建設業

株式会社サンクラフト

9:00〜10:00
10:00〜12:00
12:00〜13:00
13:30〜15:30
15:30〜16:00

建設業

株式会社毛利組

14:00〜16:30
16:30〜17:00

定員

まずは最も身近にある企業を体験してみましょう
あなたの興味を惹く企業が浜田市にもきっとあるはず
体験後

8：30〜9：15

1名

プログラムの行程

9：00〜9:30

定員

※入庁申請のため締切10日前

3名

ALSOKあさひ播磨株式会社のしごとを知ろう
会社説明
9：30〜10:00 島根あさひ社会復帰促進センターってどんな
ところ？
DVDを用いた施設説明
10：00〜11:30 刑務所内のしごとを知ろう
刑務所内の隊員が勤務する配置先を見学
11：30〜12:00 現場で働く人に聞いてみよう
現場で勤務する隊員のお話
12：00〜13:00 社員の食堂でご飯を食べよう
昼食・振り返り
※希望者は昼食後に社宅の見学も可能です。

［ 参加方法 ］しごと体験プログラムへの参加は
「事前
予 約 制 」です。
『 予 約サイト』または
『電話』
からお申込みください。
※申込期限は、
プログラム開催日の５日
前です。

主催／浜田市
共催／島根県立大学
委託事業所／
（一社）
イワミノチカラ

2022年2 月14日 −2 月 28日

予約
サイト

https://hamadataiken.jp/

お電話

しごと体験やインターンシップなど浜田のしごとを体感するプログラムが集まったサイトです。

【 注意事項 】

ご予約はこちらから ➡

浜田市旭町丸原380-15

参加費
無料

浜田deしごと体験事業

合板業界について
合板とは何か、合板業界とは、を知りましょう
9：15〜9：45
会社説明
業務内容、給与面などのお話を聞きましょう
9：45〜10：45 工場見学
合板はどうやって作られているかを知りましょう
10：45〜11：30 調板作業体験
実際に作業に触れてみましょう
11：30〜12：00 振り返り

期間中の平日（1日）

、参 加し
た企 業
から
採用目
線での
長所や
短所に
関しての
評価・ア
ドバイス
フィード
の
バックが
もらえま
す！

前に
ぶ」 ！
選
ぜ
は「 よう
仕 事 験 」し
「体

ご予約はこちらから ➡
定員

期間中の平日（1日）

日程

民間の立場で受刑者の社会復帰を支援するこの仕
事に求められるのは、洞察力や観察力、粘り強さ、コ
ミュニケーション力などです。
その力は様々な研修や
実際の業務を通して培われます。
どのようにして大切なものを守る力が身についていく
のか、
その様子を覗いて、
あなたも大切なものを守る
力を手に入れましょう。
最新の設備のため、
快適な就
労環境のもと、
極めて社会貢献度が高いやりがいあ
る仕事を見学しましょう。

どんな仕事に就きたいか悩んでいるあなた

3名

浜田市治和町ロ895-2

ALSOK あさひ播磨株式会社

最先端刑事施設で
警備を体感しよう

就職先がなかなか見つからないあなた

株式会社グランド調査開発のしごとを知ろう
会社説明
9：30〜17：00 現場に出て測量しよう
現場で最新の機器を使った測量体験
17：00〜17：30 振り返り

プログラムの行程

合板とは、木材の優れた特性を生かしつつ、
製造技術で欠点を補った材料です。
また、製
造の際のCO2排出量の少ない資材であり、利
用後も活用できるなどエコな資材として持続
可能な社会に貢献する資材です。
その合板
について学び、
自身で調板してみましょう。

8：30〜9：30

日程

持続可能な社会に向けた
合板製造

期間中の平日（1日）

就職活動をどのようにはじめたらよいかわからないあなた
「働く」ということを知ることからはじめませんか？

ご予約はこちらから ➡

浜田市長浜町703-1

プログラムの行程

島根合板株式会社

2名

毛利組を知ろう
業界での立ち位置、しごと内容、今後の展望、
想い、行程の説明
現場見学
実際に現場に行って頂き、重機等も紹介しなが
ら、
現場での仕事内容の一例を紹介します
振り返り
質疑応答・まとめ

日程

道路、トンネル、ダムをつくるときは、その土
地を正確に知る必要があります。
目に見える仕事（工事）の前に、正確な情報
を捉える。
最新の測量機器に触れて、測量の「いま」を
体験しましょう。

サービス
業

13:00〜14:00

株式会社グランド調査開発

測量の
「いま」
を知ろう

製造業

期間中の平日（1日）

定員

土木業

ご予約はこちらから ➡

浜田市熱田町1461

プログラムの行程

大きなものを作る。
大きな重機を扱う。
そのためには高い技術と人材が不可欠。
その力で山陰の未来を切り開く毛利組の仕
事に触れてみませんか？

3名

株式会社サンクラフトを知ろう
業界について、しごと内容、今後の展望、想い、
行程の説明
建築物の見学
これまでに株式会社サンクラフトが関わった建
築物を実際に見てみましょう
昼食
現場の見学、体験
実際に現場へ行ってみましょう
※現場は受入れ時期により調整いたします
振り返り

