平成 30 年度事業計画（会計別）
Ⅰ．受託事業特別会計
厚生労働省受託事業
１．若年者地域連携事業（予算

21,676千円）

学生の就職内定はますます二極化し、また、採用に人手や経費を負担できない中小
企業の情報が届きにくくなっている。
このため、県外学校に在籍する学生も県内の企業情報を収集しやすくするため、雇
用推進団体や公共職業安定所等の地域の関係機関と連携した企業説明会及び就職面接
会を開催するなどし、若者の県内就職促進に向けさらに強力に取り組む。

(1)雇用対策事業（予算 1,025千円）
①ジョブカフェ相互の連携強化
島根県内及び鳥取県内で開催する就職面接会等において、通勤圏内にある相互の
企業の参加を促すことにより参加者の企業選択の機会を広げる。
・対象等：とっとり就職フェア
就職フェアしまね（6 月・8 月）
、しまね企業ガイダンス（3 月・4 月）

②内定者講習会・若手社員交流会の実施
学卒内定者を対象にした社会人としての心構えやビジネススキルを伝達する内定
者講習会や県内で就職した若者の交流や悩み相談の場となる交流会を開催し、職場
定着を支援する。
・対 象：県内企業への学卒内定者、県内企業に在職する若手社員
・時期等：松江/浜田（5～2月）

③専修学生向け県内就職促進事業の実施（新規）
専修学生を対象した企業交流会及び企業見学バスツアーを開催することで、県内
で働く関心を高め、県内就職促進に繋げる。
・対 象：専修学生
・時期等：松江（5～2月）

(2)企業説明会等開催事業（予算 14,179千円）
①しまね企業ガイダンス（合同企業説明会）
企業の採用担当者による個別説明等により県内企業への関心と理解を深める支援を行
う。
・対 象：2019 年 3 月大学等卒業予定者等で県内就職を希望する者
・時期等：浜田（4 月）
・対 象：2020年3月大学等卒業予定者等で県内就職を希望する者
・時期等：松江、浜田（3 月）

②就職フェアしまね（合同就職面接会）
企業の採用担当者による求人説明や面接の機会を提供し応募に向けた支援を行う。
・対 象：2018年3月大学等卒業予定者及び既卒者等で県内就職を希望する者

・時期等：春期
夏期

松江（6月）
松江（8月）

③若者と中小企業の交流会
就職フェアや企業ガイダンスに併せて、企業や若者がＰＲなどを行う交流の場を
設け、マッチングを促進する支援を行う。

④しまね企業博
採用活動解禁に先立ち、学生が県内企業の情報や魅力について知ることのできる
場を設け、県内就職促進を支援する。

(3)フリーター支援事業（予算
①定例企業説明会の開催

132千円）

若年求職者を採用しようとする県内企業が参加する小規模な求人説明・面接の場
を設け、応募の機会を提供するとともに県内企業の人材確保を支援する。
・対

象：フリーター等若年求職者で県内就職を希望する者

・時期等：松江ほか（年3回程度）

②職場体験・企業見学の実施
若年求職者及び卒業年次生を対象に、求人企業による企業見学や職場体験を実施し、
応募に向けて企業・求人理解の機会を設け就職活動を支援する。
・対

象：フリーター・卒業年次生等若年求職者で県内就職を希望する者

・時期等：随時

(4)人件費（予算

5,417千円）・管理事業費（予算 923千円）

松江センターにスタッフ２名を配置し事業を実施する。

県受託事業（雇用政策課）
１．若年者雇用対策事業（予算

49,014千円）

若年者の県内就職を促進するため、就活生向けの企業ガイダンスや企業との交流イ
ベント等を実施するとともに、低学年次生を対象としたしまね企業交流セミナー、企
業見学バスツアー、しまね学生インターンシップ等、学年に応じた段階的な取組みを
行う。
また、県内企業がインターンシップや企業説明会等を通じて、より魅力的で効果的
な情報発信ができるよう、県内企業の情報発信力（採用力）向上を支援する。
その他、ジョブカフェしまねサイトやＳＮＳ、企業情報誌等の多様な媒体を通じて、
県内企業に対する理解を促進するための取組みを行うとともに、キャリア相談や各種
セミナー開催等を通じた就職支援を引き続き行う。

