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①

ハローワーク川本管内の雇用失業情勢
（平成 22 年１月末現在）

求人の動き

平成 21 年４月から平成 22 年１月までの新規求人数（パート含む）は 1,123 人で、前年同月の 1,101
人と比較して、僅かながらではありますが 2.0％（22 人）の増加となっています。
産業別でみると、低迷する景気の対策として打ち出された緊急雇用対策の影響などもあり、農林
業で 137.9％（40 人）、複合サービス業で 95.0％（19 人）、公務員で 547.6％（115 人）前年に比べ
それぞれ増加しました。
一方、生産量等の低迷が続いた製造業では、回復傾向がみられはじめてはいるものの、対前年比で、
43.3％（68 人）と大幅な減少となり、消費や物流の低迷から卸小売業で 24.6％（31 人）、運輸業で
29.7％（11 人）の減少となっています。
また、医療・福祉業では、介護職に異業種からの転職者が増加し、求人充足が進んだことなどか
ら前年比 13.5％（42 人）減少しましたが、看
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護師、薬剤師、介護福祉士、社会福祉士等の有
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資格の人材確保は思うように進まない状況が続
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いています。
Ĳĵı
求人を雇用形態別でみますと、新規求人に占
Ĳĳı
める正社員求人の割合は 40％程度にとどまっ
Ĳıı
ており、正社員での就職を希望する求職者には
Ĺı
引き続き厳しい状況が続いています。
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求職の動き
平成 21 年４月から平成 22 年１月までの新
規求職者数（パート含む）は、880 人で、対前
年比で 4.4％（37 人）の増加となっています。
本年度は、建設業を中心に小規模な事業縮
小 が 発 生 し て い る も の の、 新 規 求 職 者（ 常
用）の状況からは、事業主都合離職者の割合が
26.8％と前年に比べ減少したのに対し、自己都
合離職者は 36.1％と増加しました。
また、在職者についても 15.5％増加してい
ます。
年齢別については、県外からのＵターン者を
含む 34 歳以下の若年者層の求職者が前年に比
べ 17.5％（43 人）と増加しています。

就職の状況
平成 21 年４月から平成 22 年１月までの就
職件数（パート含む）は、492 人で前年比で
11.6％（51 人）の増加となっています。
常用就職件数については、34 歳以下の若年
者層で 12.8％（15 人）、55 歳以上で 7.4％（６
人）、それぞれ増加しています。
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求人倍率（月間有効求人倍率）の動き
平成 21 年４月から平成 22 年１月のハローワーク川本管内の月間有効求人倍率の平均値は 0.64 倍
で平成 20 年度の 0.72 倍に比べ、低下しています。
（※いずれも臨時求人を含んだ数値）
平成 21 年度における月間有効求人倍率の他地域との比較は下記のとおりです。
項目 有効求人数
（川本）

月

月間有効求人倍率

有効求職者数
（川本）

川本

島根

鳥取

岡山

広島

山口

全国

４月

229

469

0.49

0.59

0.46

0.59

0.55

0.58

0.46

５月

216

454

0.48

0.58

0.46

0.57

0.54

0.56

0.44

６月

223

439

0.51

0.59

0.45

0.56

0.51

0.53

0.43

７月

236

412

0.57

0.61

0.46

0.55

0.52

0.53

0.42

８月

255

389

0.66

0.59

0.46

0.54

0.53

0.53

0.42

９月

271

369

0.73

0.61

0.48

0.55

0.53

0.54

0.43

10 月

276

368

0.75

0.61

0.51

0.55

0.55

0.55

0.44

11 月

282

350

0.81

0.64

0.49

0.58

0.55

0.55

0.45

12 月

257

353

0.73

0.65

0.49

0.58

0.55

0.55

0.46

１月

281

323

0.87

0.65

0.51

0.59

0.55

0.55

0.46

人員整理の状況
平成 21 年４月から平成 22 年１月の間における人員整理は 21 事業所（重複あり）で 83 人となっ
ており、建設業、製造業で多くの人員整理が行われた平成 20 年度に比べ、大幅に減少しました。

