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企業・団体の方へ

求職中の方へ

今年予定の衆議院議員総選挙
の際はぜひ投票を
今年は衆議院議員総選挙が予定され
ています。選挙の日が決定次第、広
報紙や市�でお知らせします。
大切な選挙権を無駄にせず、皆さん
ぜひ投票しましょう。
�選挙管理委員会事務局（�２２８―
７８７６ �２２８―７８８３）

社会を明るくする運動
７月は「社会を明るくする運動」の強
調月間です。堺市推進委員会では、
「犯罪や非行を防止し、立ち直りを
させる地域のチカラ」をテーマに活
動しています。
�堺市推進委員会（堺市社会福祉協
議会内 �２３２―５４２０ �２２１―７４０９）

事業所の省エネ化を支援
�補助金
省エネ設備への更新費用の一部を補
助
�無料診断
�メーカーの技術者がコンプレッサ
を測定し、電気代削減方法を提案
�デマンド監視装置のデータを解析
し、デマンド値低減方法を提案
申し込みや相談は、環境エネルギー
課（�２２８―７５４８ �２２８―７０６３）へ。

優秀な従業員や功労ある
技能者の推薦を
堺優良従業員・堺技能功労者表彰の
候補者を募集します。審査あり。
￥推薦登録料１人（グループ）３，３００
円
詳しくは堺商工会議所（�２５８―５５０２
�２５８―５５８０）へ。受付期間は７月

１日～８月２日。
�同会議所か雇用推進課（�２２８―
７４０４ �２２８―８８１６）

JIS 溶接技能者評価試験
日時１０月３日（日）８時３０分から（時
間割制） 場所市立堺高校（堺区向陵
東町１丁１０―１）
�溶接に従事している方
�受付票を堺熔接工業協会（中西製
作所内 �２２９―１８１２ �２２８―１６２１）
へ。受付期間は７月１～１５日。詳し
くは同協会�参照
�同協会か、ものづくり支援課（�
２２８―７５３４ �２２８―８８１６）

メンタルヘルス対策セミナー
コロナ禍の職場のメンタルヘルス問
題について解説します。
日時８月５日（木）１４～１６時 場所堺
商工会議所（中百舌鳥駅前）での受講
か Zoom 受講 講師松村ストレス
クリニック院長・松村一矢さん
￥無料
申込方法など、同会議所�
（２次元コード）参照
�同会議所経営支援課（�
２５８―５５０３ �２５８―５５８０）か精神保健
課（�２２８―７０６２ �２２８―７９４３）

潜在看護師の再チャレンジ講座
看護業務の復帰に役立つ講演や看護
技術演習、施設見学などを行いま
す。
日程７月２９・３０日
場所堺看護専門学校ほかで
�准看護師・看護師の資格を持ち、
現在、医療業務に従事していない方
￥無料
���	で
と生年月日、免許の種
類を７月１～２２日（消印有効）に堺看
護専門学校（〒５９１―８０２１ 北区新金
岡町５丁１０―１ �２５１―６９００ �２５１
―３３７７ 電 子

メールoffice@sakaikango.jp）へ。
�１０人
�同事務局か健康医療推進課（�２２２
―９９３６ �２２８―７９４３）

職業能力開発講座
清掃スタッフ養成講座
マンションやオフィスビルなどで清
掃の仕事をするために必要な知識・
技能を習得します。
日程９月１３～１７日 場所ジョブシッ
プさかい（堺区大仙西町２丁６９―９）
￥無料 対象や申込方法は、ジョブ
シップさかい（�０１２０―０１０９０８ �
２４４―３７７１）へ。受付期間は７月１日
～８月２０日。�１５人

自衛官を募集
航空学生�海上・航空自衛隊パイ
ロットを養成。�海上自衛隊は２２歳
以下で高校卒（卒業見込みを含む）か
高専３年次修了（修了見込みを含む）
の方。航空自衛隊は２０歳以下で高校
卒（卒業見込みを含む）か高専３年次
修了（修了見込みを含む）の方。
�一般曹候補生�陸・海・空曹を養
成。�１８～３２歳の方
�自衛官候補生��１８～３２歳の方
受付期間は、は７月１日～９月９
日、�は７月１日～９月６日まで。
�は通年。いずれも自衛隊大阪地方
協力本部堺出張所で随時説明（要予
約）します。
�同出張所（��２３２―１０２６）か総務課
（�２２８―７０１０ �２２２―０５３６）

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。
�保育士・保育所支援センター（幼
保運営課内 �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

�保育のお仕事相談DAY
日時７月９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。
�保育の出張就職相談会
日時７月２０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
■さかい保育オンライン就職フェア
市内で認定こども園などを運営する
９法人の施設紹介動画を視聴できま
す。
動画視聴後は、日程調整のうえ自宅
から園の採用担当者と直接話ができ
ます。
日程７月１９日～８月２９日
�市内の民間保育施設などに就職を

希望する方や復職を考えている方
￥無料

詳しくは
こちら�

�ネオキャリア保育ひろば就職・転
職フェア運営事務局（�０３―５９０８―
８１５０ �０３―６７５６―０４３２）か幼保運営
課（�２２８―７２３１ �２２２―６９９７）

来年４月１日採用予定の、市職員採
用試験を実施します。
�職種�高校卒程度（事務、土木�農
学・造園を含む�、機械、電気）、司
書、学芸員（考古学）、学芸員（美術
工芸）、精神保健福祉士、保健師、
障害者を対象とした事務、学校事務
（一般・障害者）、社会人（事務、土
木�農学・造園を含む�、建築、設
備、社会福祉、心理）、消防吏員（高
校卒程度、高校卒程度�航海・機

関�）
�第一次試験�日程９月２６日（日）
��で。受付期間は社会人は７月５
日９時～１９日１７時（受信分）、それ以
外の職種は８月９日９時～２３日１７時
（受信分）
詳しくは市�か市役所市政情報セン
ター、区役所市政情報コーナーにあ
る受験案内参照
�人事委員会事務局（�２２８―７４４９
�２２８―７１４１）
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健康医療推進課
（�２２２―９９３６ �２２８―７９４３）

障害施策推進課
（�２２８―７８１８ �２２８―８９１８）

障害福祉サービス課
（�２２８―７５１０ �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）

子ども相談所（�２４５―９１９７ �２４１―００８８）

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）

学校給食課
（�２２８―７４８９ �２２８―７２５６）

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）

堺市文化振興財団
（�２２８―０１１４ �２２８―０１１５）

勤務地

保健センターなど

区役所

区役所地域福祉課、保
健センターなど

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

幼稚園 小・中学校
支援学校 高校

幼稚園、小・中学校の
支援学級 支援学校

小・中学校の支援学級
支援学校

幼稚園

小学校給食調理場巡回

アルテベル

堺 アルフォンス・ミ
ュシャ館

募集職種

医師【正職員】

聴覚障害者相談員

障害支援区分等認定調査員

乳幼児健康診査医師【登録
制】

家庭相談員 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

要保護児童対応相談員

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】

介助員

学校看護師

預かり保育担当職員

栄養士

臨床検査技師【契約】
外来クラーク【契約】
看護助手【契約・パート】
言語聴覚士【契約・産休代
替】

社会福祉【正職員】
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【契約非常勤】

学芸員【契約非常勤】

市職員・消防職員・学校事務職員を募集

【 】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�

さかい ２０情報ひろば広報令和３年（２０２１年）７月１日
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