（エ
3同課（!２２８―７２３１ !２２２―６９９７）。
来年４月から大阪府都市競艇組合（大 クセル）!２９日（水）。(印象アップの美
保育所アルバイト
阪市住之江区泉 住之江競艇場内）での しいしぐさとウォーキング!３１日（金）。
市立保育所での勤務。勤務は週５日、 勤務。0平成元年４月２日〜９年４月１ 0#〜%１５〜３９歳までの方と女性の方、
１日７時間３０分か週６日、朝夕送迎時の 日に生まれ、高校以上を卒業したか来年 &〜(女性の方。時間や申し込み方法な
合計３時間５分。0保育士資格（保育士 ３月に卒業見込みの方。
ど詳しくは、同ステーションへ。
"女性し
試験一部合格"有効期間内のみ#、幼稚園
2住之江競艇場にある申込書（ボート
3同ステーション（!２３８―４６００
!!www.su ごとプラザ専用!２３８―４６５０# !２３８―
教諭免許も可）を持つ方。登録制。
レース住之江ホームページ"http#
3保育運営課（!２２８―７２３１ !２２２― minoe.gr.jp!#からダウンロード可）で。受 ４６０５）か雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―
６９９７）。
付期間は１０月１０〜１７日（消印有効）。5２ ８８１６）。

