
 

 

 
島根県では、県民の皆様の県政への積極的な参画を進めています。 

審議会等に参加して、あなたの意見を県の施策に活かしてみませんか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●応募資格等、詳細は裏面の「公募を実施する審議会等」一覧をご覧ください● 
○応募条件など不明な点については、事前にご確認ください。 

○応募締切は、令和５年１月６日（金）必着です。 

○応募申込書及び小論文等の必要書類を島根県総務部人事課に提出してください。 

○応募申込書様式の電子媒体は島根県ホームページに掲載していますので、必要な方はご活用 

ください。 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/jinji 

○選考結果は、後日、応募者の方に各担当課より直接お知らせします。 

○選考に係る費用（面接時の移動経費、書類提出の郵送代など）は自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

※審議会等の具体的内容、選考方法については、「公募を実施する審議会等」一覧に記載の 

『問い合わせ先』へお願いします。 

審議会等の名称 募集人数 

●島根県県民いきいき活動促進委員会 １人 

●島根県国民健康保険運営協議会 １人 

●島根県がん対策推進協議会 ４人 

●島根県障がい者施策審議会 １人 

●島根県公共事業再評価委員会 １人 

●島根県企業局経営計画評価委員会 １人 

●生涯学習推進施設運営委員会 １人 

県政にあなたのご意見を！ 

◆募集期間◆令和４年１２月１日（木）～令和５年１月６日（金） 

 ◇申込先・公募に関するお問い合わせ 
◇島根県 総務部 人事課 行政管理グループ 
◇〒６９０－８５０１ 松江市殿町１番地 

 ◇電話 ０８５２－２２－５０３２  ◇FAX ０８５２－２２－５０２４ 
 ◇メールアドレス jinji@pref.shimane.lg.jp 



公募を実施する審議会等
№ 審議会等の名称 募集

人数
審議会等の概要 選 考（上段 応募条件等、下段 選考方法） 開催

回数
任 期 問い合わせ先

R5.4.1
～

R7.3.31

環境生活総務課
ＮＰＯ活動推進室
TEL:0852－22－5096
FAX:0852－22－5636
E-mail:
npo@pref.shimane.lg.jp

環境生活部内に設置する選考委員会（外部委員を含む）で選考しま
す。

①第一次選考（書類選考）
 現在取り組んでいる「県民いきいき活動」の活動内容、活動実績
と、小論文（８００字以内）を提出していただき、これをもとに選
考し、応募者本人にお知らせします。
・小論文テーマ 「県民いきいき活動」の促進について思うこと。

②二次選考（面接選考）
 第一次選考通過者を対象に面接を行います。
 ※面接選考の結果に基づき、年齢、地域、活動内容等も考慮した
上で総合的に選考します。

1
島根県県民いきいき活

動促進委員会
1人

島根県県民いきいき活動促進委
員会は、島根県県民いきいき活
動促進委員会設置要綱に基づい
て設置し、県内における県民い
きいき活動の促進と、ＮＰＯ等
と県の協働を推進するため、島
根県が取り組む施策等について
意見を聴き、県民活動促進の施
策展開に資することを目的とし
ています。

 この委員会は、現在１６名で
構成しており、公募委員は不在
となっております。公募委員に
は、県民いきいき活動の実践を
通じて得られた経験を踏まえ、
県内の県民いきいき活動をより
一層促進するとともに、県行政
における協働を促進するため
に、御意見をいただきたいこと
から、今回、県民いきいき活動
実践者の公募を実施します。

※「県民いきいき活動」とは、
営利を目的とせず、不特定かつ
多数のものの利益の促進に寄与
することを目的として、自発的
に行われる活動のことです。

①島根県内に住所を有する方
②県民いきいき活動を行っている方
③島根県県民いきいき活動促進委員会（年２～３回程度、平日開
催）に出席できる方

※ただし、国及び地方公共団体の議員及び職員並びに島根県の他の
審議会等委員は応募することができません。

年2～3回
程度



公募を実施する審議会等
№ 審議会等の名称 募集

人数
審議会等の概要 選 考（上段 応募条件等、下段 選考方法） 開催

回数
任 期 問い合わせ先

作文を基に選考を行い、必要に応じて面接を行います。

健康推進課
医療保険グループ
TEL:0852－22－5268
FAX:0852－22－6328
E-mail:
kokuho-
kokikorei@pref.shimane.l
g.jp

2
島根県国民健康保険

運営協議会
１人

国民健康保険の運営に関する重
要事項を審議するため、知事の
附属機関として設置された協議
会です。県民の皆様の意見を反
映するため、国民健康保険の運
営に関心のある方のご応募をお
待ちしています。

