
Ⅰ 活力あるしまね
５．雇用・定住の促進

(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

56 ふるさと島根定住推 当初要求 ふるさと島根定住財団を中心に、市町村 地域振興部

進事業 630,568 や関係団体との連携によりＵＩターンを促 [しまね暮ら

↓ 進 し推進課]

査定 ①情報発信

630,198 ・情報誌の発行、ふるさと情報登録の

充実

・ＵＩターン総合情報サイト「くらし

まねっと」による情報発信

②相談・人材誘致

・しまね定住サテライト（東京・大阪）

を拠点とした人材誘致機能の強化

・ＵＩターン県外巡回相談を実施

【新規】

・市町村が行う雇用創出の仕組みづく

りを支援

③交流・体験

・企業への就業体験を一定期間提供

し、県内への就業を支援

・産業体験や地域活動を行う者に対し

滞在費を助成

・島根の子どもたちの隠岐体験学習

④職業

・無料職業紹介の実施

・地域の実情を踏まえ、企業が行う雇

用機会を創出する取組を支援

⑤住居確保

・空き家情報の提供や住宅相談の実施

⑥受入体制強化

・市町村の定住支援員の配置などの体

制整備を支援

⑦地域の魅力づくり

・団体客誘致のための体験プログラム

開発等により、しまね田舎ツーリズ

ムの受入体制を強化

・地域づくり活動を行うＮＰＯやボラ

ンティア団体等に対し、初期経費や

新たな活動経費を助成

・教育移住の推進に向けた普及・啓発



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

57 しまね定住推進住宅 当初要求 中山間地域・離島で定住者を受け入れる 土 木 部

整備支援事業 213,200 ための住宅の新築や空き家の改修・保全を [建築住宅課]

↓ 行う市町村に対し経費の一部を助成

査定 ［事業期間］Ｈ28～30

125,400 ［事業主体］市町村

［助成率］

・新築 1/5かつ3,500千円／戸以内

（離島 4,000千円）

・空き家改修

1/2かつ3,500千円／戸以内

（離島 4,000千円）

・空き家利用促進及び適正管理への支

援

動産の処分、ハウスクリーニング、

適正管理に要する経費の一部を助成



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

58 産業人材確保対策事 当初要求 大学生等の県内企業への就職促進及び県 商工労働部

業 212,150 内企業等が求める専門人材をＵＩＪターン [雇用政策課］

↓ により確保

要求見直し ①大都市圏での就職フェア等の開催

205,604 【新規】

↓ 東京、大阪、広島において就職イベ

査定 ントを開催

161,707 ［就活生向け］

[うちH27.2補正計上] ・しまね企業ガイダンス

56,000 県内企業の情報提供と交流会を

セットにしたガイダンス

・しまね就職フェア

県内企業による就職面接会

［低学年次向け］

・しまね企業交流セミナー

県内で活躍する企業人によるセ

ミナー、学生と企業の交流会

②企業の情報発信力強化への支援【新規】

企業が魅力あるホームページづくり

に取り組むためのセミナーの開催とセ

ミナー受講後の相談対応を実施

③県内の高校生、大学生等のインターン

シップ参加者への助成

［助成内容］

・高校生 宿泊費・旅費

・大学生等 宿泊費（1/2)

・ＩＴ技術を学ぶ大学生等

宿泊費（1/2)

技能習得支援金 2,000円/日

④都市部のプロフェッショナル人材の県

内への移転を促すための「プロフェッ

ショナル人材戦略拠点」を運営

⑤人材確保育成コーディネーターの配置

【新規】

県内就職の促進、企業や地域での人

材育成や職場定着への取組を支援する

ため、東部に２名、西部に３名配置



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

59 若年者職場定着支援 当初要求 職場定着を図るため、若年者から中堅・ 商工労働部

事業 67,711 幹部層の研修を実施するとともに企業が取 [雇用政策課]

↓ り組む人材育成を支援

要求見直し ①企業が実施する研修への支援 【新規】

73,191 人材育成に係る計画に基づき研修を

↓ 実施した場合に研修経費等を助成

査定 ［対象］

73,191 県内に主たる事務所を有する中小

企業

［助成内容］

・研修経費（1/2）

・研修支援費

参加者１人当たり800円／時間

［上限額］

10万円／人かつ100万円／社

②新入社員研修

内定後、就職直後・半年後に社会人

としての心構え、ビジネスマナー等に

関する研修を実施

③若手社員研修

離職率が高い入社２～３年目の社員

を対象に、職場定着のための研修を実

施

④中堅社員研修

中堅社員を対象に、リーダーシップ

や部下育成等に関する研修を実施

⑤経営者研修

人を大切にする経営や魅力ある職場

づくりを学ぶ「人財塾」を開催

⑥職場定着・育成プログラムの策定支援

社員定着に向けた実践的なプログラ

ムの策定を支援するため、専門家の派

遣等を実施

60 新規 中山間地域・離島で 当初要求 島根県育英会等の奨学金を受給している 総 務 部

の資格取得促進事業 306,150 若者等が中山間地域・離島で地域住民の生 [総 務 課]

