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ジョブカフェしまね 就職イベント情報
■ 就職フェアしまね

夏期・春期 ■ しまね学生インターンシップ

企業ごとにブースを設け、企業の採用担当者による採
用計画の説明、情報提供を行います。面接会にあわ
せ、各種オプション企画も開催します。
［会場］くにびきメッセ（松江市）
➡詳細は「ジョブカフェしまね」で検索！

学生が夏/春休みを利用して島根県内企業で一週間
程度の就業体験を行います。学生にとっては社会や仕
事を知る良い機会であり、企業・団体の皆様にとって
は職場活性化や企業のＰＲ効果も！
［受入事業所募集］夏期：受付終了しました
春期：10月中(予定)

情

就活イベント

報

職場定着支援
■若手社員交流会

■定例企業説明会

■しまね大作戦会議

■年末ジャンボしまね企業博

会社の垣根を超えた“同期”
とのネットワーク作り
をしながらステップアップ！
［日程］松江：3回／年、浜田：4回／年
人材確保・職場定着に必要なことは何か、経営
者から内定者まで組織を超えて語り合う！
［日程］東部・西部／各1回

就活イベントのご案内や島根
の企業情報を、学年に応じて
タイムリーにお届け！保護者の
方も登録可能です。
2019卒版 発行
*2020卒版への掲
載申込み受付は11
月頃を予定。

採用担当者と直接話せる！数社程度での小規模
な説明会。
［日程］松江(松江地方合同庁舎)：3回/年
島根県内の企業が一堂に会する企業博。
県内に事業所を有する企業がブースを設け、企
業の魅力をＰＲ。
［日程］松江（くにびきメッセ）：12／28（金）

【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）
】

■企業ガイドブックしまね

島根県内企業の情報や採用計画が盛
り沢山な冊子。学生登録者には最新
版をいち早くお届け！

ジョブカフェしまね

検索

■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]

無期転換ルール緊急相談ダイヤルを開設しています
無期転換ルールとは、「平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて、通算５年を超え
た有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾した
ものとみなされ、無期労働契約に転換されるルール」です（労働契約法第18条）。
厚生労働省では、「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設し、相談を受け付けています。
円満に 無

期

に

な

ろう

０５７０－０６９２７６

受付時間（月～金

8：30～17：15）

※上記ダイヤルは、発信地域から最寄りの労働局へ繋がります。※通話料は発信者負担となります。

ホームページ「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト（http://muki.mhlw.go.jp/）」もご覧ください。
【お問い合わせ先】島根労働局 雇用環境・均等室 電話：0852-31-1161（月～金 8：30～17：15）
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～障がいのある方の雇用をお考えの企業様へ～

障がい者委託訓練のご案内

県立高等技術校では、障がいのある方の雇用・就業を支援するため、「座学を中心とした知識・技能を習得する
訓練」、「企業等の現場を活用した実践的な職業能力を習得する訓練」等を外部委託により実施しています。
実践的な職業能力を習得する訓練は、障がいのある方の雇用を考えている企業等での作業実習が中心の訓練です。
県では現場実習訓練を受託していただける企業を募集しています。
ご興味のある企業はお問い合わせ先までご連絡ください。
【現場実習訓練について】
期 間：原則３か月以内（１か月あたり標準100時間）
委託費：委託先が中小企業等の場合
1人1か月あたり 上限90,000円（税抜）
それ以外の企業の場合
1人1か月あたり 上限60,000円（税抜）

【お問い合わせ先】
東部高等技術校
：TEL
（松江駐在）：TEL
西部高等技術校
：TEL
（浜田駐在）：TEL

0853-28-2733
0852-22-6952
0856-22-2450
0855-29-5733

アビリンピックしまね201８（島根県大会）～障がいのある方々が職業技能を競う大会～

障がいのある方々が日々培った技能を互いに競い合うことにより、社会に参加する自信と誇りを持つ
きっかけを提供するとともに、障がいのある方々に対する社会の理解と認識を高め、その雇用の促進と
地位の向上を図ることを目的として開催されます。
日時：7月14日（土）10
：
00～15
：
40
場所：ポリテクセンター島根（島根職業能力開発センター）松江市東朝日町

