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【ジョブカフェしまね（公益財団法人ふるさと島根定住財団）】

■松江センター　松江市朝日町478-18 松江テルサ3階　　　　TEL：0120-67-4510[開所 9：30～18：00 日・祝休み]

■浜田ブランチ　浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田2階　TEL：0120-45-4970[開所 9：30～18：00 土・日・祝休み]

ジョブカフェしまね 就職イベント情報
就職支援ワンストップサービスセンター

島根県内外の学生との独自の繋がりを活かし、採用活動のお手伝いから採用後の定着支援、

低学年層への働きかけまで、様々な企画で県内企業の皆さまと優秀な人材の縁結びをサポートします。

ジョブカフェしまね 検索

［参加対象］

組織の経営者、中間管理職(人事担当者)、若手社員、内定者など

■県内各地の企業やNPO法人、

　学生まで多様な組織からご参加いただきます！

▶お申込みは「しまね就活情報サイト」またはお電話にて！

講演テーマ：
「人が輝き成長する会社づくり

～想い・仕組み・実践の環境が組織を変える～」

講演テーマ：
「働きたくなる職場をつくる秘訣

～そのポイントを事例・体験から探る～」

[時間]１３：３０－１７：００
[会場]いわみーる　4０１・4０２

[時間]１３：３０－１７：００
[会場]くにびきメッセ小ホール

【講師】株式会社イベント21　代表取締役　中野 愛一郎 氏 【講師】NPO法人ファザーリング・ジャパン中国　顧問　福井 正樹 氏

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

しまね大作戦会議
～自慢したい職場をつくろう～

■浜田会場 ■松江会場

参加者大募集！
LET'S TAKE AN ACTION!

１３：３０～　講演［各会場おススメ講師が登壇］
　　　　　⇒刺激あふれる内容になること間違いなし！

１６：３０～　振り返り［学びを深め、持ち帰ろう］

１７：３０～　アフター交流会／同会場にて(参加費　１,０００円)

１５：００～　大グループワーク［参加型プログラム］
　　　　　⇒聞いてるだけの会議ではありません！
　　　　　　会社や役職の壁を越えて、参加者全員で議論！

▼

▼

▼

11/16
（木）

11/17
（金）

【耳より情報①】しまね就活情報サイトは、アクセス数　月 22万PV！

　　　　　　　■登録済の企業・団体⇒掲載内容の充実！　■未登録の企業・団体⇒新規登録をおススメします！

【耳より情報②】しまね学生インターンシップ(春期) 受入事業所募集を１０月初旬開始予定！(詳細はHPをご確認ください)

No.588
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島根県商工労働部雇用政策課
〒690ｰ8501　松江市殿町1番地　☎0852（22）5297
ホームページ http://www.pref.shimane.lg.jp/rodoseisaku/
Eメール koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp

しまねの労働
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いわみーる

働きたいを応援します！働きたいを応援します！

相談無料

予約制となりますので下記へご連絡ください。登録・利用は無料です。

サポステ松江　しまね東部若者サポートステーション

開所時間

しまね東部若者サポートステーションは平成29年８月１日（火）より下記の住所へ移転しました。
今後ともよろしくお願いいたします。

【新住所】

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3　いきいきプラザ島根１F

［TEL］0852-33-7710　［FAX］0852-33-7712

［E-mail］matsue@genki-ouen.or.jp

［HP］http://matsue-saposute.com/

サポステ浜田　しまね西部若者サポートステーション
〒697-0016 島根県浜田市野原町1826-1　いわみーる1F

[TEL］0855-22-6830　［FAX］0855-25-9020

[E-mail] hamada@genki-ouen.or.jp

[HP] http://hamada-saposute.com/

あなたにあった支援プログラムを
一緒に考えます！
あなたにあった支援プログラムを
一緒に考えます！

島根県地域若者サポートステーションは

「働きたい」を応援する、若者（15 ～ 39 歳）の総合相談窓口です。
ご本人だけでなく、ご家族の相談にも応じます。
相談は無料です！お気軽にご相談ください！

個別面談
スタッフとともに今後の方向性を決めていきません
か？本人だけでなく、ご家族のご相談にも応じてい
ます。

面接や応募書類作成サポート
履歴書の添削や志望動機の書き方、面接練習などを
サポートします。パソコンを使って書類の作成もで
きます！

就職後もサポート
サポステを利用して就職された方を対象に職場での
経験や体験を共有して、働き続ける意欲とやる気を
アップしましょう！

月曜～金曜 9：30 ～ 17：30（木曜 9：30 ～ 19：00）
第１・第５土曜日は開所（9：30 ～ 17：30）。その他の土日祝・年末年始はお休みです。
第１土曜日の振替で翌週の月曜日がお休みになります。

職場体験
サービス業や製造業、軽作業など、実際に仕事を体
験することで、就労に動き出すことができます！

各種スキルアップセミナー
就労するための力を身につけるため、さまざまなプ
ログラムを行っています！

出張相談
（サポステ松江）松江・安来・出雲・雲南・隠岐の
各地区で出張相談を行っています。
（サポステ浜田）浜田・益田・大田・江津・川本の
各地区で出張相談を行っています。

厚生労働省・島根県委託事業
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＜お問い合わせ先＞島根県商工労働部雇用政策課雇用対策グループ　☎0852-22-5309

【ご案内】「障がい者雇用促進フォーラム ～法定雇用率 引き上げを ひかえて～」

10月25日（水）午後１時３0分から益田市で開催します。＜参加無料＞＜要申込＞

障がい者雇用のきっかけづくりや理解促進にご活用ください。

詳細はホームページをご覧ください。

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障がい者の割合
が一定率以上になるよう義務づけています（障がい者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成３０年４月１日から
以下のように変わります。

