
Ⅰ 活力ある産業をつくる 

３ 人材の確保・育成 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

72 県内就職に向けた

県内大学等との連

携事業 

24,964 県内大学と企業、県等で構成するコン

ソーシアムにより、県内学生の県内就職

に向けた取組を支援 

①県内学生と企業の交流会など学生が

地元企業を知る機会の創出やインタ

ーンシップの充実に向けた取組、県

内大学と企業が連携して教育プログ

ラムを構築する取組を支援 

②コンソーシアム事務局の運営経費を

支援 

政策企画局

[政策企画監室]

商工労働部

[雇用政策課]

73 困難を有する子ど

も・若者支援事業

22,439 ひきこもりや不登校、発達障がいなど、

社会生活を営む上で様々な困難を有する

子どもや若者の自立につながる市町村の

取組を支援 

①就労体験を受け入れる事業所の開拓

や関係機関との連携強化などの取組

を行う市町村を支援 

 ［助成率］1/2 

②圏域における支援拠点として、居場

所の確保や社会・就労体験など社会

とのつながりを回復させる取組を行

う市町村を支援 

 ［助成率］1/2 

③子ども・若者支援機関の相互理解と

連携強化の促進 

健康福祉部
[青少年家庭課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

74 女性の雇用・就業

促進事業 

52,513 女性一人ひとりの希望に応じた就労を

実現するための環境を整備 

①県内企業等で就労を目指す女性を支

援するため、ワンストップの就職相

談窓口を設置 

［設置場所］ 

松江市、浜田市 

［事業内容］ 

求職者の総合相談、無料職業紹

介、セミナーの開催、職場体験、出

張相談会、ＰＣ講習、就職後のフォ

ロー 

②正規職員への転換を希望する女性の

非正規労働者を支援するため、就労

体験付き講習会を実施 

政策企画局
[女性活躍推進

課] 

75 中小・小規模事業

者等出産後職場復

帰促進事業 

103,469 出産や育児による離職を減らし、従業

員が出産後も働き続けることができるよ

う、中小・小規模事業者等に奨励金を支給

［対象事業者］ 

県内に本社又は主たる事業所があ

る中小・小規模事業者等が設置する

従業員数 50 人未満の県内の事業所 

［支給要件］ 

出産後３か月以上の育児休業を取

得し、職場復帰した従業員を３か月

以上雇用すること 

［支給額］ 

・従業員 30 人未満の事業所 

   20 万円／人（新規１人目のみ）

   ※２人目以降は 10 万円／人 

・従業員 30～50 人未満の事業所 

10 万円／人 

政策企画局
[女性活躍推進

課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

76 子育てしやすい職

場づくり促進事業

39,478 子育てしやすい柔軟な働き方ができる

職場環境づくりに取り組む、中小・小規模

事業者等に奨励金を支給 

［対象事業者］ 

県内に本社又は主たる事業所があ

る中小・小規模事業者等が設置する

従業員数 50 人未満の県内の事業所 

［支給要件］ 

以下のいずれかの制度を導入し、

利用実績があること 

ａ.時間単位の年次有給休暇制度 

ｂ.育児短時間勤務制度 

（代替制度も可） 

［代替制度］ 

・フレックスタイム制度 

・始業終業時刻の繰上げ繰下げ 

［支給額］ 

ａ、ｂ各 10 万円／事業所 

※１事業所につきａ、ｂそれぞれ

１回限り 

政策企画局
[女性活躍推進

課]

77 観光産業人材育成

事業 

24,290  観光産業における人材の確保・育成対

策を実施 

①宿泊・観光業向け研修会の実施、人材

育成システムの拡充 

②県内大学と連携したセミナー等の実

施により、学生等の観光産業への職

業理解と就労を促進 

③就職希望者を対象とした職業訓練を

実施 

商工労働部
[観光振興課]