委員の役割 年３回程度開催
（松江市内、平日）する協議会
に出席し、知事の諮問に応じ、
島根県の国民健康保険事業の運
営に関する重要事項について審
議していただきます。

■応募資格
次の要件の全てに該当する方
① 島根県内に住所を有する満１８歳以上の方で、かつ国民健康保
険に加入している方
② 年３回程度、松江市内で開催する平日昼間の会議に出席できる
こと
③ 国・地方公共団体の議員、職員でないこと
■応募方法
応募申込書に必要事項を記入の上、以下の事項をテーマとした作文
（８００字程度）を添えて応募してください。（提出された応募用
紙は返却しません。）
■作文の様式
任意（原稿用紙に手書きされたものや、ワープロで印字されたもの
で可）とします。
■作文のテーマ
「国民健康保険に思うこと」（あなたが国民健康保険に加入してい
るなかで、日頃思うことを自由に記載してください。例 保険料の
水準、医療費の適正化、特定健診・特定保健指導についてなど）

年3回
程度

委嘱した
日
～

Ｒ6.3.31



公募を実施する審議会等
№ 審議会等の名称 募集

人数
審議会等の概要 選 考（上段 応募条件等、下段 選考方法） 開催

回数
任 期 問い合わせ先

島根県がん対策推進協議会委員選考委員会において、１次選考（小
論文）、２次選考（面接）の結果に基づき、年齢、地域等を考慮し
た上で、総合的に選考します。

島根県障がい者施策審議会公募委員選考委員会において、書類審査
及び面接を行い、性別、年齢、居住地、活動内容を考慮したうえ
で、総合的に審査して選考します。

R5.3.16
～

Ｒ7.3.15

障がい福祉課
計画推進グループ
TEL:0852－22－6526
FAX:0852－22－6687
E-mail:
syougai@pref.shimane.lg
.jp

4
島根県障がい者施策

審議会
１人

障害者基本法に基づく障害者計
画や障害者総合支援法に基づく
障害福祉計画に関して、施策の
総合的かつ計画的な推進につい
て必要な事項を調査審議するこ
とを目的として、障害者基本法
第３４条に基づき設置している
ものです。

※県内の障がい者の支援体制に
関する課題等について協議する
「島根県障がい者自立支援協議
会」と一体的に開催します。

① 島根県内に住所を有する満20歳以上(令和５年３月16日現在)の
方
② 島根県の障がい者施策に関心をお持ちの方、障がい者及び障が
い者の福祉に関する事業に従事する方
③ 審議会（松江市内で平日に２時間程度開催）に出席できる方
④ 応募にあたり、「今日の障がい者施策について思うこと」を
テーマとした小論文（800字以内）を提出いただきます。
⑤ 国・地方公共団体の議員及び職員、島根県の他の審議会の委員
の方は応募できません。

年1～2回
程度

3
島根県がん対策推進

協議会
４人

島根県が行う、がん対策基本法
（平成18年法律第98号）第12
条第１項に規定する「都道府県
がん対策推進計画」の策定及び
進行管理に関する事項等を検討
するもの。

R4.4.1現在 委員数25名（う
ち患者・家族・遺族委員4名）

■応募資格
①県内に在住で、応募時点で18歳以上のがん患者、がん経験者又
はそれら家族（遺族を含む）
②がん対策について日頃から関心があり、本県のがん対策について
建設的な意見や提言ができる方
③年に数回程度、平日に島根県内で開催される会議に出席できる方
■応募方法
応募条件①を満たす旨及び「島根のがん対策について考えること」
について800字程度にまとめた小論文を添えて応募のこと
■選考
第１次 書類、第２次 面接

年数回
Ｒ5.4.1

～
Ｒ7.3.31

健康推進課
がん対策推進室
TEL:0852－22－6701
FAX:0852－22－6328
E-mail:
gantaisaku@pref.shiman
e.lg.jp



公募を実施する審議会等
№ 審議会等の名称 募集

人数
審議会等の概要 選 考（上段 応募条件等、下段 選考方法） 開催

回数
任 期 問い合わせ先

島根県公共事業再評価委員会公募委員選考委員会において、審査書
類及び面接結果に基づき、審査を行い決定します。

島根県企業局経営計画評価委員会公募委員選考委員会において、提
出書類をもとに審査を行います。面接は実施しません。

Ｒ5.7.20
～

Ｒ7.7.19

企業局経営課
経営企画スタッフ
TEL:0852－22－6644
FAX:0852－22－5679
E-mail:
keieika-
kanrisya@pref.shimane.l
g.jp

