
相談無料予約制となりますので下記へご連絡
ください。登録・利用は無料です。

開所時間

MAP
松江駅

松江合同庁舎
松江東ランプ

いきいきプラザ島根

山陰自動車道

プラバホール

松江工業高校

津田小学校
至出雲

至米子
●

●

●
●

桧
山
ト
ン
ネ
ル

432

9サポステ松江　しまね東部若者サポートステーション
〒690-0011　島根県松江市東津田町1741-3　いきいきプラザ島根１F
［TEL］0852-33-7710［FAX］0852-33-7712［HP］http://matsue-saposute.com /

MAP

サポステ出雲　しまね東部若者サポートステーション
〒693-0004 島根県出雲市渡橋町398　正友ビル２F
［TEL］0853-31-6663［FAX］0853-31-6767［HP］http://matsue-saposute.com /

個別面談
スタッフとともに今後の方向性を決めていきませんか？働く事へ
の悩みや不安など「一歩を踏み出せない」そんな気持ちを話して
みませんか。キャリアコンサルタントによるお仕事相談、臨床心
理士等による心の専門相談を受けることもできます！

職場体験
希望の業種や職種について仕事の基本を体験!
実際に仕事を体験することで、就労に動き出すことができます！
体験者へ助成金支給あり
短期（2,400円/1日）、長期（120,000円/月）

就職後もサポート
サポステでは就職してからも定着サポートいたします。
また転職したい方や新たなステップに進みたい方も、何でもご相
談ください。
あなたの「働き続ける」をサポートします！

面接や応募書類作成サポート
履歴書の添削や志望動機の書き方、面接練習などをサポートします。
パソコンを使って書類の作成もできます！

出張相談
（サポステ松江）松江・安来・隠岐の各地区で出張相談を行って

います。
（サポステ出雲）出雲・雲南地区で出張相談を行っています。
（サポステ浜田）浜田・益田・大田・江津・川本・美郷・邑南・

津和野の各地区で出張相談を行っています。

各種スキルアップセミナー
就労するための力を身につけるため、さまざまなプログラムを
行っています！

サポステ松江・出雲・浜田：月曜～金曜 9：30 ～ 17：30（木曜 9：30 ～ 19：00）
第２・第５土曜日は開所（9：30 ～ 17：30）その他の土日祝・年末年始はお休みです。

厚生労働省・島根県委託事業スタッフと相談しながらあなたにあった
プログラムを一緒に考えます！
スタッフと相談しながらあなたにあった
プログラムを一緒に考えます！

サポステ浜田　しまね西部若者サポートステーション
〒697-0016　島根県浜田市野原町1826-1　いわみーる１F
［TEL］0855-22-6830［FAX］0855-25-9020［HP］http://matsue-saposute.com /

MAP

山陰本線

●

●

●

●

至益田

山陰道 ●

JR浜田駅

島根県立大学

島根県西部運転免許センター

浜田市立三階小学校
石中央文化ホール

至広島
いわみーる

9

正友ビル
●

コスモス買取セブン

とりでん

出雲市役所
● ● ●

● 至松江至大田

出雲市駅

184

応募書類・面接セミナー、職業適性検査、
コミュニケーション力UPセミナー、PC練習など

サポステプログラム

（対象年齢：15歳～49歳）（対象年齢：15歳～49歳）

No.612

2 0 2 2

島根県商工労働部雇用政策課
〒690ｰ8501　松江市殿町1番地　☎0852（22）5297
ホームページ	 https://www.pref.shimane.lg.jp/rodoseisaku/
Eメール	 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp

しまねの労働しまねの労働 8
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■レディース仕事センターとは