(1)県内大学生等の県内就職促進事業（予算 270千円）
①企業見学バスツアー（働き方研究コース）の実施（新規）
県内大学（島根大学・島根県立大学）の学生を対象として、県内企業の理解促進
やそこで働く人たちの魅力を伝えることを目的としたバスツアーを開催する。

(2)県外大学生等の県内就職促進事業（予算
①合同企業交流会（業界研究）の開催

23,678千円）

就活解禁前の学生を対象として、県内企業に関する理解促進のため、合同企業交
流会（業界研究）を開催し、都市部在住の学生の県内企業就職を支援する（開催地：
東京・大阪・広島）。
なお、これまで開催していた県外での企業ガイダンス（合同企業説明会）の開催
は取りやめ、県内での企業ガイダンスへの参加を促す取組み（就職支援協定校での
イベントや就活バス運行等）を行う。

②しまね企業交流セミナーの開催
低学年次生を対象として、島根県内で活躍する企業人等のセミナーや交流会を開催
し、島根県内で働く魅力を発信する（開催地：東京・大阪・広島）。

③就活バスの運行
県内で開催される企業ガイダンス等の就活イベントに無料バスを運行する。

④県内企業理解促進バスツアーの実施
「しまね学生インターンシップ」に参加する学生を対象として、県内企業理解促進
を目的としたバスツアーを実施する。

(3)企業情報発信力強化事業（予算 16,643千円）
①しまね学生インターンシップ事業
県内、県外の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生を対象に県内企業・
官公庁における就業体験の総合調整を行う。

②しまね学生インターンシップサイトの機能強化（新規）
ジョブカフェしまねのしまね学生インターンシップサイトにおいて、学生が受入企
業を地域や業種等により容易に検索できるようにする。

③企業向けインターンシップ受入プログラム強化セミナー実施（新規）
しまね学生インターンシップの就業体験プログラムをより魅力的なものとするた
め、受入企業を対象としたセミナーを実施する。

④企業向け採用力強化セミナー実施（新規）
県内企業がインターンシップや企業説明会等を通じて、学生に対して情報をより効
果的に発信するため、県内企業を対象とした採用力強化（プレゼンテーション能力向
上、内定辞退防止等）セミナーを実施する。

(4)インターンシップ参加促進事業（予算

1,764千円）
※定住企画特別会計で予算化

①大学生等インターンシップ助成事業
「しまね学生インターンシップ」に参加する大学生等で自宅からインターンシッ
プへの参加が困難なものに対して宿泊費の一部を助成する。
※H30～高校生へのインターン助成は県事業として実施
事業スキーム（大学生等）
・対象：県内及び島根県出身の大学生等で自宅からの参加が困難なもの
・受入先：民間企業
・助成期間：大学生等 10 日間（研修）＋1 日（前泊） 以内

(5)キャリアカウンセリング事業（予算

931千円）

①キャリアカウンセリング事業
若年者へのキャリア相談、企業情報・求人情報の提供、就労体験・企業見学等と一
体的に提供し、一層きめ細やかな就職支援を行う。
また、就職後の職場定着率の向上を図るため、就職者に対して職場環境、対人関係
等のフォローアップ相談も実施する。

②出張セミナー事業
県内の高等学校、各種学校等において、職業意識の形成や具体的な就職活動に役立
つアドバイスに関するセミナーを実施する。

(6)広報事業（予算 951千円）
①企業情報・求人情報等提供事業
「ジョブカフェしまねサイト」を活用し、企業情報・求人情報等の収集・発信を行
う。

②広報事業
ジョブカフェしまね事業の周知と利用拡大を図るため、ちらしの作成、サイトでの
広報、県・市町村等の広報媒体の活用など、若年者やその保護者等を対象とした効果
的な広報活動を実施する。