項目

年月 19 年 20 年
度計 度計

21 年度
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月 11 月 12 月

１月

計

事業所数

45

73

2

5

2

3

1

1

2

1

2

2

21

解雇者数

153

247

3

6

42

4

1

1

5

1

11

9

83

事業主の皆様へ

「中小企業緊急雇用安定助成金」をご活用ください。
景気の変動など、経済上の理由により生産量等が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小
企業において、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合にかかる手当、
若しくは賃金等の一部を助成します。
①休業等にかかる賃金等に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の５分
の４（一定の要件を満たす場合は 10 分の９）
②教育訓練を実施した場合は、訓練費として１人１日あたり 6,000 円を加算
③出向の場合、出向元事業主の負担額の５分の４

※この助成金の相談はハローワーク川本（72-0385）までお気軽にお尋ねください。

③

平成 22 年３月新規高等学校卒業者職業紹介状況

県内就職率 61.8％

（１月末現在）

求人状況
本年度は県外企業を中心に求人の手控えが目立ち、平成 22 年１月末までに求人企業から管内の各高
等学校あてに送付のあった求人数は延べ 459 人となり、対前年比で 58.5％の大幅な減少となりました。
一方、管内の企業からの求人数は 31 人で昨年の 44 人から 29.5％（13 人）の減少となりましたが、
地元企業において早い時期に求人の提出をいただけたことから、各高校の進路担当者からは感謝の
声も聞かれるとともに、地元企業の求人への応募者も増加しました。
このことが、後述の地元就職数の増加に繋がったものと考えられます。

就職希望者の状況
学校紹介による就職希望者数（※公務員・縁故就職希望者を除く）は、前年と同数の 37 人でした。

就職状況
就職の状況は、県内外の求人数が減少する中、地元企業から早い時期に求人提出をいただいたこ
となどから、就職希望者 37 人のうち 34 人の就職が内定し、１月末段階での就職内定率が 91.9％と
他地域に比べ高い水準となりました。
なお、１月末時点で就職未内定の生徒３名についても、２月中には県内企業において就職内定が
得られる見込みとなっています。
学校紹介による就職決定者（公務員は除く）34 人の地域別就職状況をみると、ハローワーク川本
管内への就職者数は 10 人（前年より３人増加）、県内他地域が 11 人（前年より５人増加）、県外が
13 人（前年より６人減少）となっており、県内就職率は 61.8％と高い割合となりました。
県外を都道府県別にみますと広島県が最も多く 10 人、大阪府、京都府、東京都が各１人となって
おり、傾向は例年と同様となっています。
産業別の就職状況をみますと製造業８人、飲食店・宿泊業４人、卸・小売業６人、サービス業５人、
医療・福祉業４人、建設業３人、複合サービス業２人、農林業２人の順となっています。
特徴として、２年連続で製造業が減少した一方でサービス業、医療・福祉業、農林業、建設業へ
の就職が増加しています。
就職決定状況
卒

項 目
就職希望者数
業 年
平成 21 年３月卒（人）
37
平成 22 年３月卒（人）
37
対前年比（％）
0.0

32
34
6.2

学校紹介による就職決定者数
管 内
管 外
7
6
10
11
42.9
83.3

県 外
19
13
▲ 31.6

学校紹介による就職決定者の産業別状況
業種
飲食店・ 医療・ 複合 サービス業
農林漁業 建設業 製造業 運輸業 卸小売業
合 計
項目
宿泊業 福祉業 サービス業 （他）
平成 22 年３月卒（人） 2
3
8
0
6
4
4
2
5
34
構 成 比（％）
5.9
8.8
23.5
―
17.6
11.8
11.8
5.9
14.7
100.0

平成 23 年３月新規学校卒業予定者の求人の受付は！

大学・短大・高専・専修学校…３月１日から
中学・高校…６月20日から
○早期の求人提出が人材確保のポイントです！
○新規学卒者の採用をお考えの企業におかれましては、採用計画の策定と
求人申込は、できるだけお早めにお願いいたします。
④

おおち・さくらえ地域雇用促進協議会の活動
（平成21年度）

おおち・さくらえ地域雇用促進協議会総会

平成 21 年６月３日

本年度も悠邑ふるさと会館大会議室において総会を開催しました。
総会では、
第１号議案「平成 20 年度事業報告」
、
第２号議案「平成 21 年度決算報告」
、
第３号議案「平
成 21 年度事業計画（案）
」
、
第４号議案「平成 21 年度予算（案）
」
、
第５号議案「協議会規約改正（案）
」
の各号議案について、それぞれ可決されました。
また、21 年度における役員改選を行い、新会長には樋口忠三川本町長が選任されました。