日程

高い技術と人材の力で
郷土の未来に貢献する

定員

期間中の平日（1日）

プログラムの行程

株式会社サンクラフトのしごとに触れてみ
ましょう。技術の発展により建築土木は大
変そうだというイメージは、過去のものにな
りつつあります。
「 いま」の建築土木に触れ
つつ、大きなものをつくるという昔から変わ
らないロマンを体験しましょう。

日程

地図に残る仕事をしよう

ご予約はこちらから ➡

浜田市熱田町1598

◎プログラムは事前の申込みが必要です。
◎プログラムへの参加に際し、
事業所へのフィードバックの作成にご協力ください。
◎各プログラムの行程開始10分前には指定の場所へお集まりください。
◎予約サイトに記載されている持ち物、服装など十分にご留意の上ご参加ください。
◎申し込まれた個人情報は、
プログラム実施事業所、浜田市役所、一般社団法人イワミノチカ
ラが管理し、
プログラム催行のみ使用します。
◎参加者は、各自の自己責任でプログラムにご参加ください。参加中の怪我・病気・盗難・備品
損害等につきましては、主催者並びに催行者は一切の責任を負いません。
◎プログラムで、主催者・プログラム催行者が撮影する写真・動画は、記録及びホームページ・
雑誌・POPなどに使用することがありますのでご了承ください。
◎専用の保険に加入いたしますが、保険補償額以上の補償責任は負いません。
◎新型コロナウィルスの発生状況、参加者の体調や感染者数の多い地域への往来履歴次第で
は、
プログラムの開催を中止する場合および、
ご参加をご遠慮いただく場合がございます。
◎また、
ご予約後感染者数の多い地域への往来履歴や体調に関して確認のご連絡をさせてい
ただく場合がございます。
※その他、注意事項・利用規約を定めています。予約サイトにて必ずご確認いただき、
ご同意の
上プログラムに申込みください。

（一社）
イワミノチカラ

☎0855・52・5319

（受付時間／10：00〜17：00 土日・祝日は除く）
【 キャンセルについて 】

プログラム実施３日前までに一般社団法人イワミノチカラまでご連絡をお願いします。

助成金

宿泊について
［ 助成額 ］2,000円/日
［ 条 件 ］定住相談、就職活動での利用

（事前に申請、資料提出が必要のためお問合せください）

［ 担 当 ］浜田市地域政策部定住関係人口推進課
［ 連絡先 ］電話 0855-25-9511
メール teiju@city.hamada.lg.jp

放送業

石見ケーブルビジョン株式会社

11:30〜12:00

お店を開ける準備を学ぼう
オープン準備
9：00〜9：30
株式会社チャームランドリーの仕事を知ろう
会社説明
9：30〜10：00 美容室メリィ・メリィについて学ぼう
店舗案内
10：00〜15：00 アシスタントとしてスタイリストの仕事を手伝おう
アシスタント体験
15：00〜15：30 働いている人のお話を聞いてみよう
従業員のお話（やりがい・就職の動機など）
15：30〜16：00 振り返り

ご予約はこちらから ➡

浜田港運株式会社

会社説明
株式会社ライトの仕事、社長の想いをうかがい
ましょう
施設案内
株式会社ライトの施設をご案内します
各業務に同行
仕事の流れをつかみましょう

島根県で唯一の国際貿易港である
「浜田港」
で浜田港運は何をしている会社なの？
知らないのなら見に行きましょう。
あなたの
「働きたい」
がここにあるかも!?

12:30〜13:30
13:30〜15:00
15:00〜15:30

浜田ビルメンテナンス株式会社

期間中の平日（1日）
9:00〜10:00
10:00〜11:00
11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:00〜15:00

13:45〜16:30
16:30〜17:00

ご予約はこちらから ➡

期間中の平日（1日）
9：00〜10：00
10：00〜12：00
12：00〜13：00
13：00〜15：30
15：30〜16：00
16：00〜17：00

5名

日本海信用金庫について
事業説明、
業務説明など
業務体験
札勘練習など
昼食
業務体験
お客様への提案など
振り返り
UIターンの先輩のお話
UIターンをした先輩に仕事だけでなく、浜田の
暮らしについても聞いてみよう

ご予約はこちらから ➡

浜田市浅井町798-4

配管工の仕事に
立ち会ってみよう
少数精鋭で浜田市に住む人々の生活を支
える水廻りのスペシャリストの仕事に触れ
てみませんか？
浜田市で長く愛される街の水道屋さんを体
験してみましょう。