(7)管理事業費（予算

6,541千円）

松江センター及び浜田ブランチにおいて本事業を実施する。

２．一般会計への繰出（予算
○人件費

71,672千円

○管理費

16,322千円

87,994千円）

Ⅱ．定住企画特別会計
１．ＵＩターンしまね推進事業 （予算 306,708 千円）
当財団は島根県のＵＩターンの総合窓口として、県、市町村及び関係機関と連携し
てＵＩターン促進を図っている。特に無料職業紹介事業や産業体験事業は、島根県の
人口定住に一定の貢献をしていると考える。
近年、他県も定住に関する情報発信を強化するなか、ＵＩターン希望者のニーズに
応じた情報発信、相談対応に努めるとともに、新しい施策等を取り入れながら定住促
進を一層強化していく。

(1)ＵＩターン情報発信事業 （予算 30,711 千円）
①ＵＩターン総合サイト「くらしまねっと」運営 （4,500 千円）
オンラインによる仕事マッチングの機能強化を図った「くらしまねっと」を活用し、
企業情報や求人情報、及び移住に必要な暮らしの情報や市町村情報等の収集・発信を
行う。
また「暮らし」を中心とした情報発信の強化を図るために、該当ページのコンテン
ツの充実、動線の改善等の改修を行う。（新規）

②情報誌等による情報提供

（26,211 千円）

○ＵＩターン情報誌「ビーンズ」
ＵＩターン者を通した島根の企業紹介、シニア層、起業した方などあらゆる世
代の方が UI ターンする際の参考となるような情報誌を作成し、ふるさと情報登録
者や求職登録者へ送付する。年 2 回発行。
○定住支援ガイドブック「行こうかな、しまね」、「暮らしまね」他
県内市町村の定住施策などを紹介するガイドブックや定住財団の支援メニュー
を紹介するリーフレットを作成し、移住希望者へ情報提供する。
○山陰中央新報紙面での登録制度等の広報（帰省時期等）
○雑誌等での情報発信
○回帰支援センター（東京・大阪）への PR ブース出展（年間展示）
○ふるさと情報登録等の充実
学生登録から卒業後は、ふるさと情報登録やくらしまねっとの会員登録へスム
ーズに移行する仕組みを構築し、切れ間なく県内の企業情報や仕事情報、暮らし
の情報等をメルマガや郵送等で発信していく。

(2)相談・人材誘致事業 （予算 40,295 千円）
①県外フェア等を活用したＵＩターン推進 （6,970 千円）
東京、大阪など都市部で開催されるふるさと回帰フェアや新・農業人フェアなどに
出展し、定住施策の PR や個別相談を行う。

②しまねＵターンＩターンフェア、相談会の開催 （33,325 千円）
東京・大阪・広島でＵターンＩターンフェアを開催し、県や市町村の担当者、各支
援機関、移住体験者等による定住施策の説明や個別相談の機会を提供し、ＵＩターン
の促進につなげる。
・東京会場は、ブースの混雑解消や来場者のニーズに応えるため、2 日間連続での開
催とする。
・東京、大阪会場に続き、広島会場においても県内企業ブースの出展（東京は H28
～、大阪は H29～）を行う。

(3)しまね暮らし短期体験事業（予算 13,840 千円）
①しまね暮らし体験プログラム事業（6,900 千円）
島根での暮らし等に興味・関心を持ち、移住を考えている方に、島根への来訪の機
会を設けるため、地域体験や住民との交流、農業体験、街並み見学などを取り入れた
体験プログラムを企画運営する団体に、経費の一部を助成する。
○区分：日程設定型、随時型
○期間：1 泊 2 日以上
○助成対象：県内実行委員会等
○助成額：上限 30 万円 （ただし参加者 1 人あたり上限 3 万円）

②しまね暮らしお試し体験施設事業

（6,940 千円）

移住希望者を対象に、しまねでの生活体験ができるお試し体験施設を貸し出す。移
住地さがし、仕事探し、住まい探し等に活用してもらい、移住につなげる。
○施設数 ：７戸
（松江市２戸・出雲市２戸・大田市１戸・益田市１戸・雲南市１戸）
○貸出期間：1 週間から最長 3 か月間

