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求職中の方へ

企業・団体の方へ
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・
技能を習得できます。
日程３月１～５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１月４日
～２月５日。�１５人

保育士などの就職を支援
■さかい保育人材情報ポータルサイ
ト（２次元コード）

●地図・条件から求人情
報を検索できます
●求職者登録を申し込ん
だ後は、民間保育施設への就職の
あっせんを行います

■保育のお仕事相談DAY
日時１月８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
いずれも￥無料 直接会場へ
日時１月１９日（火）１０～１５時 場所イ
オンモール堺北花田（北花田駅前）２
階
日時１月２５日（月）１０～１６持 場所ト
ナリエ栂・美木多（栂・美木多駅前）
�幼保運営課（�２２８―０１９４ �２２２―
６９９７）

介護のお仕事セミナー
～はじめての方にも分かりやすく解説!
介護の仕事・職場について DVDを
見ながら解説します。
日時２月１０日（水）１４～１５時３０分
場所東区役所
�求職中の方 ￥無料
�１月１２日から�でハローワーク堺
（�２３８―８３０１�部門コード４３♯�）へ。
�３０人
�ハローワーク堺か雇用推進課（�
２２８―７４０４ �２２８―８８１６）

就職応援フェア「しごとmeets」
職場体験ができる企業や、独自の雇
用形態がある企業を紹介します。
Zoomでも参加できます。
日時１月２７日（水）１３時３０分～１６時３０
分 場所堺市ユースサポートセンタ
ー（三国ヶ丘駅前 三国ヶ丘庁舎内）

�１５～４９歳の求職者 ￥無料
�１月２２日までに�で。�来場は３０
人
�堺地域若者サポートステーション
（�２４８―２５１８ �２４８―０７２３）か子ども
家庭課（�２２８―７３３１ �２２８―８３４１）

溶接技術コンクール
溶接技術の向上を支援するため、部
門別にコンクールを行います。
日時２月７日（日）９時から（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 ￥各５，０００円 �各２０人
なお、参加者を対象に１月２６日（火）
１８時３０分から堺市産業振興センター
（中百舌鳥駅前）で競技材の引き渡し
を行います。申請方法などは、市	
参照。
�ものづくり支援課（�２２８―７５３４
�２２８―８８１６）

ダイバーシティ
オンラインセミナー
コロナ禍におけるダイバーシティマ
ネジメントの講義と先進企業の取り
組み事例を紹介します。オンライン

ツール Zoomでの開催。
日時１月２７日（水）１４～１６時３０分
�市内事業所の事業主か人事担当者
��
�で事業所名、所在地、参加
者氏名、役職、連絡先を雇用推進課
（�２２８―７４０４ �２２８―８８１６ 電 子

メールkoyo@
city.sakai.lg.jp）へ。�５０人

NPO法人の活動には各種届け出を
NPO 法人の活動には各種届け出が
必要です。事業年度終了後３カ月以
内に事業報告書などを、役員や定款
などに変更があれば各種変更届出書
などを市民協働課へ必ず提出してく
ださい。
書類の書き方などの相談は、市民活
動コーナー（堺区南瓦町２―１ 堺市
総合福祉会館２階 �２２８―８３４８ �
２２８―８３５２）へ。
�同課（�２２８―７４０５ �２２８―０３７１）

NPO法人のための決算準備講座
NPO 法人の会計ルールや決算書の
作成についてお伝えします。
日時２月１７日（水）１３時３０分～１５時３０
分 場所フェニーチェ堺（堺区翁橋
町２丁１―１） 講師税理士・中山麻
衣子さん ￥無料
��
�で�を２月１２日までに市民
活動コーナー（�２２８―８３４８ �２２８―
８３５２ 電 子

メールsakai�npo@fancy.ocn.ne.jp）へ。
�１５人

会計年度任用職員を募集

市に希望職種や勤務条件などを登録
した方の中から、条件に合う方を選
考します。
�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）。
登録方法などは、市役所市政情報セ
ンター、区役所市政情報コーナー、
人事課か市	にある募集要項・申込
書参照。
��か申込書を�で人事課（�２２８
―７９０７ �２２８―８８２３）へ。登録制。

市職員採用ナビゲーター面談
事務職志望の方の募集を開始

市で働く魅力を知ってもらうため、
「堺市職員採用ナビゲーター」との個
別面談（３０分程度）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。
次の期間の月～金曜日（祝日を除く）
の希望日から調整し、９～１７時３０分
に随時面談を行います。
�事務�２月８～２６日
�土木、建築、機械、電気、化学、
社会福祉、心理�２月２６日まで
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。受付期間は事務は１月６日
９時～１９日１７時（事務以外は受付中
で２月１２日１７時まで）。
�人事委員会事務局（�２２８―７４４９
�２２８―７１４１）

令和３年度から市職員採用試験が
変わります

令和３年度の市職員採用試験は、次
のとおり変更して行います。
�大学卒程度（事務「プレゼン型」、
技術職）、社会福祉�第一次試験を
４月に実施
�社会人（土木、建築）�採用試験を
４・９月の年２回実施
�大学卒程度（土木、建築）、社会人
（土木、建築）�採用時期を１０月と翌
４月の年２回実施
�大学卒程度（事務「プレゼン型」、
技術職）、社会福祉、社会人（土木、
建築）の第一次試験（４月実施）を、
SPI3（テストセンター方式）で実施
詳しい変更点は、市	参照。
採用予定人数などは、３月以降に随
時公表する受験案内でご確認くださ
い。
�人事委員会事務局（�２２８―７４４９
�２２８―７１４１）
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子ども家庭課
（�２２８―７３３１ �２２８―８３４１）

中区役所子育て支援課（�２７０―０５５０ �２７０―８１９６）

子ども育成課
（�２２８―７６１２ �２２８―８３４１）

幼保運営課
（�２２８―７２３１ �２２２―６９９７）

教職員人事課
（�２２８―７４３８ �２２８―７８９０）

学校指導課
（�２２８―７４３６ �２２８―７４２１）

支援教育課
（�２２８―７４３６ �２２８―７４２１）

生徒指導課
（�２２８―７４３６ �２２８―７４２１）

保健給食課
（�２２８―７４８９ �２２８―７２５６）

教育環境整備推進室
（�２２８―９２５５ �２２８―７４８７）

中央図書館総務課
（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）

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）

堺観光コンベンション協会（�２３３―５２５８ �２３３―
８４４８）

堺市シルバー人材センター（�２６０―０４６８ �２７４―
８８０１）

勤務地
区役所子育て支援課
子ども家庭課など

保健センター

幼保連携型認定こども
園

幼稚園 小・中学校
支援学校 高校

市立小学校

幼稚園 小・中学校の
支援学級 支援学校

市立学校園

小学校給食調理場巡回

幼稚園

図書館

募集職種
家庭相談員 女性相談員
発達支援コーディネーター

保育士（相談業務）

看護師 歯科衛生士 助産師
乳幼児健康診査医師【非常勤】

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

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】

学校司書

介助員

スクールソーシャルワーカ
ー

栄養士

預かり保育

図書館司書

診療放射線技師【パート】
看護助手【契約】 メディカ
ルアシスタント【契約】
運転手兼一般事務【契約】

社会福祉主事
主任ケアマネジャーなど

看護師 保育士 児童指導
員【いずれもアルバイト】

事務【任期付】

事務【契約】

【 】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�
堺市役所で

一緒に働きませんか

さかい ２０情報ひろば広報令和３年（２０２１年）１月１日
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