〇障がい者１人以上の雇用が義務付けられる民間企業が従業員45.5人以上に拡大します。
〇平成33年４月までには、さらに0.1％引上げとなります。
〇これに伴い、民間企業の身体障がい者補助犬の受入義務化要件も拡大します。

平成３０年４月から障がい者の法定雇用率が引上げになります

求人企業のみなさまへ ミドル・シニア仕事センターのご紹介

　島根県では、生産年齢人口の減少が続いており、今後労働力不足が懸念されます。いまこそ経験と技術
を持った「中高年齢者」の力を活用するときです。中高年齢者ならではのメリットがあります。年齢によ
り国の助成金もあります。事業者のみなさまのニーズに応える求職希望者をご紹介します。
　まずは、ご一報ください。「ミドル・シニア仕事センター」の相談員がご相談に伺います。お気軽にお
電話ください。

～長く求人しているが、求職者がなく困っている～

島根県中高年齢者就職支援窓口　　無料職業紹介所

就職先訪問を一緒に行うなど、きめ細かな就
労支援(寄り添い型就労支援)を行います。

職歴や経験、希望を充分にお聞きし、一緒
に就職先を探します。

当センターの特徴

〒690-0007
松江市御手船場町557-7　労働会館3階
TEL：0852-61-6111
Mail：matsue@shimane-jss.net

〒697-0026
浜田市田町1655　第2オリンピアビル
TEL：0855-25-5111
Mail：hamada@shimane-jss.net

ミドル・シニア
仕事センター松江

ミドル・シニア
仕事センター浜田

島根県雇用政策課 検索

現行
H30.4.1以降
（経過措置）

H33.4までに
本来の率へ

民間企業 ２．0％
（５0人）

２．２％
（４５．５人）

２．3％
（４3．５人）

※下段（　）は雇用義務対象となる企業の従業員数
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“ものづくり”の面白さや素晴らしさを体感できるイベントを開催します。

＜日時＞　平成29年10月29日（日）　　午前9時半～午後4時

＜会場＞　くにびきメッセ（松江市）　大展示場

＜主催＞　島根県技能振興コーナー（島根県職業能力開発協会）

＜内容＞　■　子どもものづくり体験（小中学生対象）

　　　　　■　現代の名工による伝統技能の実演

　　　　　■　技能士展及び技能競技展

　　　　　■　カンナ削り競技大会、高所作業車体験

　　　　　■　ジャンケン大会

　　　　　　※内容については変更する場合があります。

お問い合わせ先　島根県職業能力開発協会（ＴＥＬ　０８５２－２３－１７５５）

　　　　　　　　島根県技能振興コーナー（ＴＥＬ　０８５２－６１－００５１）

平成30年度入校の県立高等技術校訓練生募集！！

“技”の祭典！技能フェスティバル開催のご案内

高等技術校は、職業に就くために必要な技術、専門知識や資格を習得するための職業訓練、また、

在職の方の職業訓練を行うための県立の職業能力開発施設です。

●お問い合わせ先
島根県立東部高等技術校　ＴＥＬ 0853ｰ28ｰ2733　島根県立西部高等技術校　ＴＥＬ 0856ｰ22ｰ2450

●募集訓練科
校　名 訓　練　科　名 定員 訓　練　内　容 期間

東部高等技術校

（出雲市）

美容科 20名 美容師に必要な技能習得と資格取得を目指します。

２年自動車工学科 15名 ２級自動車整備士に必要な技能習得と資格取得を目指します。

住環境・土木科 10名 設備工事、土木工事に必要な技能習得と資格取得を目指します。

ものづくり機械加工科 10名 旋盤、フライス盤などを利用した機械加工について学びます。

１年

Ｗｅｂデザイン科 10名 グラフィックおよびWebデザイン基礎の他、業界スキルを学びます。

建築科 15名 建築大工に必要な技能習得と木造建築物工事について学びます。

ハウスアート科 10名 左官に必要な技能習得とインテリア・エクステリア工事について学びます。

介護サービス科 10名 福祉施設の介護補助員に必要な知識、技術、マナーを学びます。

西部高等技術校

（益田市）

ＯＡシステム科 10名 事務職に必要なコンピュータや簿記等の知識、技術、技能を学びます。

１年建築科 10名 建築大工に必要な技能習得と木造建築物工事について学びます。

機械加工・溶接科 10名 汎用工作機械及びＮＣ旋盤を利用した機械加工と各種溶接方法の技術・知識を学びます。

※選抜の結果、定員を満たさなかった訓練科は追加募集をおこなう場合があります。
　募集状況の詳細は各高等技術校へお問い合わせください。

●選抜日程

願書受付期間 入校検定日 合格発表

平成２９年１0月2日～平成２９年１0月3１日 平成２９年１１月１0日 平成２９年１１月２１日

＜ 担当 ＞ 島根県商工労働部雇用政策課労働福祉グループ（県庁本庁舎２階）

労働に関する諸問題について、労働相談員等が秘密厳守、無料で相談に応じます。

相談日：毎週月・水・金曜日（原則）
相談時間：8：30～17：15電話・面談

雇用政策課ホームページの専用フォームより
メール

☎0852–22–6557

お仕事のギモン　ありませんか？

までご相談ください！労働相談専用ダイヤル

島根県　メールde労働相談 検索

相談フォームに

つながります

入場無料！