(4)しまね暮らし長期体験事業（予算 211,150 千円）
①ＵＩターンしまね産業体験事業 （183,110 千円）
ＵＩターン希望者が、県内受入先で農林漁業等の産業体験を行う場合に、滞在に
要する経費の一部を助成する。
○対象：県外在住のＵＩターン希望者
○対象分野：農業・畜産・林業・漁業・伝統工芸・介護など
○助成期間：3 か月以上 1 年以内（伝統工芸は 3 か月以上 2 年以内）
○助成額：体験助成額 12 万円／月
ただしＵターンで両親と同居する場合等：6 万円／月
親子連れ加算：3 万円/月・世帯
介護職員初任者研修養成講座受講経費：72 千円/人（上限）
①－２ 職業訓練型ＵＩターンしまね産業体験事業
○対象：県外在住のＵＩターン希望者で、高等技術校が委託実施する農業・介
護分野の職業訓練科を受講する者(雇用保険・職業訓練受講給付金の
受給者を除く)
○助成期間：各訓練受講期間
○助成額：体験助成額 10 万円/月
ただし U ターンで両親と同居する場合：5 万円/月
親子連れ加算：3 万円/月・世帯

②しまね地域づくり情熱人支援事業

（28,040 千円）

地域づくりに取り組む団体に活動者（情熱人）が入り、新たな地域活動の創出や更
なる地域への波及効果の高い活動を展開することで、活動経費を確保し、継続的な活
動を創出することを目指す。
○対象：ＵＩターン者及び島根在住の若年者（４５歳未満）
○対象分野：特に問わない
○助成期間：原則１年以内。ただし、将来起業（新事業部門立ち上げや創業）に
つながりそうな実績を残せた場合は１年の延長あり（最長２年間）
○助成額：体験助成額 12 万円／月
ただしＵターンで両親と同居する場合：6 万円／月
親子連れ加算：3 万円/月・世帯

(5)ＵＩターン受入支援事業（予算 8,712 千円）
①ＵＩターンのための無料職業紹介事業（8,712 千円）
ＵＩターン希望者の県内就職を支援するため、求人情報の提供、潜在求人等の開拓、
マッチング、企業の見学・面接等の機会の提供など、きめ細やかな就職支援を行う。
また、サイトリニューアルにより企業情報・求人情報が充実したことで、さらなるマ
ッチング数の増加を目指す。
また、東京・大阪・広島の定住アドバイザー（県配置）及び東京、大阪に配置され
た人材誘致コーディネーターとも連携を図り、人材誘致を推進していく。
さらに、職業紹介スタッフの資質向上のために、資格取得や各種講習会へ参加する。

(6)ＵＩターン定着支援交流事業（予算

2,000 千円）（新規）

ＵＩターン者の定着を図るため、ＵＩターン者と地域との関わりを深めるきっかけとなる
地域体験や地域住民との交流などを取り入れた体験プログラムを企画運営する地域住
民団体に、経費の一部を助成する。
○助成対象：地域住民団体等
○助成額：上限 10 万円 （ただし参加者 1 人あたり上限 1 万円）
○条 件：人数は、移住者（移住後５年以内）１人以上、総人数５人以上
内容は、地域資源を活用したプログラム

２．若年未就業者就職促進事業 （予算

25,950 千円）

(1)若年未就業者就職促進事業（長期体験）（25,684 千円）
県内在住の若年未就業者が県内で農林水産業や伝統工芸の分野で一定期間就労体験
を行う場合、体験に要する経費の一部を助成する。
○対象：県内在住の若年未就業者（体験開始時に 45 歳未満の者）
○助成期間：3 ヶ月以上 1 年以内（伝統工芸は 3 ヶ月以上 2 年以内）
○助成額：12 万円／月
ただし、Ｕターンで両親と同居する場合等：6 万円／月
親子連れ加算：3 万円/月・世帯

