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産業 労働
自転車等駐車場の壁面広告
掲載事業者を募集
市が管理する自転車等駐車場の壁面
に、広告を掲載する事業者を募集しま
す。'市内か近隣市に本社・支社・支店
・営業所・店舗などがある法人。
申込期間は１２月１２日〜１月１５日。掲載
費用などは、市役所市政情報センター、
区役所市政情報コーナー、自転車対策事
務所にある公募要領か市+参照。
)同事 務 所（ !２５２―０５２５ !２５０―
２５７０）。

消防局の飲料自動販売機
設置事業者を募集
提案貸付料や応募書類などを審査のう
え、設置予定業者を選定します。
申込方法などは、１２月１１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、消防局総務課にある募集要領か市
+参照。
)同課（!２３８―６００２ !２２３―１９７９）。

大阪エコ農産物
認証申請を受け付け
減農薬・減化学肥料で栽培する大阪エ
コ農産物の認証制度の説明会と、認証申
請の受け付けを行います。'農業に従事
している方。新たに認証申請をする方
は、必ず説明会に参加してください。
１２月９日（月）、説明会は１０〜１１時、申請
受け付けは１１〜１６時、JA 堺市営農セン
ター（中区陶器北５６―２）で。直接会場へ。
■大阪エコ農産物 泉州さかい育ち

さかい

広報
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勤務条件などは、各問い合わせ先へ。
+と市+はホームぺージに詳細を掲載。

募集職種
栄養士
（短期臨時）

情報ひろば１
４

勤務地
小・中学校
給食調理施設巡回

問い合わせ先
保健給食課 市+
（!２２８―７４８９ !２２８―７２５６）

感染症対策課 市+
（!２２２―９９３３ !２２２―９８７６）

保健師・看護師（短期臨時）
医師
（非常勤）

各保健センター

子ども育成課 市+
（!２２８―７６１２ !２２８―８３４１）

預かり保育（短期臨時）

幼稚園

教育環境整備推進室 市+
（!２２８―９２５５ !２２８―７４８７）

保育（短期臨時）

幼保連携型認定こども園 幼保運営課 市+
（!２２８―７２３１ !２２２―６９９７）
若松台こども園

看護師
（短期臨時）

バス添乗・保育補助（短期臨時） みはら大地幼稚園
介助員
（短期臨時）

学校指導課 市+
（!２２８―７４３６ !２２８―７４２１）

幼稚園、小・中学校の 支援教育課 市+
支援学級、支援学校 （!２２８―７４３６ !２２８―７４２１）

講師
（臨時・非常勤）
養護助教諭
（臨時）
栄養士
（臨時）

放課後子ども支援課 市+
（!２２８―７４９１ !２２８―７００９）

各事業所が運営する放課後児童
小学校内
支援の指導員など
堺市シルバー
人材センター

同センター +（本部事務所
!２６０―０４６８ !２７４―８８０１）

堺市社会福祉協議会 +
（!２３２―５４２０ !２２１―７４０９）

事務
事務（契約）

堺市立総合医療センター +
（人事室 !２７２―９９６６ !２７２―９９１１）

看護助手
（契約）
視能訓練士
（契約）
メディカルクラーク（契約）
指定管理施設館長（契約）
指定管理施設副館長（契約）
事務（契約）
事務（契約非常勤）

堺市文化振興財団 +
文化館・文化会館・
堺市民芸術文化ホール （!２２８―０１１４ !２２８―０１１５）

学芸員（契約非常勤）

堺市民活動サポートセンター
貸事務所の利用団体を募集

農薬や化学肥料の使用量を通常の半分
以下に抑えて栽培された農産物を、府は
大阪エコ農産物として認証しており、そ
のうち市内で生産されたものを、市は泉
州さかい育ちとして認証しています。
認証を受けた農産物は、認証マーク
（図参照）と栽培責任者の氏名、連絡先が
明記され、またきて菜（南区鉢ヶ峯寺
２０３６―１）やコスモス館（南区鉢ヶ峯寺
２８６６）、市内外の一部のスーパーマーケ
ットなどで販売されています。
)堺市地産地消推進協議会（農水産課
内 !２２８―６９７１ !２２８―７３７０）。

堺市民活動サポートセンター（堺区南
瓦町２―１ 堺市総合福祉会館２階）では
貸事務所を利用する市民活動団体を募集
します。利用開始は４月から。賃料は次
のとおり。
０００円。
$事務所（約２０㎡）"月２万２，
$簡易事務所（机１台、椅子２脚）"月
４，
４００円。
申し込みには利用登録が必要です。受
付期間は１２月１〜１８日。*各１団体。
)堺市社会福祉協議会（!２３２―５４２０
!２２１―７４０９）か同センター（!・!２３２―
８６８６）。