■ミドル・シニア仕事センターとは

営業時間／9:30～18:00（土・日・祝日を除く）

営業時間／9:30～18:00（土・日・祝日を除く）

レディース仕事センター

ミドル・シニア仕事センター

レディース仕事センター

ミドル・シニア仕事センター

TEL:0852-61-6117
〒690-0007　松江市御手船場町557-7　労働会館３階

TEL:0852-61-6111
〒690-0007　松江市御手船場町557-7　労働会館３階

TEL:0855-25-5207
〒697-0052　浜田市港町227-1　ゆめタウン浜田２階

TEL:0855-25-5111
〒697-0052　浜田市港町227-1　ゆめタウン浜田２階

松江

松江

浜田

浜田

・女性を積極的に採用し人材育成に取り組みたい
・女性を採用し、女性の視点で企業活性化を図りたい
・人手不足で困っている
・技術・経験を持った人材を探している

・経験豊富な人材を募集している　
・長く求人しているが、求職者がなくて困っている　
・若手の指導者になってくれる人材を望んでいる

こんな企業の事業主の方はこんな企業の事業主の方は
ご相談くださいご相談ください

こんな企業の事業主の方はこんな企業の事業主の方は
ご相談くださいご相談ください

「障がい者雇用促進フォーラム」の開催 ＜参加無料＞＜要申込＞「障がい者雇用促進フォーラム」の開催 ＜参加無料＞＜要申込＞

県内での就労を希望する女性を対象とし、総合相談、無料職業紹介、セミナー・職場体験の開催、就職後のフォロー
アップ等を行っています。本人の希望、適性、スキル等に応じた就労支援のほか、子育てや介護などの支援情報の提供
など、ワンストップで行うことにより女性の就職やキャリアアップを支援します。

企業の皆様からのご相談もお受けしています！

中高年齢者の就職促進、県内企業等の人材確保を支援するため、就職等に関する総合相談、無料職業紹介、セミナー
開催、就職後のフォローアップ等を行っています。

企業の皆様からのご相談もお受けしています！

障がい者雇用のきっかけづくりや、職場定着に向けた取組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。

【お問合せ・お申込み先】
島根県商工労働部雇用政策課　多様な就業支援グループ　TEL：0852-22-5309　FAX：0852-22-6150

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組

レディース仕事センターについてレディース仕事センターについて

ミドル・シニア仕事センターについてミドル・シニア仕事センターについて

～「働きたい」女性を応援しています！～～「働きたい」女性を応援しています！～

～「働きたい」中高年を応援しています！～～「働きたい」中高年を応援しています！～

オンラインによる
相談窓口を開設しました

オンラインによる
相談窓口を開設しました

＜大田会場＞ ＜松江会場＞

日　時 ９月１日（木）
午後１時３０分～３時３０分

９月６日（火）
午後１時３０分～３時３０分

会　場 サンレディー大田　１階
ふれあいホール（大田市大田町大田ロ1329-9）

島根県民会館　３階
大会議室（松江市殿町158）

内　容 ・優秀勤労障害者等表彰　・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
・働いている障がいのある方による講演　・ハローワークの取組事例紹介

・参加の際は必ずマスク着用をお願いします。           
・受付時には検温を実施します。検温の結果によって、参加をお断りさせていただく場合がございます。
・座席は参加者同士の距離を一定以上保つよう配置します。
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令和５年度入校の県立高等技術校訓練生募集！！令和５年度入校の県立高等技術校訓練生募集！！

ジョブカフェしまね からのお知らせジョブカフェしまね からのお知らせ

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。

●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

●募集訓練科
校　名 訓　練　科　名 訓　練　内　容 期間

東部高等技術校
（出雲市）

美容科 美容師に必要な技能習得と資格取得を目指します。
２年自動車工学科 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 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。
ものづくり機械加工科 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。

１年
Webデザイン科 グラフィック及びＷｅｂデザインの基礎など、就職に必要なスキルを学びます。
建築科 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。
左官科 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 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。

西部高等技術校
（益田市）

ＯＡシステム科 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。
１年建築科 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。

機械加工・溶接科 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。

※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。

●選抜日程

願書受付期間 入校検定日 合格発表
令和４年９月１日～令和４年10月18日 令和４年11月２日 令和４年11月22日

【2022年度下半期】イベントスケジュール【2022年度下半期】イベントスケジュール

10月10月 11月 12月12月 １月 ２月２月 ３月

ジョブカフェしまねでは、県内企業の皆様の採用活動を年間のイベントを通じてサポートします！
ジョブカフェしまね主催イベント等の参加案内メールをお送りしますので、ジョブカフェしまねサイトへ企業登録をお
願いします。※イベントスケジュールは、中止・変更になる場合がありますので最新情報はジョブカフェしまねサイトでご確認ください。