[雇用政策課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

78 若年者県内就職促

進事業  

461,946 高校生や県内外に進学した学生の県内

就職を促進（№72 一部再掲） 

①高校生等の県内就職促進事業  

人材確保育成コーディネーターを

配置し、県内高校と連携した企業交

流会の開催により在学生及び教職員

の県内就職の意識向上や将来の県内

企業への就職を促進 

②県内大学生等の県内就職促進事業  

人材確保育成コーディネーターを

配置し、県内大学等と連携した企業

交流会や企業説明会等を開催 

③県外大学生等の県内就職促進事業  

学生就職アドバイザーを近畿・山

陽地方に配置し県外大学等と連携し

た個別相談や企業交流会、企業説明

会等を開催 

④女子学生の県内就職の促進  

・ 女子学生「しまねジョブガール」が

県内企業を取材し、女子の視点で

企業情報を発信 

・ 大学等を巡回「キャラバン」して文

系女子が活躍している職種をＰＲ 

・ 県内企業の情報発信の改善「採用

ブランディング」に取り組む企業

を支援 

⑤企業情報発信力強化事業   

・採用力強化セミナーの開催 

・採用力強化支援員の配置や専門家

の派遣により、県内企業の採用活

動の改善に向けた取組を支援 

【拡充】

・ 「若者の県内就職の促進に関する

業務協定」により連携する（株）マ

イナビのサイトに島根県のポータ

ルページを開設し、また、県外の合

同企業説明会に島根ブースを出展 

・インターンシップや就職活動にか

かる学生の交通費等を支援 

・ 「しまね登録」をしている学生に

ＬＩＮＥで就職情報等を発信 

・保護者向けの情報発信や就活セミ

ナーを実施 

商工労働部 

[雇用政策課]



⑥ジョブカフェしまねの運営 

・ 若年者の県内就職促進のため、職

業相談から就職までを一貫して支

援 

・ジョブカフェしまねサイトを活用

した県内企業の採用活動を支援 

【拡充】



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

79 産業人材確保対策

事業 

49,376 県内企業が求める専門人材のＵＩＪタ

ーン等による確保や外国人材の適正な雇

用を支援  

①高度産業人材の確保 

プロフェッショナル人材戦略拠点

を設置し、県外からの専門人材の確

保に取り組む中小企業を支援 

  ※ＤＸ人材確保及びスタートアップ

企業への助成を割増     【拡充】

・都市部からＵＩＪターンにより人

材を確保する場合に、人材紹介に

係る手数料を助成 

  ［助成率］1/2、2/3 

［助成上限額］130 万円、170 万円

・ 副業・兼業で活用する場合に、人材

紹介に係る手数料を助成 

［助成上限額］12 万円、24 万円 

・副業･兼業人材の移動等に要する経

費を助成 

［助成率］1/2 

［助成上限額］20 万円、40 万円 

②外国人を雇用する事業者等への支援 

外国人雇用に関する企業向けの情

報提供窓口を設置 

商工労働部 

[雇用政策課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

80 しまねいきいき職

場づくり推進事業

44,852 県内企業における「働き方改革」を推進

し、ワークライフバランスの実現と職場

定着を促進（№78 一部再掲） 

 ①経営者向けセミナー 

経営者や管理職を対象としたセミ

ナー等を開催 

 ②スリーステージ研修 

内定者、新入社員、若手社員（入社

３年以内）と段階的に研修を実施し、

企業の人材育成を支援 

③いきいき職場づくり支援補助金 

・人材育成や職場環境の改善の取組

を支援 

［助成率］ソフト 1/2、ハード 1/3

［助成上限額］80 万円 

・情報発信の改善の取組を支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］150 万円 

④しまねいきいき雇用賞 

雇用に関し優れた取組を行う企業

を知事表彰し、受賞企業の取組事例

を広く周知 

商工労働部 

[雇用政策課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

81 技能評価・向上事

業 

22,049 「島根の職人技」の継承者を育成・確保

するための取組を支援 

①就労体験事業 

県内の若年未就業者及び県外から

のＵ・Ｉターン者の就労体験にかか

る経費を助成  

［対象分野］ 

宮大工、左官、瓦葺き、建築板金、

造園など、島根の伝統的生活様式

や在来工法などによる建築物など

に必要となる技能分野 

［体験期間］ 

短期コース １～３か月 

伝承コース ３か月～２年 

［実施主体］ 

島根県技能士会連合会 

［体験者への助成内容］ 

12 万円／月 

［受入先への助成内容］ 

３万円／月 

［就職準備金］就職した場合 

  ６万円（短期コースのみ） 

②魅力発信事業 

・職人技の魅力をＨＰや動画で発信 

・職人技に関心を持ってもらうため

の体験イベントを開催 

 ③技能検定試験 

   若年技能者への技能検定受検料の

減免 

商工労働部 

[雇用政策課]

