これまで知らなかった企業、経験のない
仕事にもチャレンジしてみませんか？
ご応募お待ちしております。

9/（金）
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この職場体験はハローワークでの失業認定にかかる求職活動に該当します。
対象

内容

申込
方法

島根県内で仕事をお探しの方（学生は不可）
・実施期間は 10 月〜 12 月上旬
・1 社あたり 1 〜 5 日程度（原則連続）
・業務内容の説明や実作業の体験、職場見学など
県内各ハローワーク（公共職業安定所）にてお申込みください。
※ハローワークの求職申込みがお済みでない方は、事前にお申込みが必要です。

◎『ハローワーク』
利用時間（松江・隠岐の島・安来・浜田・川本・出雲・益田・雲南・石見大田）

月〜金曜 8：30〜17：15（祝日・年末年始除く）
◎
『駅前しごとプラザ松江』
利用時間

月〜金曜 10：00〜18：30、第2・4土曜 10：00〜17：00（祝日・年末年始除く）
詳しくは
「ハローワークインターネットサービス」
をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス

申込書

検索

https://www.hellowork.go.jp/

県内各ハローワークにご用意しております。
なお、島根県経営者協会のホームページからもダウンロードできます。
島根県経営者協会

検索

http://www.shimanekeikyo.com/

職 場 体 験 の 流れ
❶
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年度厚生労働省島根労働局委託事業﹁一体的実施事業〜求職者の就職を支援しています〜﹂

に、県内企業の職場体験を行います。

平成

島根県内で仕事をお探しの皆さまを対象

職場体験者募集

申込
締切

体験応募

体験企業につきましては
裏面をご覧ください。
詳しくは、ホームページ
に掲載しております。

お問合わせ先

❷

注意事項

応募調整

申込状況によってはご希
望に添えない場合もござ
いますので、予めご了承
ください。

❸

事前打合せ

❹

職場体験

企 業 担 当 者と事 前 打 合
せを行います。
（30分〜1時間程度）

(一社)島根県経営者協会「一体的実施事業」 担当：齋藤・村上
〒690-0886松江市母衣町55-4島根県商工会館4階 TEL：0852-21-4925

主催／一般社団法人島根県経営者協会

・体験にあたり賃金等の支給
はございません。なお、交通
費・宿泊費・昼食代等がかかる
場合は自費となりますので、
予
めご了承ください。
・体験後、
就職のご希望があれ
ば、
お近くのハローワークへご
相談の上、企業へ面接等のお
申込みをお願いいたします。

FAX：0852-26-7651

後援／公益財団法人ふるさと島根定住財団、しまね東部・西部若者サポートステーション

職場体験企業一覧
所在地 主な業種

建設

H30.8.23 現在

事業所名

体験内容・企業からのメッセージ

㈱佐藤組

現場へ行き、
現場を見ながら業務内容の説明をします。

電気技術者、伐採業務従事者

山陰温調工業㈱

主に希望した職種について指導を受けながらの体験実習を予定して
います。

施工及び施工管理、保守・メンテナンス、営業

働きやすい職場環境づくりやワークライフバランスへの取組みと職場
管理・作業の体験ができます。

㈱長岡塗装店

和菓子屋の製造・ルート営業とは具体的にどんな事をしているのか見
てみたい方、
ぜひ来てください。

㈱彩雲堂
製造

丸高工業㈱
菱農エンジニアリング㈱

松江 卸売・小売

怪我をしない様に、
色々な機械を見て触って、
物作りに興味を持って頂
きたい。
農業機械の補用部品を梱包し、発送する業務を体験して頂き、縁あり
ましたら社員として勤務して頂きたい。

