
●申込方法など詳しくは、ご案内する　 (ホームページ)でご覧になるか、問(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。
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ふるさと納税返礼品の
協力事業者を募集

市では、全国からより多くのふるさ
と納税が集まるよう、返礼品の充実
に取り組んでおり、返礼品を提供す
る協力事業者を募集しています。
採用された商品は、市の返礼品とし
てふるさと納税ポータルサイトに掲
載します。
要件  ▽ 市内で生産・製造された商

品を取り扱っている

　 　   ▽ 返礼品の手配依頼後、商品
管理・配送・苦情処理の対
応が可能

　 　    ▽ 市税を滞納していない
詳しくは市 (QRコード)
の返礼品協力事業者公募
要領を参照

 資金課
 (☎228-7191  FAX228-7856)

求　職
堺で先生になろう！

詳しくは、市 やTwitter
(QRコード)参照
■教員をめざしている方
　におすすめ
　堺でせんせい!公式SNS

教員採用選考の情報のほか、堺の
教員の魅力や教育内容などを発信
しています。

■市立学校教員採用選考試験
来年4月1日採用予定の市立学校
教員採用選考試験を実施します。
申込  5月13日17時までに市電子
申請システムで

 教職員人事課
 (☎228-7438　FAX228-7890)

市立学校園の講師などを募集

勤務  市立小・中学校(任用時期は要
相談)
職種  小学校（常勤講師・非常勤講
師）、中学校（常勤講師・非常勤講師）
任期最長1年(任用事由により異な
る）、支援学校（常勤講師）
対象  教員免許を有する方
要申込  詳しくは市 参照

 教職員人事課講師バンク
 (☎228-3946　FAX228-7890)

お知らせ
地域での困りごと
行政相談委員に気軽にご相談

市内には、総務大臣から民間のボラ
ンティアとして委嘱された行政相談
委員(表参照。敬称略)がいます。
行政全般で分からないことや困って
いることがあれば、ご相談くださ
い。

区 氏　名 電話番号

堺
宮里　眞澄 229-6882
辻野　耕司 233-7399

中
米谷　照子 278-3212
畑中　一巳 234-1854

東
星　　忠宏 236-4054
以倉　育美 285-1362

西
冨田　久子 273-9123
塩尻　春夫 272-0518

南
廣兼ケイ子 293-2609
山本　能嗣 271-1098

北
西野　房男 279-8802
捻金栄美子 251-0878

美原
髙岡　一平 361-0550
田中五都子 362-0308

 市政情報課
　 (☎228-7475　FAX228-7444)

企業・団体
コロナ関連支援

■大阪府営業時間短縮協力金
対象  営業時間短縮の要請に協
力いただいた飲食店事業者

▽第11期(3月7日～3
月21日分)

　 申請締切  5月18
日まで

 大阪府営業時間短縮協力金コ
ールセンター（☎06-6615-8514）

■事業復活支援金　申請をサポート
経済産業省では5月31日まで電
子申請を受付中。
対象  地域・業種を問
わずコロナ禍で売上が
減少している事業者

▽電子申請が困難な方の申請を
サポートしています(要予約)
会場  東洋ビル（堺東駅前）

 事業復活支援金事務局
　 ( 0120-789-140）

ものづくり新事業
チャレンジ支援補助金の申請受付

補助  中小企業が新たなものづくり
に取り組むための費用。
補助率は、補助対象経費の２分の１
以内(上限300万円)
対象  市内中小企業
申込方法などは  へ
期間  5月2日～6月30日

 地域産業課
 (☎228-7534　FAX228-8816)

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。
採用情報

募集職種 勤務地 問い合わせ先

食品衛生監視員
(薬剤師、獣医師など) 食品衛生課(☎222-9925　FAX222-1406)

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)  

児童虐待防止相談員 市役所 子ども家庭課
(☎228-7331  FAX228-8341)

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) 

保育教諭(日中、朝夕、朝か夕)
看護師
調理　管理栄養士 

幼保連携型
認定こども園

幼保運営課
(☎228-7231　FAX222-6997)

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】

幼稚園、小・中学校、
支援学校、高校

教職員人事課
(☎228-7438　FAX228-7890)

特別支援教育支援員 幼稚園、小・中学校の
支援学級　支援学校

支援教育課
(☎228-7436　FAX228-7421)

医療的ケア看護職員 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 能力開発課
（☎270-8120　FAX270-8130）

主任ケアマネジャー【非常勤】
社会福祉【常勤・非常勤】

堺市社会福祉協議会
（☎232-5420　FAX221-7409）　

看護師【アルバイト】
堺市こども急病診療セ
ンター、堺市泉北急病
診療センター

堺市救急医療事業団
(☎272-0909　FAX272-5959)

看護師　言語聴覚士　調理師
【いずれも正職員】
保育士　児童指導員

【いずれも非常勤】

南こどもリハビリテーシ
ョンセンター
北こどもリハビリテーシ
ョンセンター

堺市社会福祉事業団
（☎294-7942　FAX298-2032）

保育士　児童指導員
【いずれもアルバイト】

堺市社会福祉事業団　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）
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全戸配布する「広報さかい」に
広告を出しませんか

市内の全世帯・全事業所に配布する
「広報さかい」では歳入確保のため広
告を募集しています。

 紙面掲載は広告代理店ウィット
 (☎072-668-3275　
 FAX072-668-3276)
 折込広告はYDS府下南部地区本部
 (☎232-7772　FAX232-7773)

初めて自転車に乗れた時のことを皆
さんは覚えていますか。
普段何気なく使っている方も多い自
転車も、誰もが最初から乗れていた
わけではなく、補助輪を付けたり、
誰かに支えてもらったりして一生懸
命練習し、乗れるようになったと思
います。
春になり、転居や進学・進級、就職
や異動などそれぞれの「新しい場
所」でスタートした方も多い季節で
す。
今は慣れないこともいつかは自転車
のように当たり前にできるようにな
ると信じて取り組むことで、できる
ようになるのではないでしょうか。
広報さかいも新しいメンバーを迎え
て発行しました。慣れない作業も多
く大変ですが、一生懸命制作してい
ますので、楽しんでいただければと
思います。

フォークリフトの資格をとって
就職に生かしませんか

内容  フォークリフトの運転・操作方法
日程  6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)など
期間  5月2～31日
要申込  対象や申込方法は へ

 ジョブシップさかい
( 0120-010908　FAX244-3771)

堺で働く！自分に合う仕事と
出会うための5日間

内容  社会人に必要なスキルを身に
つける就職力アップのための集中講
座と企業交流会
日時  集中講座6月15～17・22・23
日10～16時30分
企業交流会29・30日10～17時
場所  サンスクエア堺(堺市駅前)
対象  15～39歳で全日参加できる方
来春卒業する方も参加できます
要申込　詳しくは へ

さかいJOBステーションでの相談風景

 さかいJOBステーション
( 0120-245108　FAX238-4605)
か雇用推進課
(☎228-7404　FAX228-8816)

やりたいことが分からない
何から始めたらいいか分からない方、

アドバイザーと一緒に見つけませんか。