ご あ い さ つ 

会長

樋口

忠 三（川本町長）

平素は、おおち・さくらえ地域雇用促進協議会の事業運営につきまして格別の
ご支援、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、近年の世界的な景気後退が、国内の減産・雇用調整に大きく影響し、県
内の経済動向や雇用情勢は依然として厳しい状況にあります。雇用面におきまし
ては、正規労働者による雇用が少なくなっており、非正規労働者による雇用が増
えておりますが、そのような方々についても雇用調整が続出しております。
こうした中、当協議会では、新規学校卒業者をはじめとする若年層の地域内定
着の促進を最大の目標として事業運営を行っているところであり、邑智郡内の高
等学校の平成 22 年１月末現在の就職内定状況をみますと、地元への就職率は就職希望者全体の 27.0％
（37
人中 10 人）で、昨年と比べますと高い就職率となっております。この要因といたしましては、県外にお
ける就職状況が厳しく、邑智郡内での就職を目指した学生が多かったためと思われます。しかしながら、
今後、人口減少、少子化等といった問題を考えますと引き続き厳しい状況にあると言えます。
とりわけ、最近の雇用・労働行政は、企業立地法の改正による積極的な企業誘致、雇用拡大の推進を睨
んだ地域資源の活用による活性化等が注目されています。誇るべき我が故郷で生まれ育った新規学校卒業
者は、何にも優る大切な人材であり、地域の将来の担い手として育てることが、われわれ協議会の大きな
使命であるとも感じています。
しかしながら、2013 年以降には島根県東部・西部の県立高等技術校を統合する再編整備計画もまとまっ
ており、人材育成機能の低下が懸念されます。申しあげるまでもなく活力ある地域社会を維持していくた
めには、若年者の地域内定着の促進、すなわち雇用の場の確保・拡充が必要であります。当地域の各自治
体においても様々な雇用創出のための施策を展開しているところでありますが、企業の皆様におかれまし
ても、こうした現状をご理解いただくとともに、今後とも当協議会をはじめ、ハローワーク川本等の雇用
関係諸団体に対する一層のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

新規学校卒業者等対象求人の確保要請、採用意向アンケートの実施

平成 21 年６月

産業・企業の発展及び邑智圏域の活性化を図るためには、新規学校卒業者をはじめとする若者が、
職業人としてその力を十分に発揮し、社会人として活躍できる場を確保する必要があるとの認識のもと、
ハローワーク川本管内の企業約 400 事業所に対して「学卒求人の確保要請」を樋口会長及びハローワー
ク川本所長連名で文書要請しました。
また、今年度も「学卒者の採用意向」
「職場見学や体験学習の受け入れ」についてのアンケート形式
の意向調査も実施いたしましたところ、多くの事業所よりご回答をいただき有り難うございました。
アンケートの結果をもとに情報資料を作成、
求人の開拓や各学校への情報提供に活用することができ、
地域の高等学校や中学校より喜びの声が寄せられました。
⑤

新入従業員記念品贈呈事業

平成 21 年８月

平成 21 年４月に新規学校卒業後、当協議会会員事業所へ就職された皆様へ今後の活躍の期待を込
め記念品を贈呈しました。
地域

項目
就職者数

川

本

町

６人（４事業所）

美

郷

町

２人（２事業所）

邑

南

町

12 人（４事業所）

石見養護学校のハローワーク体験事業

江津市桜江町
３人（２事業所）

平成 21 年９月２日、３日

県立石見養護学校高等部の２年生 10 名及び
教諭４名の参加を得てハローワーク体験事業を
行いました。
ハローワークが行う就職相談や利用方法の説
明の後、生徒に模擬職業相談を体験していただ
いたところ、
「卒業したら家から通えるところ
で、介護の仕事に就きたい。
」など卒業後の進
路をしっかりと考えている生徒もありました。
平成 23 年３月の卒業予定の生徒は例年より
地元出身の方が多く、各事業所様におかれまし
ては、養護学校の職業教育、職場開拓のための
職場実習等へのご協力をお願い申し上げます。

