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申込方法など詳しくは、
ご案内する HP (ホームページ)でご覧になるか、 (問合せ先)へお問い合わせください。
ご来場の際は、感染対策を徹底のうえお越しください。

企業・団体
コロナ関連支援
事業復活支援金の申請受付開始
経済産業省では、地域・業種を問
わず新型コロナの影響で売上が減
少している事業者に、事業復活支
援金を給付します。
詳しくは同支援金事務
局 (QRコード)参照
申請期間 1月31日〜5
月31日
同支援金事務局相談窓口
0120-789-140)
(

さかい新事業創造センター
創業する入居者を募集
場所 さかい新事業創造センター(中
百舌鳥駅前)
対象 創業準備段階か創業間もない
方
入居募集 創業者向けのオフィス・研
究開発室(見学可)
入居者には経営の専門家による、事
業成長のための無料サポートがあり
ます。
詳しくは同センター 参照

FAX240-3662)

雇用推進課
(☎228-7404

求

FAX228-8816)

職

高齢の方を応援
さかいシニア就職面接会
参加企業 高齢
の方を積極的
に採用してい
る10社
日時 3 月 1 日
(火)13～16時
場所 サンスクエア堺(堺市駅前)
対象 おおむね55歳以上の就職活動
中の方 要申込 2月1日からハロー
ワーク堺へ。
先着順

ハローワーク堺(238-8301<
部門コード41＃>かジョブシッ
0120-010908
プさかい (
FAX244-3771)

①⑤は 有料
いずれも 要申込
詳しくはサンスクエア 堺
（堺市駅前） (QRコード)
参照

いずれも 受講形式 堺商工会議所
(中百舌鳥駅前)かオンラインで
要申込 先着順

同会議所
(☎258-5503

FAX258-5580)

サンスクエア堺
(☎222-3561 FAX222-8522)

同課
(☎228-7907

採用情報

【

FAX228-8823)

市の採用情報はこちら

】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。

募集職種

勤務地

問い合わせ先

精神保健福祉士【育休代替】

こころの健康センター（☎245-9192

歯科衛生士

保健センター

健康医療推進課
(☎222-9936 FAX228-7943)

障害支援区分等認定調査員

市役所、保健センター
など

障害福祉サービス課
(☎228-7510 FAX228-8918)

乳幼児健康診査医師【登録制】

保健センター

子ども育成課
(☎228-7612

FAX228-8341)

区役所、市役所など

子ども家庭課
(☎228-7331

FAX228-8341)

保育教諭(日中、朝夕)
看護師 管理栄養士

幼保連携型認定こども 幼保運営課
園
(☎228-7231

FAX222-6997)

年金相談員

堺区保険年金課(☎228-7413
南区保険年金課(☎290-1808
北区保険年金課(☎258-6743

保健師（子育て支援業務）

中区役所子育て支援課(☎270-0550

家庭相談員

児童虐待防止相談員

講師【臨時・非常勤】 養護助教諭【臨時】 幼稚園 小・中学校
栄養士【臨時】 学校事務【臨時】
支援学校 高校

FAX241-0005）

FAX228-7539)
FAX290-1813)
FAX258-6894)
FAX270-8196)

教職員人事課
(☎228-7438

特別支援教育支援員（介助員）

幼稚園、小・中学校の支
援学級 支援学校

医療的ケア看護職員（学校看護師）

小・中学校の支援学級
支援学校

預かり保育担当職員

幼稚園

栄養士

学校給食課
小学校給食調理場巡回
(☎228-7489

介護保険料徴収員

区役所

一般計量士

消費生活センター(☎221-6538

土地家屋調査士（境界確定業務）

路政課(☎228-7417

境界確定業務

法定外公共物課(☎228-7093

日本語指導員【登録制】

幼稚園 小・中学校
支援学校 高校

社会福祉【常勤】
主任ケアマネジャー【非常勤】

堺市社会福祉協議会(☎232-5420

外来看護助手【パート】
一般事務【人事・総務・契約】
メディカルアシスタント
【契約】
病棟クラーク
【契約】

堺市立総合医療センター
(人事室 ☎272-9966 FAX272-9911)

保育士 児童指導員
【いずれもアルバイト】

FAX228-7890)

支援教育課
（☎228-7436

FAX228-7421）

能力開発課
（☎270-8120

FAX270-8130）
FAX228-7256)

介護保険課
(☎228-7513 FAX228-7853)
FAX221-2796)

FAX228-8865)
FAX228-8865)

人権教育課
(☎228-7484 FAX228-7421)
FAX221-7409)

児童発達支援センター
第１・第２もず園(☎279-0500 FAX270-2126)
第１・第２つぼみ園(☎299-2031 FAX299-2100)

参 照

■IoTで業務効率・生産性向上セミナー
日時 2月9日(水) 14～16時

教職員人事課講師バンク
(☎228-3946 FAX228-7890)

各 施 設

■中小企業がYouTubeビジネスで
活用すべき本当の理由とは？
日時 2月2日(水)14～16時

①メンタルヘルス入門セミナー
＝3月16日(水)18～21時
②起業・創業スタートアップセミナー
＝3月17日(木)18～21時
③シニア・セカンドキャリアの働き
方・すごし方セミナー
＝3月23日(水)18～21時
④広告作成セミナー
＝3月24日(木)18～20時
⑤調剤事務検定試験・受験対策講座
(全8回)＝3月26日～5月21日の
土曜日9時30分～12時30分

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。
対象 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(区)役所市政情
報センター(コーナー)、人事課か市
にある募集要項・申込書参照

照

企業や勤労者・求職者の方へ
サンスクエア堺の講座

勤務 4月から市立幼稚園、小・中
学校、特別支援学校、高校
職種 常勤講師、非常勤講師、養護
助教諭、栄養士、事務職員
任期 最長1年(任用事由によって異
なる）
対象 教員免許を有する方か取得見
込の方
（事務職員を除く）
要申込 面接選考あり
詳しくは市 参照

参

堺商工会議所セミナー

内容 ダイバーシティマネジメント
の講演と先進企業の取組事例の発表
日時 3月10日(木)14～16時30分
対象 市内事業所の事業主、人事部
門担当者、勤労者など
要申込 詳しくは市 参照

堺市役所で堺のために働きませんか
会計年度任用職員を募集

市

同センター
(☎240-3775

市立学校園の講師などを募集

ダイバーシティ
オンラインセミナー