(2)管理費（266 千円）

３．地域づくり担い手支援事業（予算 39,385 千円）
ＮＰＯ法人や地域自主組織など、多種多様な主体により地域の課題解決や活性化を
目指した様々な取り組みを支援する。

(1)地域づくり活動総合支援事業（予算 23,089 千円）
①地域づくり人材育成支援事業（3,750 千円）
地域づくりに意欲ある人材に対する養成講座や地域づくりセミナーを実施する。
（講座例）
○社会的インパクト評価の導入やネットワーク構築、資金調達などのテーマに沿っ
た実践講座
○企業の地域課題解決活動への参画に向けた普及・啓発や地域づくり団体との連携
のきっかけづくり
○地域づくり実践者の交流の場 など

②地域づくり応援助成事業（17,063 千円）
地域活性化や地域の課題解決に資する活動であって、団体の立ち上がり期やこれか
ら開始する活動に対する助成を実施する。
○対象：県内のＮＰＯ法人、民間団体やグループ等の立ち上がり期の活動や新たな
事業展開活動への助成
・立上げ支援事業 助成率 2/3（20 万円～50 万円）
・事業化支援事業 助成率 2/3（50 万円～200 万円）
○助成期間：立上げ支援事業 1 年、事業化支援事業 1 年または 2 年

③地域づくり活動フォローアップ事業（2,276 千円）
○各種相談への対応、情報提供
○専門家、地域づくりアドバイザーの派遣
○地域づくり団体の取り組み事例の紹介や意見交換等により団体間のネットワーク
化を支援

(2) しまね田舎ツーリズム推進事業（予算 13,734 千円）
○コーディネーター等によるきめ細やかな助言・アドバイス等の実施
○実践者向けの県外・県内研修会等の実施
○リスクマネジメント研修、農家民宿開業研修等の実施
○田舎ツーリズムプログラム開発
モデル地域を選定してワークショップを実施するとともに、国内外からのモニタ
ツアーの受入れを行う。
※参考：しまね田舎ツーリズム推進協議会実践者ネットワーク参加団体 279 団体
民泊を実施している農林漁家等 264 施設（180 団体） 平成 30 年 1 月現在

４．社会貢献活動促進事業（予算 12,478 千円）
①普及・啓発事業（929 千円）
○島根いきいき広場（サイト）
、いきいきねっと（情報誌）
○地域情報、ＮＰＯ法人等情報の収集、発信

②人材育成・支援事業（2,060 千円）
○ＮＰＯ実務者研修
ＮＰＯ事務力向上ための実務研修や報告書作成といったテーマ研修を実施する。
○専門相談・出張相談の実施
会計・税務・労務など、専門分野ごとの相談員による相談会を実施する。

③ＮＰＯ伴走支援事業（9,489 千円）
○中山間地域・離島におけるＮＰＯ創出伴走支援事業
昨年度、隠岐の島町、美郷町、津和野町で実施したソーシャルデザインスクールの受
講生を対象に、地域課題解決のための事業計画をブラッシュアップするとともに、中
山間地域の既存ＮＰＯ法人に県外講師を派遣し、体制強化を図ることにより、地域活
性化の主体となりうるＮＰＯの創出や強化支援を行う。

５．一般会計への繰出（予算
○人件費 130,741 千円

144,587 千円）

○管理費 13,846 千円

Ⅲ．基金特別会計
１．人材育成・定着事業（予算
(1)雇用推進団体等支援事業（予算

4,500 千円）
1,200 千円）

県内の各公共職業安定所管内で、雇用推進団体等が主催・実施する地元就職説明
会、新入社員研修会など雇用促進に資する事業への取り組みを支援する。
また、雇用推進団体等との連携を強化するための情報交換会を開催する。
○助成率
1/2 以内
○助成額
上限 200 千円／団体
○予定団体数 6 団体

(2)ＵＩターン促進事業（予算 3,300 千円）
①ＵＩターン企業体験支援事業（2,800 千円）
当財団が行う「ＵＩターン無料職業紹介事業」のマッチングを推進するため、求人
企業が求職登録者に対して、企業見学や体験、経営者との懇談の機会など業務内容や職
場環境等を知るための体験を実施する場合に、企業体験者の旅費交通費の一部を支援
する。
○予定体験者 150 人程度