【オフィスアシスタント】

【製品パッキング】

【ワードプロセッサ】

アビリンピックしまね2017の様子

障がい者雇用をお考えの企業の皆様、ぜひ見学にお越しください。

島根県立高等技術校 オープンキャンパス
県立高等技術校は、就職するために必要な専門知識や資格を習得する職業訓練施設です。
オープンキャンパスに参加して、技術校を体験してみませんか！
同時開催！「ものづくり体験フェスタ2018 in 益田」※要申込

西部高等技術校

〒698-0041 益田市高津四丁目7番10号

ＯＡシステム科、建築科、機械加工・溶接科、事務ワーク科、総合実務科
７月２２日（日）10：00（受付9：30）
～11：00、13：00（受付12：30）
～14：00
（お問い合わせ先）ＴＥＬ
：
０８５６－２２－２４５０

東部高等技術校

〒693-0043 出雲市長浜町3057-11

美容科、自動車工学科、住環境・土木科、ものづくり機械加工科、建築科、
Ｗｅｂデザイン科、ハウスアート科、介護サービス科
８月２６日（日）9：30（受付9：00）
～12：30
（お問い合わせ先）ＴＥＬ
：
０８５３－２８－２７３３

－2－

委託訓練【求人セット型】利用のご案内
県では、求職者（ハローワークで受講指示等を受けられる方）が、求人企業で職場実習等を行う職業訓練（標
準３カ月）を実施しています。
【訓練実施のメリット】
○訓練を通して、適性や能力を見極めた上で採用できます。
○訓練期間中は、訓練生への賃金支払いは不要です。
○事業主に、60,000円／人・月［税別］を上限に訓練委託費を支払います。
◆お問い合わせ先
東部高等技術校（出雲市長浜町3057-11）電話（0853）28-2734 産業人材育成スタッフ
西部高等技術校（益田市高津4丁目7-10）電話（0856）22-2450 総務課 茶山、得能

東部勤労者共済会
（愛称：ジョイメ
イトしまね）から
のお知らせです

西部勤労者共済会
（愛称：ジョイメ
イトいわみ）から
のお知らせです

小塚、持田

ジョイメイトしまねが社員の皆様の
福利厚生をサポートします！
５年 に１ 度

宿泊付き

ニュース掲載ツアー
円割引
1,000円～10,000

永年勤続
円給付
5,000円～10,000

円
健康診断6,000 補助

円
忘新年会2,000 補助

上割引
割引指定店５％以

ツアー2,000円割引

円
隠岐汽船1,000 割引

お食事割引券
1,000円プレゼント

防接種
インフルエンザ予
600円補助

祝い金・見舞金等給付

助
各種チケット購入補

隔

年

熟年夫婦旅行
10,000円補助

抽選で

国・県・市・町がバックアップ！ 月々１，０００円 であなたの会社も充実した福利厚生を実現しませんか

え！

みんなの会社 もっと快適 いっぱい笑顔

入会 まだ ですか？
充実した給付事業

慶弔給付・見舞金

5，000 円～500，000 円

健康診断助成（年１回）
6，000 円を限度

人間ドック助成（５年に１回）12，000円

●旅行助成 <国内・海外> ２，
０００円～３，
０００円
●教育助成 <放送大学等>

お得な券や情報満載

『ジョイメイトいわみ』

会報誌

●生活資金信用保証料助成 <労金>

＜毎月発行＞

～７，
０００円

～１０，
０００円

現在会員

846 事業所
7，861 人（H30.4）

一般財団法人島根県西部勤労者共済会 〒697-0026 島根県浜田市田町1711番地 TEL 0855-23-5365 FAX 0855-23-5389
【HP】