6
島根県企業局経営計画

評価委員会
１人

島根県企業局では県民生活に欠
かすことができない電気、水道
の供給、及び地域経済発展に不
可欠な工業用水道の供給や宅地
造成（工業団地の整備）の４事
業を行っており、これらの事業
目的を果たすための指針として
経営計画を策定しています。こ
の経営計画に基づく毎年度の取
組実績等の評価について、外部
から幅広い意見を求めます。

・島根県内に住所を有する２０歳以上の方
・島根県議会議員及び島根県職員並びに他の委員会の委員でない方
・島根県企業局が実施する事業に関心をお持ちの方
・年２回程度、平日開催の委員会に出席可能な方
・応募にあたり、「島根県企業局の事業に期待すること」をテーマ
とした小論文（800字程度）を提出していただきます。 年2回

5
島根県公共事業
再評価委員会

１人

公共事業の効率性、実施過程の
一層の向上を図ることを目的
に、農林水産省、国土交通省及
び厚生労働省が所管する公共事
業のうち県が事業主体となる国
庫補助事業及び県単独事業等に
ついて、事業採択後一定期間を
経過した後も未着工である事
業、事業採択後既に⾧期間が経
過している事業等の再評価を行
います。

①県内に住所を有する満２０歳以上の方（Ｒ５．４．１現在）
②島根県の公共事業に関心をお持ちで、島根県公共事業再評価委員
会（原則として平日開催）に出席できる方
③応募にあたり「私が思う島根県の公共事業のあるべき姿」をテー
マとした小論文（Ａ４横書き、1000字程度）を提出してくださ
い。

※ただし、国および地方公共団体の議員及び職員並びに島根県の他
の審議会等の委員は応募することができません。

年4～5回
程度

Ｒ5.4.1
～

Ｒ7.3.31

技術管理課
公共事業調整スタッフ
TEL:0852－22－6198
FAX:0852－25－6329
E-mail:
gijyutsu@pref.shimane.lg
.jp



公募を実施する審議会等
№ 審議会等の名称 募集

人数
審議会等の概要 選 考（上段 応募条件等、下段 選考方法） 開催

回数
任 期 問い合わせ先

公募の委員の選考にあたっては、生涯学習推進施設運営委員会公募
委員選考委員会を設置し、応募者から提出された書類及び応募者の
面接に基づき、応募の動機や地域力の向上に資する活動の内容等を
総合的に審査して行います。

7
生涯学習推進施設

運営委員会
１人

島根県立生涯学習推進施設条例
施行規則第６条に基づき、東
部・西部社会教育研修センター
の運営に関し、所⾧の諮問に応
ずるとともに、東西センターの
運営に対し意見を述べる機関。

委員の定数 １０人以内
委員の任期 ２年

次の①～③の要件をいずれも満たす方とします。
①島根県内に住所を有する満２０歳以上の方
②生涯学習・社会教育に精通し、地域力の向上に資する活動を行っ
ている方
③生涯学習推進施設運営委員会（平日に開催）に出席できる方

※ただし、国及び地方公共団体の議員及び職員は応募することがで
きません。 年1回

委嘱した
日
～

Ｒ6.9.20

東部社会教育研修センター
研修調査課
TEL:0853－67－9060
FAX:0853－69－1380
E-mail:
tobu_shakaikyoiku@pref.
shimane.lg.jp



島根県審議会等委員応募申込書  

希望する審議会等名  

 

住   所  

（連絡先） 

 

（〒   －     ） 

 

 電話   －   －      ＦＡＸ   －  －    

 Ｅ－ｍａｉｌ  

（ふりがな） 

氏   名  

 

 

生 年 月 日 大正･昭和･平成･西暦    年   月   日（   歳）男・女  

職   業  

（勤務先など） 

 

 

 

 

自 己 略 歴 

 

 

年月又は略歴 名称又は内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応 募 の 動 機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《記入上の留意事項》 
  １ 自薦によります。 
  ２ 「自己略歴」欄は、差し支えない範囲でご記入ください。 
  ３ 小論文等の提出が必要な場合がありますので、「公募を実施する審議会等」で 

確認の上、本申込書に添えて提出してください。 
  ４ ご提出いただいた書類（申込 書・小論文等）はお返しできませんので、ご了承く

ださい。 
５ この申込書は、令 和５年１月６ 日（金）までに郵送、FAX 又はメール(すべて必

着)により下記まで提出してください。 
〈提出先〉 

  〒690-8501 松 江市殿町１番地  
  島根県総務部人事課（行政管理グループ） 
  ＴＥＬ ０８５２－２２－５０３２ 
  ＦＡＸ ０８５２－２２－５０２４ 
  Ｅ－ｍａｉｌ jinji@pref.shimane.lg.jp 

 

※応募に際して記載された個人情報は、委員選定の目的以外には使用いたしません。 