企業ガイドブック更新に合わせ中学・高校を訪問

平成 21 年 10 月

当協議会会員事業所の事業内容等の企業情報を周知することを目的に作成している企業ガイドブッ
クの更新にあたり幹事会を開催し、ガイドブックの活用法の見直し等について協議を行いました。
これまでは作成部数 500 部として地元高校の就職希望者やＵターン希望者を中心に配付してきまし
たが、地域の若年者に対し、早い段階から地元企業にかかる知識を蓄えてもらうことで、将来的に地元
就職やＵターンの促進に効果が期待できると考え、邑智郡内および桜江町の中学校、高等学校に在学
中の全生徒の皆さんに配付対象を広げることとして、発行部数を大幅に増やし 1500 部といたしました。
主な活用は、以下の場面が考えられます。
①中学校期の社会科学習や職場体験学習等の職業教育に活用。
②高校から大学、短大、専門学校等への進学
を考える際に将来を見据えた進路決定への
活用。
③大学、短大、専門学校等、学生の就職活動
時の活用。
④Ｕターン就職を希望する方への情報提供。
平成 21 年 10 月７日、当協議会の会長で
ある樋口川本町長と事務局員が川本中学校を
訪問し、当ガイドブックの積極的な活用につ
いて依頼のうえで配付したのを皮切りに、邑
智・桜江地域の中学校、高等学校、養護学校
に配付いたしました。
⑥

『とっとり・しまね企業ガイダンス』への参加

平成 21 年 10 月 31 日

（財）ふるさと島根定住財団が主催し、県外の大学・短大・専門学校に進学し、就職活動を行ってい
る学生に対する就職・企業情報の提供を目的として開催された「とっとり・しまね企業ガイダンス広島
会場」に当協議会も参加し地域の企業に関する情報提供を
行いました。
当日は、島根、鳥取両県出身者を中心に約 200 名の学生
が参加、当協議会の相談ブースには７名の学生が訪れ、
『卒
業後は地元に帰って就職したいが、就職先はあるだろう
か？』といった相談を受けました。
また、参加企業のなかには当協議会の会員である㈱トリ
コン様も参加しておられ、企業ブースにはガイダンス終了
時まで学生の姿が途切れることがありませんでした。

高年齢者雇用管理セミナー

平成 21 年 11 月 19 日

高年齢者雇用安定法の改正により、平成 18 年４月から 65 歳までの定年の引き上げ・継続雇用制
度の導入・定年の定めの廃止等の「高年齢者雇用確保措置」を講ずることが事業主に義務づけられた
ところです。各事業主様におかれましては、
高年齢者が永年培ってきた知識や経験を有効に活用した、
65 歳までの「雇用確保措置」の定着促進に向けた取り組みを実施していただいていることと思います。
実際、
平成 21 年６月１日現在でハローワーク川本管内の 30 人以上規模の企業を対象に調査した結果、
100％の導入率となっております。
また、今後は更に 60 歳代後半における就労ニーズの一層の高まりが見込まれることや少子高齢化が
急速に進み、人口減少社会に突入している現状を踏まえ、
「意欲と能力」があれば「70 歳まで働ける」
雇用機会の確保に向けた環境づくりなどの条件整備を進めていくことが求められるようになっています。
こうしたことから、本年度は「65 歳までの雇用基
盤の確立と『70 歳まで働ける企業』の創出について」
をテーマに島根県雇用促進協会と共催で高年齢者雇用
管理セミナーをふるさと悠邑会館で開催し、当協議会
会員企業様を中心に 22 事業所（23 名）のご参加をい
ただきました。
講師には大田市の田平労務管理事務所次長の田平
篤氏（社会保険労務士、高年齢者雇用管理アドバイ
ザー）をお招きして、高年齢者の賃金や処遇管理のノ
ウハウについて講演をいただきました。

＝ 65 歳までの雇用確保措置の導入はお済みですか？＝
従業員規模に関わらず定年後の「65 歳までの継続雇用制度」は、原則「希望者全員」を対象とする制度の導
入が求められます。
各企業の実情に応じ「労使協定」を締結することで、継続雇用制度の対象となる者に係る基準を定めること
もできます。しかし、その基準が「会社が必要と認めた者に限る」とか「業務上の必要がある場合」といった規
定では、高年齢者雇用安定法に「違反」することになり、継続雇用されなかった高年齢者は「事業主都合によ
る離職（解雇）
」として取り扱われることになります。
従業員規模に関わらず各企業様におかれましては、改正「高年齢者雇用安定法」に対応した労使協定・就業
規則となっているかどうか、今一度確認をお願いいたします。
⑦

ハローワークからのお知らせ
あらたな雇い入れにかかる助成金をご活用ください！
【トライアル雇用制度】
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間（原則として３カ月間）試行的に雇うことにより、その間、企
業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図っていただく制度です。
企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、トライアル雇
用終了後に本採用（常用雇用）するかどうかを決めることができます。
対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に働くことで把握することができトライアル
雇用中に努力することで本採用（常用雇用）移行への道が開かれます。

