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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

▶8月12日（土） 就職フェアしまね(夏期)開催！ ▶HELLO! 採用サポートガイドブック

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。

2018卒向け最後の県内就職フェア！

約120社の企業にご参加いただき、企業ごとに

ブースを設け、採用担当者による採用計画の説

明、情報提供を行います。オプション企画では、学

生向け就活対策セミナーや、フェアの回り方講座

を行います！学生×企業の出会いを、ジョブカフェ

しまねが一生懸命サポートします。

ジョブカフェしまね 検索

●低学年向け企業交流セミナー

 9 日(土) [会場]岡山県

 23日(土) [会場]大阪府

●定例企業説明会

 26日(火) [会場]松江地方合同庁舎

●若手社員交流会

 (日程未定)[会場]浜田

●若手社員交流会vol.2

 4 日(水) [会場]松江テルサ

●低学年向け企業交流セミナー

 6 日(金) [会場]広島県

 14日(土) [会場]東京都

●定例企業説明会

 (日程未定)[会場]松江地方合同庁舎

*各イベントの日程等、詳細については変更になる可能性があります。

●定例企業説明会 (日程未定)

 [会場]松江地方合同庁舎

●低学年向け企業交流セミナー

 11日(土) [会場]大阪府

●100社・者会議

 16日(木) 浜田会場

 17日(金) 松江会場
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【イベント開催情報】 【発行しました！】

詳細は

WEBで！

[会場] くにびきメッセ(松江市)

※企業の募集は終了いたしました。

企業の皆さまのニーズに応

えるため、この「サポートガ

イドブック」を作成しました。

企業の皆さんが地域、人と

繋がり、しあわせに働き暮ら

せるように、私たちはサポー

トしていきたいと考えてい

ます！人財に関してのお悩み

はふるさと島根定住財団へ！

ご参加、周知のご協力宜しくお願いいたします！

９月  -September-  ▶▷▶ 10月  -October-  ▶▷▶ 11月  -November-
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Eメール koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp

しまねの労働
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県立高等技術校では平成30年度入校の訓練生を募集します!!

～高等技術校で学んで「プロ」を目指しませんか～

●高等技術校って何をするところ？
　中学校や高等学校を卒業される方や、離職・転職される方を対象（年齢

制限はありません）に、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。

●訓練を受講するための費用は？
　入校検定料、入校料、授業料（無料の訓練科もあり）のほか、

教科書代、実習服代、各種資格試験の受検費用などの実費が必要

です。詳しくは、最新の入校生募集要項をご覧ください。

※西部高等技術校の事務ワーク科と総合実務科は募集時期が異なります。

※修了後に取得する資格を含みます。

（上記は、東部高等技術校及び西部高等技術校のホームページのQRコードです。）

西部高等技術校東部高等技術校

●お問い合わせ先
島根県立東部高等技術校   TEL 0853-28-2733
島根県立西部高等技術校   TEL 0856-22-2450
島根県商工労働部雇用政策課 TEL 0852-22-5300

●募集訓練科　　平成29年10月２日（月）から　願書受付開始！

校 名 訓練科名 定 員 取得可能な資格等 期 間

東部高等技術校
(出雲市)

美容科 20名 美容師国家資格

２年自動車工学科 15名 ２級自動車整備士国家資格（ガｿﾘﾝ､ジーゼル)

住環境・土木科 10名 測量士補､２級土木及び２級管工事施工管理技士（学科)等

ものづくり機械加工科 10名 技能検定２級（普通・NC旋盤等)､溶接技能特別講習

１年

Ｗｅｂデザイﾝ科 10名 ウェブデザイﾝ技能検定等

建築科 15名 技能検定２級又は3級（建築大工)

ハウスアート科 10名 技能検定２級（左官作業)､車両系建設機械特別教育等

介護サービス科 10名 介護職員初任者（旧ﾎーﾑﾍルパー２級)

西部高等技術校
(益田市)

ＯＡシステﾑ科 10名 ITパスポート､日商PC検定２級､日商簿記検定２級

１年建築科 10名 技能検定２級又は3級（建築大工)

機械加工・溶接科 10名 技能検定２級（普通旋盤等)､ JIS溶接技能者評価試験

事務ワーク科 ※ 10名×２ 日商簿記検定3級､QC検定3級 6か月

総合実務科 ※ ５名×２ 進路に応じて個別にサポート ５か月

「ハウスアート科（左官技術者養成コース）」

「機械加工・溶接科」

【在校中の特典】
◇授業料等の減免制度があります。　　　　◇通校には学割が適用されます。（原則１年以上の期間の訓練科）

◇寄宿舎を完備しています。（東部高等技術校）

◇民間アパート等を借りた場合の寄宿費助成があります。（西部高等技術校）

◇求職中（在職中）の方は雇用保険失業給付、その他支援制度を受けられる場合があります。
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１年