□島根県内企業の紹介動画（10月～翌年９月末）✓
島根県内企業の情報を随時公開します。

□しまね１Day仕事体験（10月～翌年２月末）✓
県内で行われる1Day仕事体験の情報をまとめ
てジョブカフェしまねサイトに掲載します！

□しまねスカウト型就活✓
学生が企業に自分を売り込む逆求人型イベント。
意欲の高い学生と出会えます！

✓□しまねインターンシップ＆仕事研究フェア
オンラインで“事業所×学生”をつなぐ交流イベ
ントです。インターンシップ参加希望の学生と直
接話すことができるため、インターンシップ受入
れのきっかけ作りの場となります。

□しまね学生インターンシップ（２月～翌年３月末）✓
ジョブカフェしまねにて受入事業所・学生募集を
行うマッチング型インターンシップです。

□年末しまねジャンボ企業博✓
島根県内の企業等が多数出展（毎年150社以上）
する大規模イベントです。全学年対象で多くの学
生と出会える場です。

□しまね企業ガイダンス✓
島根県内の企業等が就活生に出会える合同企業説
明会（毎年200社以上参加）です。企業が自社の
魅力や新卒向け採用情報などをＰＲする場です。
新卒採用をご検討される際はぜひご参加ください。

【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：0852-28-0694[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：0855-25-1600[開所9：30～18：00　土・日・祝休み]

ジョブカフェしまね 検索

2022年2022年 2023年

●島根県内企業の紹介動画
●しまね１Day仕事体験

●しまね学生インターンシップ（春期）
●しまねスカウト型就活

●年末しまねジャンボ企業博 ●しまね企業ガイダンス

●しまね インターンシップ＆仕事研究フェア

推薦入試はじめました‼
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魅力ある職場づくりに取り組む企業の皆様魅力ある職場づくりに取り組む企業の皆様
「しまねいきいき職場宣言」 宣言企業の募集「しまねいきいき職場宣言」 宣言企業の募集

　誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりの取組を広げていくため、「しまねいきいき職場宣言」
を行う企業等を募集します。
◆対象企業

県内に本店、支店、営業所等が所在し、事業活動を行う常時雇用労働者を有する企業等
◆宣言内容

以下の５項目から１つ以上を選び、社内での議論を経て具体的な取組方針を設定してください
⑴ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！
⑵ ｢仕事と生活の調和」を企業の魅力に！
⑶みんな元気に生涯現役！
⑷誰もがいきいき活躍できる職場に！
⑸職場に実情を語り合う場をつくろう！
「しまね働き方改革宣言」（H29.11 しまね働き方改革推進会議採択）より

◆宣言のメリット
・宣言した企業等の企業名及び宣言書を県ホームページ及び県広報媒体により周知・広報します

※宣言内容は非公開とすることもできます

・宣言した中小企業等については「いきいき職場づくり支援補助金」の申請ができます
　［１］人づくり支援補助金：従業員のキャリア形成、 計画的な人材育成に要する研修経費等を補助
　［２］就労環境改善支援補助金：コミュニケーションの活性化やモチベージョン向上、 労働能率の向上や業

務負担の軽減に資する取組の経費を補助
◆申請様式、申請方法
　島根県雇用政策課のホームページをご覧ください。
＜問い合わせ先＞島根県商工労働部雇用政策課　多様な就業支援グループ　℡0852-22-5309

　いろいろなお仕事の“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＞令和４年９月18日（日）９：00～15：00
＜会　場＞島根県立西部高等技術校（益田市）　
＜内　容＞ものづくり体験（小中学生対象）
　　　　　ミニ畳製作、 鋳物（いもの）体験、
　　　　　銅板レリーフ製作、 苔玉作りなど　
　　　　　※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、 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（℡0852-23-1755） ※写真はイメージです

しまね技能フェスティバル2022 in Masuda 開催のご案内しまね技能フェスティバル2022 in Masuda 開催のご案内

中小企業退職金共済制度のお知らせ中小企業退職金共済制度のお知らせ
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