対象労働者
① 39 歳以下の若年者 ② 45 歳以上の中高年齢者（原則、雇用保険受給者）
③母子家庭の母等
④障害者
など

奨励金月額

40,000 円（最大３カ月間分支給）

※１．対象者が障害者である場合を除き、パート求人では適用できません。
※２．トライアル雇用修了後は、雇用期間の定めのない雇用形態に移行することが必要です。
※３．その他詳細は、ハローワーク川本までお尋ねください。

【特定就職困難者雇用開発助成金】
新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方をハローワークの紹介により継続して雇用する労働者として雇い
入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの方の雇用機会の拡大を図ることを目的としています。

対象労働者
① 60 歳以上の者
④精神障害者

②身体障害者
③知的障害者
⑤母子家庭の母等

など

対象者、雇用条件により助成対象期間１年から２年の間で、

60 万円～ 240 万円（中小企業事業主の場合）
【実習型雇用支援事業】
十分な技能及び経験を有しない求職者をハローワークの紹介により、一定期間（原則６カ月）実習型雇用と
して受け入れ、実習等により企業の人材ニーズにあった人材育成を図ること等を通じて、これらの方の常用労
働者としての早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人材確保を促進することを目的としています。

対象労働者
①ハローワークの求職者で希望する求人の分野において十分な技能・経験を有
しない求職者であると認められる方
②早期再就職のために実習型雇用を経ることが適当であると認められる方 など

★実習型雇用奨励金・実習型雇用助成金
実習型雇用後、常用雇用として正規に雇用した場合

★正規雇用奨励金（６カ月ごとに２回）

月額

10 万円
50 万円

※各種助成金の相談はハローワーク川本（ 72-0385）までお気軽にお尋ねください。
⑧

掲示板（各役場・市役所からのお知らせ）
邑南町～田舎の「逸品食材」を全国の食通に発信する



「Oh!

プロジェクト」 のお知らせ

★「Oh! セレクション」
全国から公募した『田舎の逸品食材』がインターネットで売れるかを商品の品質から流通まで、
料理研究家と「食」意識の高い消費者の目で審査する
全国の田舎には、おいしいだけでなく、安心して食べられ、どこか懐かしくてほっとする愛
情にあふれた逸品が埋もれています。この逸品には、自然の恩恵を最大限にいかし、小ロット
だからできる手間を惜しまないで育てたものが沢山あります。
これらの逸品の中でも、さらに田舎の「逸品食材」としてセレクトし、瑞穂スタイル等を通
じて全国に発信する取り組みが「Oh! セレクション」です。
★「Oh! カフェ」
田舎の『逸品食材』をセレクトした「カフェメニュー」と「農業生産者と消費者の交流の場」
をプロデュースする
本町は、豊かな田園風景に囲まれた四季折々の豊かな食材の宝庫です。これらの逸品には、
インターネットで、全国に向けてお届けすることが難しい生鮮食品が沢山あります。
この生鮮食品の中から、邑南町が誇る逸品食材をセレクトし、
「カフェメニュー」をプロデュー
スするのが「Oh! カフェ」です。
さらに、農業生産者のほとんどが、自分で大切に育てた生鮮野菜などが都市に住んでいる消
費者に届いているのかを分かりません。一方で、消費者は、毎日食べている生鮮野菜などが農
業生産者の顔や、どこで、どのような方法で育てられているのか分かりません。また、Oh! カフェ
では、このような農業生産者と消費者が楽しく交流の場づくりを行っています。
★「Oh! マルシェ」
邑南町の『逸品食材』をあなたの身近な町でプロモーションする
本町は、都会では味わうことができない鮮度、豊かな季節感があふれる生鮮食材が沢山あり
ます。あなたの身近な町の商店街やイベントに出かけ、邑南町さながらの逸品食材の魅力のプ
ロモーションを展開するのが「Oh! マルシェ」です。邑南町のホットな観光イベント情報や、
逸品食材をあなたの身近な町に次々と送り込んでいきます。