H25.4

↑
締
結

【平成２５年４月開始で契約期間が１年の場合の例】

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがなり限り、直前の有期労働契約と

　 同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改定などが必要です。

無期転換

申込権発生

↑
更
新

↑
更
新

↑
更
新

↑
更
新

↑
更
新

　申
込

H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H31.4

１年 １年

５年

１年 １年

↑
転
換

１年

H30.4

無期労働契約

働くすべての皆様と
事業主の皆様へ

受検料減免の
対象になる方

※３級を受検される3５歳未満かつ在校生の方はさらに減免される場合があります。

※随時実施される等級は対象外です。

gggggggggggggggggggggggggg

　学生たちが一年で最も熱く燃え上がる本校の学園祭

「浜風祭」！

　「第２１回浜風祭」が１0月１5日に開催されます。

　企画、準備、当日の運営まで、約１00名の学生で組織する

学友会が中心となって開催するこのイベントは、学生たち

のアイデア満載です。

　みんなで楽しい一日を過ごしてみませんか！

■期　　日：平成２９年１０月１５日（日）９：００～

■場　　所：島根県立東部高等技術校

　　　　　　出雲市長浜町３05７－１１

■問合せ先：0853－28－2733

《お問い合わせ先》島根県商工労働部雇用政策課　TEL 0852-22-5304

お問い合わせ先 島根労働局雇用環境・均等室 ☎0852-31-1161

島根県立東部高等技術校学園祭「浜風祭」開催！

＜ステージ・パフォーマンス＞

当日は、各科の催し物や屋台などが並び、また美容科のステージ

パフォーマンスをはじめとするお楽しみイベントも盛りだくさんですよ！

今年はどんなイベントが登場するのやら。みなさん、わくわくドキド

キの「浜風祭」にぜひお誘いあわせの上、ご来場ください！

★詳しくは、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」http://muki.mhlw.go.jp をご覧ください。

H29年度後期技能検定から、若者の受検料が減免されます

　日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、３５歳未満の方が技能検定（２，３級）を受ける
際の実技試験受検料を、一部減免します。

(1)実技試験を受検する方

(2)実技試験実施日が属する年度の４月1日において、3５歳に達していない方

　※受検申請時に、本人確認書類（運転免許証、保険証の写し等）の提出が必要です。

 無期転換ルールとは、「有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の
定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルール」です。   （労働契約法第１８条：平成２５年４月１日施行）

職　種 現　行 減免後

機械検査、婦人子供服製造 １４，９００円 ５，９００円

和裁、テクニカルイラストレーション、機械・

プラント製図、電気製図
１３，１００円 ４，１００円

上記職種以外 １７，９００円 ８，９００円

「無期転換ルール」の本格化まで１年を切りました！「無期転換ルール」の本格化まで１年を切りました！
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　従業員が出産後職場に復帰しやすい職場環境づくりを推進し、出産や育児による離職を減らし継続雇用を促す

ため、中小・小規模事業者のみなさまに奨励金を支給します。

※支給要件に合致（従業員が職場復帰後3ヶ月以上勤務）した日の翌日から起算して1年以内に申請してください。

【従業員の職場復帰がH29.1.1以降の場合】

（１）県内に本社又は主たる事業所を有すること

（２）資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者

の数が別に定める基準に該当すること（中小・小規模事業

者等であること）

（３）常時雇用する労働者数が50人未満の事業所を県内に有

し、当該事業所において雇用する従業員が出産後平成29年

１月１日以降に職場復帰した後、３ヶ月以上勤務している

こと

（４）暴力団関係事業所でない事業主であること

【従業員の職場復帰が 

　　　　　　H28.12.31までの場合（経過措置）】

（１）県内に本社又は主たる事業所を有すること

（２）常時雇用する労働者数が50人未満の事業主

であること

（３）暴力団関係事業所でない事業主であること

（４）出産後、平成28年１月１日以降に職場復帰

した後、３ヶ月以上勤務している従業員がい

ること

「出産後職場復帰奨励金」をご存じですか？

～～～平成29年４月から、支給対象者を拡充しました！～～～

～中小・小規模事業者のみなさまへ～

～職場でのトラブルにお困りの方～
島根県労働委員会の助言・あっせん制度をご利用ください

【ご利用できる方】

　・県内の事業所にお勤めの方　

　・県内の事業所の事業主

　・労働組合などの労働者の団体

【これまでによせられた相談】

　・有給休暇がない、残業しているのに手当を払ってもらえない。

　・パワハラやセクハラで困っている。

　・労働組合など労働者の団体と事業主の話合いがつかない。

労働委員会は、賃金の未払いや解雇など、労働者と事業主との間で話合いがまとまらずトラブルになっている場

合、アドバイスや話合いの仲立ちをすることで、解決のお手伝いをします。料金は無料で、秘密は厳守します。

●お問い合わせ先……………………………………………………………………………………………………………

島根県労働委員会事務局　松江市殿町８番地（県庁南庁舎１階）

☎０８５２－２２－５４５０　　【受付時間】８：３０～１７：１５（土・日曜日、祝日、年末年始は除きます）

奨 励 金 の

支給額

①　従業員が育児休業を３ヶ月以上取得した場合 従業員１人につき20万円

②　①以外（育児休業が３ヶ月未満等）で職場復帰した場合 従業員１人につき10万円

お問い合わせ先 【松江商工会議所】☎0852-25-2556
【島根県商工会連合会】(本所)   ☎0852-21-0651

           (石見事務所)☎0855-22-3590