http://www.sw-kyosai.or.jp

お仕事のギモン

労働相談専用ダイヤル

【MAIL】 info@sw-kyosai.or.jp

労働条件通知書って何？
明日からクビと言われた…

ありませんか？

☎ 0852 – 22 – 6557

までご相談ください！

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。

電話・面談
メール

相談日：毎週 月・水・金曜日（原則）
相談時間：８：30～17：15

雇用政策課ホームページの専用フォームより

島根県

メールde 労働相談

検索

＜ 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）
－3－

相談フォームに
つながります

「攻めの経営」に必要なプロ人材の採用をサポート

島根県プロフェッショナル人材戦略拠点のご案内

島根県プロフェッショナル人材戦略拠点では、県内企業の「攻めの経営」＝「既存のビジネスモデ
ルを変えたい」「新事業分野に挑戦したい」「新商品開発に取り組みたい」などの経営課題を解決する
ため、人材採用の側面から企業をサポートします。
プロフェショナル人材戦略拠点への相談は無料！まずは、「相談申込書」をご提出ください。
◎プロフェッショナル人材とは
第一線で活躍する、新たな商品・サービスの開発、販路の開
拓、サービス・生産性の向上などを通じて、企業を成長させ
る人材のことです。

※「相談申込書」はプロフェッショナル人材戦略拠点のホームページからダウンロードできます。
http://www.joho-shimane.or.jp/purpose/human/236

島根県プロフェッショナル人材戦略拠点（公益財団法人しまね産業振興財団）
〒690-0816 松江市北陵町1番地 テクノアークしまね内
TEL：0852-60-5104／ FAX：0852-60-5116 Email：pf@joho-shimane.or.jp
【石見事務所】
〒697-0034 浜田市相生町1391番地8 シティパルク2階石見産業支援センター内
TEL：0855-24-9301／ FAX：0855-22-0577 Email：iwm@joho-shimane.or.jp

60歳以上の方 シルバー人材センター 会員募集
「生涯現役」「ライフスタイルに応じた働き方」など、シルバー
人材センターの仕組みやどんな仕事を取扱っているかを知るには、
入会説明会への参加がお勧めです。ビデオ視聴のほか、各地域の特
「生涯現役」
「ライフスタイルに応じた働き方」など、シルバー人材
徴ある取組や募集中の就業情報などをご案内しています。説明会へ
センターの仕組みやどんな仕事を取扱っているかを知るには、入会説
の参加は無料です。シルバー人材センターに関心のある方、ぜひご
明会への参加がお勧めです。ビデオ視聴のほか、各地域の特徴ある取
参加ください。
組や募集中の就業情報などをご案内しています。説明会への参加は無

料です。シルバー人材センターに関心のある方、ぜひご参加ください。

お申込み・お問合わせはあなたの街のシルバー人材センターへ
お申込み・お問合わせはあなたの街のシルバー人材センターへ
地 域

日 程

会 場

お問合せ先

松江市

毎月1日、15日
10時～

松江市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0852-27-0888

浜田市

毎月20日
13時30分～

浜田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

出雲市

毎週水曜日
14時～

益田市

地 域

日 程

会 場

お問合せ先

雲南市

毎月1日、15日
10時～

雲南市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0854-42-3642

0855-23-4680

奥出雲町

毎月第2水曜日
13時30分～

奥出雲町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0854-52-0294

出雲市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0853-24-1787

津和野町

随時

津和野町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0856-74-1501

毎月第1木曜日
13時30分～

益田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0856-24-2190

美郷町

随時

美郷町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0855-75-1345

安来市

毎月第3火曜日
10時～

安来市学習訓練ｾﾝﾀｰ

0854-28-6551

邑南町

随時

邑南町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0855-84-0123

江津市

毎月第3木曜日
13時30分～

江津市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0855-52-1616

吉賀町

随時

吉賀町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

0856-79-2087

※ 土日・祝日など、日程・会場が変更になる場合があります。お手数ですが、あらかじめ該当のシルバー人材センターにご確認ください。

公益社団法人島根県シルバー人材センター連合会

公益社団法人島根県シルバー人材センター連合会

島根県
島根県
シルバーシルバー
検索

松江市西川津町８２５番地２ 松江市シルバーワークプラザ３階 電話：０８５２－２８－１１７１
松江市西川津町825番地2 松江市シルバーワークプラザ３階 電話：0852-28-1171
－4－

検索