（邑南町役場定住企画課商工観光室・ 0855-95-2565）
川本町～「キープ

4,000 プロジェクトの取り組み」

急激な人口減少と、これに伴う地域の衰退や財政の硬直化を打開するため、平成 21 年度より
町民、民間企業、行政等が一緒になって人口 4,000 人の確保を目指す「キープ 4000 プロジェクト」
を立ち上げて、町をあげて定住対策に取り組んでいます。
平成 22 年度からは、雇用と定住を一体的に推進する新たな支援策として、「川本町雇用定住
人材確保事業」に取り組み、町内事業所の雇用促進と町内に居住しながら働く正規職員の確保に
努めます。
★川本町雇用定住人材確保事業の概要
①正規雇用者数拡大支援
町内事業者又は新規事業者が正規雇用職員を増加させた場合に、その増加人数に応じて年２回
（10 月１日、３月 31 日）１名増加あたり 300 千円を交付します。
②正規雇用者町内移住支援
町内事業所に勤務する正規雇用職員が川本町内に移住した場合に、120 千円を交付します。

（川本町役場政策推進課・ 0855-72-0634）
⑨

美郷町～『産業・雇用・定住支援センターを開設』
平成 21 年の４月１日から、美郷町役場産業振興課内に、新しいセクションとして、産業・雇用・
定住支援センターを開設しました。
これは、美郷町長期総合計画に沿い、町の雇用環境の改善と、既存産業の振興や新産業の掘り
起こし、また定住者の増加の施策を強化するため、設けられたものです。近年の経済不況の影響
で、町内の雇用環境は厳しさを増しており、公共事業依存型の経済構造から将来を見据えた地域
の産業を確立していくことが重要となっています。
また、経済不況に併せ、当地域では、高齢化や少子化が急速な勢いで進行しており、町外から
の定住者を呼び込む施策も行い、定住者の増加を図っていかなければなりません。
支援センターの開設に伴い、無料職業紹介所の開設も 10 月１日から始まりました。これは、
町内及び町内に定住を希望する方の求職者と、町内の求人情報とのマッチングを強化させること
や、町内雇用情報のきめ細かな収集を図ることとしています。
最近の、雇用環境の情勢では、新規の雇用として、ふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、
農林業を核とした事業展開が始まり、11 名の雇用が創出されました。
また、バイオマス関連の事業を導入し、規模を拡大した製造業、またこれから始まる、新たな
バイオマス産業等での雇用拡大が期待されています。
このことからいえるように、地域の資源を活かした、雇用の拡大が、この地域にとってはキー
ワードとなるものと思います。
産業と雇用そして定住という三つの柱の、相互の関係は非常に密接しています。その一つが欠
ければ、すべてが崩れていくこととなりかねません。今後とも三つのバランス均衡を保ちながら、
持続可能な雇用環境の整備を進めて行きます。

（美郷町産業振興課 産業雇用定住支援センター・ 0855-75-1214）
江津市～緊急経済・雇用対策についてのお知らせ
江津市では、現下の厳しい社会、経済情勢を踏まえ、国、県やポリテクカレッジ島根など関係
機関と連携し、次のような事業を実施しています。
◇事業者を対象とした事業
①教育訓練型産業人材育成講座に係る助成
・企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業した時に、ポリテクカレッジ島根におい
て「教育訓練」を実施する。
◇労働者を対象とした事業
①雇用や生活相談窓口の設置
・求人募集情報の提供や関係機関の紹介
・住宅（市営住宅、公社住宅、空き家）の紹介
・失業などによる収入激減に対する市税などの相談や各種制度の案内
②「石見暮らし http://teiju.jp/」による求人情報や住宅情報の提供（江津市 HP にリンク）
③市の業務における事務の補助や軽作業を行う臨時職員を募集

（江津市役所農林商工課商工観光係・ 0855-52-2501）

編集後記

おおち・さくらえ地域雇用促進協議会事務局

ハ ロ ー ワ ー ク 川 本（ 72-0385）

川 本 町 役 場（ 72-0634）

平成 21 年度の厳しい経済状況下において、当協議会の重点課題である若年労働力の確保について、平成 22 年３月
卒業の新規高等学校卒業者の地元への就職が大幅に増加できたことに加え、全就職希望者が就職内定を得ることが出
来ましたのは、会員企業様をはじめとした地元企業のみなさまのご理解とご協力のおかげと厚く感謝申し上げます。
迎えます平成 22 年度も雇用情勢の回復は一進一退の状況で推移すると考えられていますが、若年労働力の確保、
人材育成に取り組むには好機であり、当協議会は行政・企業・住民が一体となって活力ある地域を創造する気運を高
める取り組みの一助を担いたいと考えます。
⑩

