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就職支援ワンストップサービスセンター

ジョブカフェしまね 就職イベント情報

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。

掲載企業大募集！

しまね企業ガイドブック

AN ACTION!
LET'S TAKE

昨年掲載数

192社

～2020卒就活生のバイブル～

【掲載内容】・企業情報 1社あたり A4：1ページ（モノクロ）
・その他、県内就職に係る窓口情報など
【発行部数】 13,500部(H29実績)
【配 布 先】・しまね学生登録者（H29/約8,500名）
・ＵＩターン就職希望者（H29/約1,800名）
・県内外の大学・短大・高等専門学校・専修学校、県内の高等学校
・県内外の就職支援機関及び県内公共機関
【 掲 載 料 】 1社あたり 25,000円（税込）
【掲載内容】●会社概要 ●勤務条件・処遇 ●採用情報
●その他（事業概要、写真、自社の自慢、先輩の声 など）

募集開始10/16
(予定)
申込み〆切11/10

▶お申込みは「ジョブカフェしまね」サイトにて！

登録＆利用料

ジョブカフェしまねサイト
へご登録下さい!!

『ここがポイント！』

無料！

月間アクセス

41万

【県内最大級の就活情報サイト！】
学生や若年者の人材獲得にご活用ください。

▶https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/

【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）
】

①ジョブカフェのイベント参加
案内がメールで届きます。
②採用活動・求人情報等、お知
らせを掲載できます。
③新卒求人の特設ページなども
掲載できます。

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]
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第3回「しまね女性の活躍応援企業」表彰企業募集中！
女性の活躍に向けて積極的に取り組み、特に他の事業主等の模範となるような取り組みを行っている事業
主等を知事が表彰します。
■応募要件

①しまね女性の活躍応援企業（団体を含む）であること
②労働関係法令その他の法令上又は社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される
問題を起こしていないこと
③過去に本表彰を受賞していないこと

■募集対象

・経営者・管理職等が女性の活躍推進に対する高い意識をもっている企業
・女性の能力を活かす取組みを行っている企業
・仕事と生活の両立支援等に取り組んでいる企業
・女性が働きやすい施設・設備の改善を行っている企業

【応募方法】郵送、FAX、メール、又は持参

など

【応募〆切】平成30年12月３日（月）

※詳しくは県男女共同参画室のHPをご覧ください。

島根県男女共同参画室

【お問い合わせ先】島根県環境生活部環境生活総務課男女共同参画室

TEL

検索

0852－22－5629

第２回「しまね働く女性きらめき大賞」候補者募集中！
職場においていきいきと活躍するとともに、仕事以外の生活を本人が希望する形で充実させている、働く
女性のロールモデルとして認められる女性を知事が表彰します。
■応募要件

・H30.3.31時点で、島根県内に本社、支社、支店、事業所等を有する同一の企業等に3
年以上所属し、報酬・給与等を得て生計を立てていること

■募集対象

・業務に意欲的に取り組むことで職場において成果を上げている方
・仕事以外の生活を本人が希望する形で充実させている方

【応募方法】郵送、FAX、メール、又は持参

など

【応募〆切】平成30年12月３日（月）

※詳しくは県男女共同参画室のHPをご覧ください。

島根県男女共同参画室

【お問い合わせ先】島根県環境生活部環境生活総務課男女共同参画室
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TEL

検索

0852－22－5629

「障がい者雇用促進フォーラム～職場定着と人権について考える～」の開催
＜参加無料＞＜要申込＞

障がい者雇用のきっかけづくりや、職場定着に向けた取り組みを県内企業の皆様方にご理解いただ
くため、下記のとおりフォーラムを開催します。最寄りの会場にお出かけください。
出雲会場

浜田会場

隠岐の島会場

雲南会場

日時

10月22日（月）
13：30～15：30

10月29日（月）
13：30～15：30

11月8日（木）
13：00～15：00

11月16日（金）
13：30～15：30

会場

出雲合同庁舎
7階702会議室
（出雲市大津町1139）

浜田合同庁舎
2階大会議室
（浜田市片庭町254）

隠岐合同庁舎
雲南合同庁舎
6階大会議室
5階501会議室
（隠岐の島町港町塩口24）（雲南市木次町里方531-1）
・精神・発達障がいのある方への配慮などを
学ぶ講座
・障がい者雇用に積極的に取り組んでいる
企業による講演
・障がい者の人権についての講演

・優秀勤労障害者表彰
・障がい者雇用に積極的に取り組んでいる
内容
企業による講演
・障がい者の人権についての講演
【お問い合わせ・お申し込み先】
島根県雇用政策課多様な就業推進室
TEL：0852－22－5309

女性・高齢者等就業支援グループ

FAX：0852－22－6150

島根県雇用政策課

多様な就業推進室

検索

“技”
の祭典！しまね技能フェスティバル 開催のご案内
“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30年11月18日（日） 9:30～16:00
＜会 場＞ くにびきメッセ大展示場（松江市）
＜内 容＞ ・ものづくり体験（小中学生対象）
ミニ椅子、紙すき、フラワーアレンジ、万華鏡など
・現代の名工・伝統技能の実演
・職業の魅力発信（実演）
・カンナ削り競技大会（島根県建築組合連合会）
・ジャンケン大会、高所作業車体験、お茶席
※内容については変更する場合があります。
＜参加費＞ 無料
＜主 催＞ 島根県技能振興コーナー（島根県職業能力開発協会）
＜問合先＞ 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）

お仕事のギモン

労働相談専用ダイヤル

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

＜ お問い合わせ先 ＞ 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）
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相談フォームに
つながります

2019年度入校の県立高等技術校訓練生募集！
！
高等技術校は、職業に就くために必要な技術、専門知識の習得や資格を取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。

●募集訓練科
校

名

訓

練

科

名

定員

訓

練

内

容

期間

美容科

20名

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。

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。

東部高等技術校 ものづくり機械加工科
（出雲市）
Ｗｅｂデザイン科

美容師に必要な技能習得と資格取得を目指します。
２年

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

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。

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。

10名

建築大工に必要な技能習得と在来木造建築について学びます。

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。

西部高等技術校
建築科
（益田市）
機械加工・溶接科

●選抜日程

願書受付期間
平成３０年１０月１日～平成３０年１０月３０日

建築大工に必要な技能習得と在来木造建築について学びます。

入校検定日
平成３０年１１月9日

１年

１年

合格発表
平成３０年１１月２０日

※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。

●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

～職場でのトラブルにお困りの方～
島根県労働委員会へご相談ください！
～松江市で日曜労働相談会を実施します～
○日時：10月21日（日）10時～15時
○場所：くにびきメッセ（松江市学園南）
○相談員：弁護士、社会保険労務士など、労働問題の専門家が対応します。

相談無料

秘密厳守

○労働者と事業主どちらの方からのご相談もお受けします。
○予約された方のご相談を優先しますが当日受付もします。
共催：島根県・島根県労働委員会・島根労働局・法テラス島根・島根県社会保険労務士会

その日は行けない…。そんな方もご安心ください！
電話での相談や専門家による平日の相談日（毎月第２・第４木曜日）もあります。
まずは、お気軽にお問い合わせください！

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

島根県労働委員会事務局
☎０８５２－２２－５４５０

松江市殿町８番地（県庁南庁舎１階）
【受付時間】
８：３０～１７：１５
（土・日曜日、祝日、年末年始は除きます）
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