②定住推進事業（石見）（500 千円）

２．情報提供事業（予算

5,000 千円）

(1)就職情報誌「企業ガイドブックしまね」発行事業（予算

4,000 千円）

県内企業の企業情報や採用計画等に関する情報を掲載した「企業ガイドブックし
まね 2020」を発行し、県内就職を希望する登録学生・ＵＩターン求職登録者や大学・
高校等に送付するとともに、各種就職イベント等で広く配布する。
○「企業ガイドブックしまね 2020」の発行 1 回
○ 掲載料金 25,000 円／社

(2)情報発信強化事業（財団サイトの充実）（予算

1,000 千円）

財団のポータルサイト及び地域活動支援に関する情報サイトを運営することによ
り、財団事業等の周知を図る。

３．
「農業・農村はかっこいい！」和歌募集事業（予算 4,000 千円）
“農業・農村はかっこいい”という評価・価値観を表現した短歌・俳句・詩などを広く
募集し、優秀作品を表彰・顕彰することにより、新たな農業従事や農村移住へつなげるき
っかけとする。

４．ルネッサンス青年団事業（予算 1,000 千円）
かつての青年団活動のような若者が集う取組の推進と、しまね田舎ツーリズムの周知と
活用の推進を併せて目的とし、若者の交流・集いの開催費を助成する。

５．ふるさと島根定住推進事業（財団単独実施分 予算
(1)田舎ツーリズム体制整備強化事業（予算

4,000 千円）

3,000 千円）

平成３０年６月１５日に住宅宿泊事業法（いわゆる民泊新法）が施行されるのに伴っ
て、ツーリズムの実践者に対して新法の周知と解説を行う機会を設ける。また高齢化に
より、実践者が減少傾向にあるため、新規実践者掘り起しのための研修に対して経費の
一部を助成する。

(2)シングルペアレントの UI ターン介護人材確保事業（予算

1,000 千円）

市町村が産業体験事業のスキームを活用し、シングルペアレントのＵＩターンに
よる介護人材確保事業を行う場合、ＵＩターン者が県内で生活するため必要な自動
車（中古車）を県内のディーラーから提供してもらうため、ディーラーに対し委託
料を支払う。

６．休眠預金調査研究費（予算

1,000 千円）

平成３０年１月１日に「休眠預金活用法」が施行されたことから、その仕組みや
状況等に関する調査等を行うとともに、財団の自主財源獲得のための寄付について
も併せて研究する。

７．定住促進調整費（予算 1,000 千円）
規定予算の枠組みでは難しい民間団体等の成果が期待できる取組への支援や、財団
が先行的に調査研究し市町村等に提案したい課題について対応する。

８．一般会計への繰出（予算
○人件費
○管理費

22,200 千円）

1,200 千円（国委託事業充当人件費不足額等）
21,000 千円

Ⅳ．一般会計
１．管理運営費（予算

256,864 千円）

(1)役員報酬（7,500 千円）
・理事、監事、評議員及び顧問の報酬

(2)給料手当（203,613 千円）
・職員人件費
（県受託特別会計繰入金 20 名・定住企画特別会計繰入金 31 名、国受託会計不足分）
・県派遣職員に係る手当２名分
（県受託特別会計繰入金１名・定住企画特別会計繰入金１名）

(3)会議費（100 千円）
・理事会 3 回(6 月、11 月、3 月を予定)、評議員会

2 回（6 月、3 月を予定）

(4)旅費交通費（2,000 千円）
(5)事務所等賃借料（25,500 千円）
○財団事務所賃借料及び共益費
・松江事務局 496.56 ㎡
・石見事務所 188.10 ㎡
○その他賃借料
・法人車・複写機等リース料

(6)その他（15,600 千円）
・通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、光熱水料費、負担金、委託費等

(7)退職給付引当金（2,551 千円）