↓ 活維持に必要な業種に就職し、実務を通じ

査定 て業種に関連する国家資格を取得した場合

306,150 に、奨学金の償還の一部又は全額を免除



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

61 若年者雇用対策事業 当初要求 若年者の県内就職と職業的自立を促進 商工労働部

113,166 ①ジョブカフェしまねの運営 [雇用政策課]

↓ 若年者の県内就職を促進するため、

査定 職業相談から就職後のフォローアップ

113,166 までワンストップサービスで支援

［設置場所］松江市、浜田市

②しまね若者サポートステーションの運

営

ニート等の若年無業者の職業的自立

を促進するため、職業相談から就労、

フォローアップまで一貫して支援

［設置場所］松江市、浜田市

③就労体験の支援

就業経験の浅い若年未就業者に対し

て、企業等における就労体験の機会を

提供

［体験期間］

・長期体験 ３ヶ月～１年

・短期体験 ５日～１か月

［体験者への助成内容］

・長期体験 12万円/月

・短期体験 奨励金 2,400円/日

［受入先への助成内容］

・長期体験 ３万円/月

・短期体験 6,000円/回

62 困難を有する子ども 当初要求 ひきこもりなど社会生活を営む上で困難 健康福祉部

・若者支援事業 8,617 を有する子どもや若者の自立に繋がる市町 [青少年家庭課]

↓ 村の取組を支援

要求見直し ①農業体験による社会での自立に繋がる

25,127 仕組みづくりをモデル的に実施【新規】

↓ ［実施箇所］２か所

査定 ②圏域における支援拠点として、居場所

25,127 の確保や社会体験などの取組を行う市

町村を支援 【新規】

［助成率］1/2

③圏域ごとに関係機関をつなぐネットワ

ークの構築を支援



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

63 新規 障がい者の農業分野 当初要求 障がい者福祉施設の職業指導者に対する 農林水産部

での就労機会の確保 1,540 農作業指導方法のスキルアップに向けた研 [農業経営課]

↓ 修等を実施（№15一部再掲）

査定

1,540

[うちH27.2補正計上]

1,540

64 障がい者就労支援事 当初要求 障がい者の就労を通じた自立支援のた 健康福祉部

業 151,440 め、支援拠点を中心に支援ネットワークを [障がい福祉課]

↓ 構築して就労移行の促進を図るとともに、

査定 就労支援事業所の工賃向上に向けた支援を

151,440 推進

①障害者就業・生活支援センターの運営

障がい者の生活支援を行う生活支援

員と雇用・実習の場の拡大を行う障が

い者雇用促進支援員を配置

②就労を促進するために、障がい者と事

業主双方のニーズ調査を実施 【新規】

③就労事業振興センターの運営

・商品の共同販売、人材育成、アドバ

イザー派遣等を実施

・受注拡大のためのコーディネーター

を配置

・農業経営体と障がい者施設等のマッ

チングを支援

④就労機器購入費の助成

65 障がい者の雇用促進 当初要求 障がい者の適性と能力に応じた雇用機会 商工労働部

・安定事業 84,926 を確保し、障がい者の雇用を促進 [雇用政策課]

↓ ①障がい者が就職に必要な知識や能力を

査定 習得するための職業訓練を実施

84,926 ・東部高等技術校介護サービス科

・西部高等技術校総合実務科

②障がい者委託訓練

企業等に委託して職業訓練を実施

③訓練手当

雇用保険の受給資格がない障がい者

等に対して訓練手当を支給し、職業訓

練の受講を支援

④特例子会社等の設立支援

⑤障がい者雇用促進・啓発



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

66 障がい者就業支援事 当初要求 特別支援学校高等部卒業者等を特別支援 教育委員会

業 57,013 学校の非常勤嘱託員として雇用し、企業に [特別支援教

↓ 近い形で勤務しながら職業能力や職業意識 育課]

査定 を身につけ数年以内の一般就労を目指す。

57,013 ［実施校］

松江・出雲・浜田・石見・隠岐・松

江清心養護学校、盲学校、松江・浜田

ろう学校

67 特別支援学校職業教 当初要求 特別支援学校に進路指導の代替講師を配 教育委員会

育・就業支援事業 11,592 置し、卒業生のアフターケア、在校生の職 [特別支援教

↓ 場体験受入先の開拓など、希望や適性に応 育課]

査定 じた進路先の確保やその定着を推進

11,592 ［実施校］

松江、出雲 12ｈ/週×35週

浜田、石見、益田 10ｈ/週×35週

隠岐 ６ｈ/週×35週

68 中高年齢者の就職相 当初要求 中高年齢者の就職相談窓口を設置し、就 商工労働部

談・職業紹介事業 34,713 職希望者と企業ニーズのマッチングを促進 [雇用政策課]

↓ ［設置場所］松江市、浜田市

査定 ［事業内容］

34,713 求職者の総合相談、無料職業紹介、

セミナーの開催、就職者のフォロー