たくさんの靴に囲まれてお仕事をします。販売職について詳しく知り
たい方、
お待ちしております！

東京靴㈱

大まかな自動車の構造を学んで頂きながら、
軽作業や仕入販売の流れ
を体験して頂きます。

㈱松江三和部品商会

宿泊・飲食 皆美館（㈲松江皆美館）
( 社福 ) 松豊会
医療・福祉 ( 社福 ) しらゆり会 特別養護老人ホーム詔光の里

建設

建設
製造

江津

営業部門スタッフ・内勤スタッフ

介護職員

経験のある方はもちろん、
未経験、
初めてという方でも安心して頂ける
ように丁寧に対応いたします！

介護職員
送迎・配達運転手
クリーンクルー

㈲富士見自工

整備経験者の方へ。
一緒に働いてみて、
会社の雰囲気を知って頂き、
今
後の参考にしてください。

自動車整備士

㈱大島工務所

その時の状況により違いがあるが、
もの作りの流れと、
より良い物造り
への意識の対応を勉強して頂きます。

建築技術者、土木作業員

平井建設㈱

社内の雰囲気・現場環境が分かるよう職場体験をして頂きます。

土木施工管理技術者、建築施工管理技術者

神州電気㈱

電気工事の現場作業補助を体験して頂きます。ものづくりの好きな
方、
大歓迎です。

電気工事技術者（現場作業）

㈱フクダ

企業の工事現場と地域貢献との係わりを経験してみてください。

土木施工・建築施工

エイコー電子工業㈱

実務作業を体験して頂きます。即戦力になる方を希望します。チーム
ワーク・会話力が必要です。

機械組立・電気配線、機械設計

編集、
取材を主に体験して頂きます。文章の書き方・取材の仕方を指導
します。

記者

明るく元気に対応して頂ける方、
お待ちしております。

営業職、自動車整備士

( 社福 ) おおつか福祉会 介護老人保健施設もくもく 護の楽しさを体験してください。

介護職員

( 社福 ) 壽光会 特別養護老人ホーム湖水苑 な方は是非、体験を。

介護職員

お年寄りが好き、
笑顔が素敵、
向上心旺盛、
何事にも前向き、
お話が好き

卸売・小売 ㈱ダイイチ雲南家電
製造

販売

利用者の方と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

様々な職種が連携し在宅復帰に向け支援しています。ぜひ当施設で介

大田

部品梱包

利用者の方へ快適な環境で建物を利用して頂く為のお仕事です。
テキ
パキと働ける方大歓迎です！

卸売・小売 島根中央ホンダ販売㈱

雲南

フライス加工、溶接加工、旋盤加工

㈱さんびる松江営業所

出雲 情報通信 ㈱島根日日新聞社

医療・福祉

配送・ルート営業、和菓子製造

庭園茶寮サービス係、食事処サービス係

高齢者宅への昼、
夕食のお弁当配達などを通して、
地域貢献を体験して

安来

技術職（塗装工）

未経験者でもOK!丁寧に指導します。明るく元気に働ける方のご応募
をお待ちしています。

（社福）豊心会特別養護老人ホーム明翔苑 みてください。
サービス

募集中の求人

菅公アパレル㈱大田第一工場

㈱エディオンのフランチャイズ店舗で家電製品の販売補助及び配達補
助に従事して頂きます。

営業・配達補助

初心者の方でも御心配なく、
経験者が指導させて頂きます。

縫製オペレータ

利用者の方との会話、
レクリエーション、
職員の行う介護を見学してど
介護職員
医療・福祉 ㈲百年くらぶ グループホーム七色館 のような仕事か経験してください。
当社社員のほとんどが入社時農業未経験者です。
農業に興味がある方
はぜひ体験してみてください。

農業

㈲桜江町桑茶生産組合

建設

㈱井上組

安全で快適な社会基盤と生活環境の整備を通じて地域貢献し、
企業と
して継続的な発展を目指します。

製造

㈱丸惣

焼成台車への積込み、
焼成後の瓦を検品、
梱包作業を体験して頂きます。 瓦製造工

栽培・加工
土木技術者、建築技術者

医療・福祉 サンライフほのぼの㈲ 江津市立さくらえ保育園 園児一人ひとりの個性や特性を育んでいく保育に取り組んでいます。 保育士
私たちと一緒に働きませんか！
浜田

医療・福祉 ( 医 ) 水澄み会 介護老人保健施設アゼーリみずすみ 経験が少ない方や、ブランクがある方でも丁寧に指導させて頂きます。 介護職員、看護師、理学療法士
林業
建設

益田

製造

伸共木材（協組）
（伸和産業㈱内） 山林の伐採業務は危険を伴う作業が多いため、未経験者の方は現場の
見学等が主となります。

大畑建設㈱
㈱昭和測量設計事務所
㈱トーイツ

情報通信 ㈱ソコロシステムズ
卸売・小売 ㈱キヌヤ

土木、
建築の作業現場での体験や、
住宅の設計
（CAD）
の体験をして頂
きます。
各種地盤調査・改良工事の現場作業の見学並びに体験。未経験者も大
歓迎！重機運転経験者大歓迎！

木材伐出作業員
土木技術者・建築技術者
地盤調査・地盤改良工事

主に自動車用ゴム製品を生産しており、
成形から仕上までのもの作り
の実作業を見学し体験して頂きます。

成形オペレータ、仕上オペレータ

向上心のある方を希望。マイクロソフトクラウドサービスの概要・設
計・設定・運用を体験して頂きます。

SE、営業

スーパーを支える様々な業務があります。知恵と身体を働かせ、体験
で何かを感じ取ってください。
地球環境を守ることで豊かなふるさとの山を豊かにし、
動物を守り、
私
達の生活を守ることにつながります。

邑智

林業

㈲増田住建

鹿足

製造

ヨシワ工業㈱六日市工場・初見工場 一緒に自動車部品を製造し世界の人々が求める安心、安全、乗って楽
しい車づくりに貢献しませんか。

商品仕分員、惣菜加工係、販売係
木材伐採・運搬作業員
溶解、造型・仕上、保全

※上記求人につきましては、採用枠の充足等があった場合には、お申込みをお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

