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申込方法などは、大阪福祉
人材支援センター�へ�

企業・団体の方へ

動画の視聴方法などは
こちらへ�

市職員・学校事務職員
消防職員採用試験

市職員・学校事務職員・消防職員の
令和３年度採用試験を次のとおり実
施します。
�４月１７～２７日
�大学卒程度（事務【プレゼン型】、
土木�農学・造園を含む�、建築、機
械、電気、化学） �社会福祉
�社会人（土木�農学・造園を含
む�、建築）
第一次試験は SPI3（全国のテストセ
ンターで受験）です。
大学卒程度（事務【プレゼン型】）は、
点字での受験が可能。
点字受験の第一次試験日は４月２４日
（土）で、本市指定の会場で実施しま
す。
�３月１５日９時～２９日１７時に�で。
受験資格や採用予定人数などは、３
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などに
ある受験案内か市�参照。

�６月２０日（日）
�大学卒程度（事務） �心理 �薬
剤師 �保育教諭 �獣医師 �就
職氷河期世代（事務、土木�農学・造園
を含む�、建築） �消防吏員（大学卒
程度、大学卒程度�航海・機関�）
４月下旬に受験案内を配布予定。
�９月２６日（日）
�高校卒程度（事務、土木�農学・造
園を含む�、機械、電気） �社会人
（事務、土木�農学・造園を含む�、
建築、設備、社会福祉、心理）
�司書 �学芸員 �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）
�消防吏員（高校卒程度、高校卒程
度�航海・機関�）
６月下旬に受験案内を配布予定。
■９月の採用試験の変更点
�社会人（心理）の試験を９月に実施
します。
�受験年齢の引き上げ�司書、精神
保健福祉士、保健師は、受験資格の
年齢を引き上げます。
詳しくは受験案内でご覧になれま

す。なお、日程や試験区分は、変更
する場合があります。
�人事委員会事務局（�２２８―７４４９
�２２８―７１４１）

任期付職員（事務）を募集

正規職員の代替として、任期付職員
（事務）を３０人程度募集します。詳し
くは３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な
どにある受験案内か市�参照。
�３月１日９時～１０日１７時に�で。
�同事務局

市職員採用Web座談会

各職種の先輩職員によるテーマトー
クや質疑応答、令和３年度の試験概
要の説明をウェブで行います。
市の職員採用試験の受験を考えてい
る方、市役所の仕事に興味のある方
は、ぜひご覧ください。￥無料
日程と職種は次のとおり。録画配信
はありません。
日程３月１７日（水）�事務、土木
日程３月１８日（木）�建築、機械・電
気・化学

日程３月１９日（金）�社会福祉、保健
師、消防吏員
各職種の配信時間などは、３月１日
から市�や市役所市政情報センタ
ー、区役所市政情報コーナーなどで
配布するチラシ参照。
�３月１日９時～１５日１７時に�で。
�同事務局

堺市立学校園講師など
新規登録・相談会

市立幼稚園、小・中学校、特別支援
学校、高校の教職員が出産や病気な
どで休んでいる間に勤務する講師な
どの新規登録・相談会を実施しま
す。日時３月２５日までの火・木曜日
１０～１１・１４～１６時 場所教職員人事
課 �教員免許を取得済みで現在教
員として勤務していない方や教員免
許を取得見込みの方
事前に市�にある講師登録票を記入
のうえ持参するとスムーズに手続き
ができます。なお、新規登録は随時
受け付けています。
��	で
と希望日を同課講師バン
ク（�２２８―３９４６ �２２８―７８９０ 電 子

メール

kyojin@city.sakai.lg.jp）へ。

合同求人説明会
福祉の就職総合フェア
府内約１５０施設が参加する社会福祉
施設説明会をオンラインで開催しま
す。説明会では、チャットで法人へ
質問できます。日時３月１３・１４・２０
・２１日１３～１８時
特設サイトで事前登録が必要。
同日１２時３０分～１３時、就職活動に役
立つウェブセミナーも行います。

�大阪福祉人材支援センター（�０６―
６７６２―９０２０ �０６―６７６４―１５７４）か健康
福祉総務課（�２２８―７２１２ �２２８―
７８５３）

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に
就職をサポートします。
■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を対象にした
ウェブサイト（２次元コード）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、就職のあっせんを行い
ます

�幼保運営課（�２２８―０１９４ �２２２―
６９９７）
■保育のお仕事相談DAY
日時３月１２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。�同課
■保育の出張就職相談会
日時３月１６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
�同課

WEB合同企業説明会
市内に本社や事業所がある企業２５社
の企業説明会動画をご覧になれま
す。また、３月１３日は就活講座など
の動画を生配信します。
日程３月１３日１１時～２８日 ￥無料
�来年３月に大学を卒業予定の学生
や卒業後３年以内程度の方など

�堺市WEB合同企業説明会運営事
務局（�０６―４８０２―１３０８）か雇用推進課
（�２２８―７４０４ �２２８―８８１６）

さかい女性起業家セミナー
起業経験をもつ経営の専門家による
起業の心構えなどの講演の他、さか
い新事業創造センターで学んだ女性
起業家による起業経験のプレゼンを
行います。
日時３月１３日（土）１３時３０分～１６時３０
分 場所同センター（中百舌鳥駅前）
�起業を考えている方や事業主など
￥無料 �２０人

申込方法などは、同センター�参照。
�同センター（�２４０―３７７５ �２４０―
３６６２）

新たなモノづくりのための
3Dプリンター活用セミナー
世界的にものづくり現場への導入が
進む3Dプリンターの活用法を学び
ます。体験会あり。Zoom でも受
講できます。日時３月１８日（木）１４～
１７時 場所堺商工会議所（中百舌鳥
駅前） ￥無料
���で
とセミナー名を同会議所
（�２５８―５５０３ �２５８―５５８０）へ。�５０
人
�同会議所か商業流通課（�２２８―
８８１４ �２２８―８８１６）
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こころの健康センター（�２４５―９１９２ �２４１―０００５）

環境薬務課（�２２２―９９４０ �２２２―９８７６）

子ども育成課
（�２２８―７６１２ �２２８―８３４１）

美原保健センター（�３６２―８６８１ �３６２―８６７６）

子ども家庭課
（�２２８―７３３１ �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）

保健給食課
（�２２８―７４８９ �２２８―７２５６）

教育環境整備推進室
（�２２８―９２５５ �２２８―７４８７）

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）

健康福祉プラザ市民交流センター
（�２７５―５０１７ �２４３―０３３０）

堺伝統産業会館（�２２７―１００１ �２２７―５００６）

勤務地

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

小学校

みはら大地幼稚園

幼稚園 小・中学校の
支援学級 支援学校

小学校給食調理場巡回

幼稚園

募集職種
電話相談員 精神保健福祉
士

薬剤師 獣医師

乳幼児健康診査医師【登録
制】

保健師 助産師 看護師

家庭相談員 女性相談員
発達支援コーディネーター

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

保育補助 通園バス添乗員

介助員

栄養士

預かり保育

一般事務 メディカルアシ
スタント 看護助手 病棟
クラーク【いずれも契約】

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【アルバイト】

販売【アルバイト】

【 】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�

堺の未来を一緒につくろう 熱意と意欲の
ある方募集�

さかい ２０情報ひろば広報令和３年（２０２１年）３月１日
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