82 中小企業デジタル

人材育成支援事業

4,260  民間企業の既存講座を活用し、県にお

いてパッケージ化したデジタル関連講座

の提供による県内中小企業のデジタル人

材育成を推進 

商工労働部

[雇用政策課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

83 多様な人材の雇

用・就業促進事業

165,278 就職等に向けた寄添い型支援により、

高齢者など多様な人材の活躍を促進  

①高齢者の活躍促進  

・ ミドル・シニア仕事センターを設

置し、企業等での就職を支援 

・高齢者が地域社会で活躍できるよ

うシルバー人材センターの取組を

支援し、多様な就業機会を提供 

②障がい者の活躍促進  

・高等技術校や企業で職業訓練を実

施 

・ 特例子会社の設立を支援、障がい

者雇用に関するフォーラムを開催 

③若年無業者等に対する支援 

・しまね若者サポートステーション

を設置し、若年無業者の職業的自

立に向け、職業相談から就労、フォ

ローアップまで一貫して支援 

・就職氷河期世代を含む若年未就業

者に就労体験の機会を提供 

商工労働部

[雇用政策課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

84 しまねの建設担い

手確保・育成事業

74,989 建設産業の担い手を確保・育成するた

め、建設産業団体等が行う就職促進等の

取組を支援 

①合同企業説明会・現場見学会の開催 

［助成率］1/2、1/4 

［助成上限額］50 万円、100 万円 

②入職促進広報の支援 

若年者等の入職促進を目的とした

広報活動を支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］100 万円 

③「もっと女性が活躍できる建設業」協

働推進 

建設産業への女性の就職促進や定

着、家庭との両立に向けた取組を支

援 

［助成率］2/3 

［助成上限額］300 万円 

④外国人・障がい者雇用等による人材

確保支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］20 万円、100 万円 

⑤生産性向上のためのＩＣＴ設備導入

支援 

生産性向上による労働力不足の解

消、処遇改善及び建設産業の魅力向

上のため、ＩＣＴ活用工事の実施に

向けた機器等の導入を支援 

［助成率］1/3 

［助成上限額］ 

・機器等 100 万円 

・建機  500 万円 

⑥建設産業の魅力発信    【新規】

将来の担い手となる若年層を含む

幅広い層に向けて、建設産業の魅力

を発信 

⑦ＩＣＴ活用工事啓発研修の実施 

【新規】

ＩＣＴ活用工事の導入促進のため、

未経験企業向けの研修を実施 

⑧技能の向上を図るための活動の支援 

新規入職者向け研修会・公的資格

取得に関する講習会等の開催を支援 

［助成率］1/2、1/4 

［助成上限額］50 万円 

土木部 

[土木総務課]

[技術管理課]

[道路維持課]



⑨除雪機械資格取得の支援 

除雪機械の運転手となる人材の育

成のため、資格取得経費を支援 

［助成率］1/3 

［助成上限額］20 万円 

⑩経営基盤強化コーディネート 

担い手確保や生産性向上などの経

営基盤強化の取組に対する課題の整

理やフォローアップ、関係機関との

連携等を支援 

⑪事業継続力強化アドバイザーの派遣 

経営課題解決のために必要な知識

とスキルを有する外部専門家を派遣



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

85 特別支援学校職業

教育・就業支援事

業 

13,408 特別支援学校高等部において、生徒の

希望や適性に応じた進路先の確保や就職

後の定着、技能向上に向けた取組を推進 

①進路指導の充実 

特別支援学校に非常勤講師を配置

し、進路指導に必要な時間を確保す

ることで、卒業生のアフターケアや

在校生の職場体験受入先の開拓など

を実施 

［実施校］ 

６校（松江、出雲、浜田、石見、

益田、隠岐） 

②技能の向上 

合同学習や学習成果の発表を通じ

て、生徒の意欲や職業スキルの向上

を促進 

教育委員会
[特別支援教育

課]