女性のための再就職講座

結婚や出産、育児、介護などの理由で
退職し、再就職をめざす女性を支援する
市営住宅に併設している次の店舗の使 講座を次のとおり開催します。
'市内企業での勤務を希望し、離職後
用者を募集します。
$翁橋住宅（堺区翁橋町２丁３―２）２ ６カ月を経過している方。託児あり（未
棟１階部分の３戸"現地案内は１２月１７日 就学児のみ）。
（火）、１４〜１５時。
$座学研修"１月１５〜１７・２１〜２３日、
$七道並松東住宅（堺区並松町２０―１） さかい JOB ステーション（堺市駅前 サ
２棟１階部分の３戸"現地案内は１２月１８ ンスクエア堺内）で。
日（水）、１４〜１５時。
$企業交流会"１月２９日（水）、同ステ
申込方法などは１２月１３〜２０日に堺市営 ーションで。
$インターンシップ研修"２月４〜２１
住宅管理センターで配布する募集案内参
照。資格要件あり。
日の間に５〜１０日、市内企業で。
(%で募集案内に添付の申込書を１２月
申込方法などは、市+参照。締め切り
１３〜２０日、１８時までに堺市営住宅管理セ は１２月１３日、１７時。*１０人。
ンター（堺区中瓦町１丁１―２１ 堺東八幸
)同ステーション（!０１２０―２４５１０８ !
ビル４階 !２２８―８２２５ !２２８―８２２３）へ。 ２３８―４６０５）か雇用推進課（!２２８―７４０４ !
申し込み多数の場合は後日公開抽選。
２２８―８８１６）。

市営住宅空き店舗 使用者を募集

市で働く魅力を知ってもらうため、
市職員を志望する学生など（本市採用
試験受験中の方は不可）を対象に、「堺
市職員採用ナビゲーター」
（２０〜３０代の
現役職員）との個別面談（１時間程度）
を行います。業務内容や働き方などに
ついて直接職員に聞くことができま
す。対象の職種は、土木、建築、機械、電
気、化学、社会福祉、保育教諭です。
面談は１２月１６日〜２月２８日（月〜金
曜日、９〜１７時３０分）の希望日から調
整し、随時行います。
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などにあるチ
ラシか市+参照。
(#で。受付期間は１２月２日、９時
〜２月７日、１７時。
)人事委員会事務局（!２２８―７４４９
!２２８―７１４１）。

幼稚園、小・中学校、 教職員人事課 市+
支援学校、高校
（!２２８―７４３８ !２２８―７８９０）

学校事務
（臨時）

事務（契約常勤・非常勤）

職員採用ナビゲーターに
話を聞きたい人募集

保育士などの就職を支援

任期付職員（建築・設備・保育教諭）
任期付短時間勤務職員（事務）
いずれも４月１日採用予定。
$任期付職員"建築・設備（各若干
名）、保育教諭（５人程度）
$任期付短時間勤務職員"事務Ａ、事
務Ｂ、事務Ｃ、事務Ｄ（各若干名）、事務
Ｅ（１９人程度）
受験資格や業務内容などは、市役所市
政情報センター、区役所市政情報コーナ
ー、人事委員会事務局などか市+にある
受験案内参照。試験日は１月１９日（日）。
(#で１２月２日、９時〜２０日、１７時の
受信分が有効。なお、同日に実施する試験
に重複して申し込むことはできません。
)同事 務 局（ !２２８―７４４９ !２２８―
７１４１）。
)大阪福祉人材支援センター（!０６―
６７７６―２９４３ !０６―６７６１―５４１３）か同課（!
２２８―７２３１ !２２２―６９９７）。

"保育士などの就職をサポート
市内の民間保育施設などで働きたい方
労働相談のご案内
に、就職をあっせんします。
対象職種などは、幼保運営課（!２２８―
府では、働く上でのトラブルの相談に
０１９４ !２２２―６９９７）へ。無料。面談制。
ついて次の窓口を開設（電話・面談）して
"保育のお仕事相談 DAY
います。
１２月１３日（金）、１３〜１６時５０分、さかい
月〜金曜日、９〜１７時４５分。毎週木曜
JOB ステーション（堺市駅前 サンスク 日は夜間相談（２０時まで）を行っています
エア堺内）で。１人３０分程度。無料。
（!は第１〜３・５木曜日、"は第４木
(&で同ステーション（!０１２０―２４５１０８ 曜日）。
!府総合労働事務所"大阪市中央区石
!２３８―４６０５）へ。
町２―５―３ エル・おおさか !０６―
)同課（!２２８―０１９４ !２２２―６９９７）。
"保育の出張就職相談会
６９４６―２６００
１２月１７日（火）、１０〜１５時、イオンモー
"同事務所南大阪センター"堺市西区
ル堺北花田（北花田駅前）２階で。無料。 鳳東町４丁３９０―１ 泉北府民センタービ
ル !２７３―６１００
直接会場へ。
)同課（!２２８―０１９４ !２２２―６９９７）。
)雇用推進課（!２２８―７４０４ !２２８―
８８１６）。
"さかいプレ保育士
市内の保育施設などで２日間程度、保
産業別最低賃金を改正
育の仕事を体験できます。
府内で適用される産業別最低賃金が時
'市内の民間保育施設などで働きたい
方（資格のない方も可）。
間額で次のとおり改正され、１２月１日か
申込方法などは、市役所市政情報セン ら適用されます。
$塗料製造業"９７０円
ター、区役所市政情報コーナー、幼保運
営課、市+にある募集要項参照。締め切
$鉄鋼業"９６６円
$機械・金属製品製造関連産業"９６７
りは１２月２０日（消印有効）。
)同課（!２２８―７２３１ !２２２―６９９７）。
円
"就職準備金の貸し付け
$自動車・同附属品製造業"９６９円
$電気機械器具製造関連産業"９６５円
上限は４０万円。
２年間継続して勤務した方は、返済が
$非鉄金属製造関連産業"９６５円
$自動車小売業"９６５円
免除されます。
'新たに市内の民間認定こども園・保
)大阪労働局賃金課（!０６―６９４９―６５０２）
育所などで保育士や保育教諭として勤務 か雇用推 進 課（ !２２８―７４０４ !２２８―
８８１６）。
が決まった方。