期間中の水曜日（1日）
※水曜日以外はご相談ください。

9：00〜9：30
9：30〜12：00

定員

13:30〜13:45

石央森林組合の仕事を知ろう
組織概要説明、
チームで働く働き方説明
森を育む仕事を知ろう
コンテナ苗木見学
山に入ってみよう
移動・現場見学
振り返り

石見水泉社

浜田港運のしごとを知ろう
会社概要、
しごとの内容、
今後の展望、想い、
行程の説明
安全について知ろう
社内安全教育
作業場所・設備を知ろう
各作業場所や設備を見学しながら、
業務の説明
昼食
通関のしごとを知ろう
通関業務研修
船の入出港手続きを知ろう
代理店業務研修
質疑応答・振り返り

※受入日を調整する場合がございます。

プログラムの行程

13:00〜13:30

3名

管工業

3名

浜田市殿町83-1

日程

期間中の平日（1日）

お金を扱うこと、
それは信用を扱うこと。
大正時代から100 年近く石見地方とともに
歩んできた日本海信用金庫の仕事を体験
しよう。

ご予約はこちらから ➡
定員

プログラムの行程

山での次の一歩をどこに踏み出すかは自分
が決める仕事です。
一緒に山に入って森林を守り育み仕事を感
じてみましょう。
自分が選んだチームで働き、出来高制の報
酬を得る働き方を紹介します。

日程

森林を守り育む仕事を知ろう

地域と共に歩む金融機関の
新人研修を体験しよう

13：30〜14：30 浜田ビルメンテナンス株式会社とは
会社の概要、業務の説明を聞いてみよう
14：30〜16：00 各業務、管理施設見学
16：00〜16：30 振り返り

浜田市金城町下来原1561番地７

日本海信用金庫

ご予約はこちらから ➡

定員

2名

金融業

プログラムの行程

石央森林組合

ご予約はこちらから ➡

日程

林業

プログラムの行程

人は宝である。
そう考えるからこそ社員同士の協力を重視
している。
人を大切にする、地域とともに生きる会社
の温かい雰囲気を感じてみよう。

期間中の平日（1日）

定員

日程

人を大切にする会社の
雰囲気に触れてみよう

浜田市港町299-17

※③美川リハデイでは介護の仕事を体験していただきます

休憩・昼食
浜田福祉会の施設を見学しよう
④ケアハウス美川 ⑤グループホーム美川の郷 ⑥グループホームみかわ
振り返り
振り返り、質疑応答、福利厚生について説明

浜田市長浜町1785-7

15:10〜15:30

サービス
業

3名

浜田福祉会を知ろう
挨拶、
スケジュール説明、
法人説明、
職員からのメッセージ
10:00〜12：30 浜田福祉会の施設を見学しよう
①美川苑
（特養・ショートステイ・事務所）
②美川デイ
③美川リハデイ

定員

国際貿易港
「浜田港」
での
しごとを知ろう

ご予約はこちらから ➡

浜田市内村町365-7

9:30〜10:00

プログラムの行程

9:30〜17:15

3名

運輸業

事業所説明
社会福祉法人誠和会について、保育士の仕事
について
10：00〜15：30 保育士の仕事見学、
体験
先輩保育士さんと一緒に子どもと触れ合ってみ
ましょう
15：30〜16：00 振り返り

期間中の平日（1日）

日程

プログラムの行程

9:00〜9:30

定員

日程

浜田の産業を支える、その言葉に惹かれた
のなら、株式会社ライトの仕事に触れてみ
ませんか？
あなたの「やる気のスイッチ」がここにある
かも!?

8:30〜9:00

浜田福祉会では人材育成にあたり指導職員とは別
に若手職員（入社 2〜3 年目）を1名配置し、新人職員
が気軽に相談できる体制を整備しています。また、
サークル活動も盛んで、職員のプライベートの充実
に努めています。そうした取組が働きやすい雰囲
気、生活しやすい雰囲気を生んでいます。実際に働
いている様子を見学し、介護の仕事を知ってもらう
のはもちろんですが、ぜひ職員や職場の雰囲気を感
じてみてください。

2名

各施設

9：30〜10：00

社会福祉法人 浜田福祉会

介護ってどんな仕事？
介護現場を覗いてみよう

8：30〜9：00

期間中の平日（1日）

社会
福祉業

※各施設により受入期間が異なります。

定員

1名

浜田市周布町1066-13

浜田の産業を支える
会社を知っているか!?

ご予約はこちらから ➡

期間中の平日（1日）

プログラムの行程

2/14㊊・15㊋・17㊍

楽しい仕事はココにある！
園児と一緒に遊んだり、触れ合うことで、保
育士の仕事の内容に触れてください。
子どもたちの未来を一緒に応援しましょう。

ご予約はこちらから ➡

浜田市港町263-1

日程

プログラムの行程

株式会社ライト

浜田市下府町190番地
定員

日程

チャームランドリーという名前ですが、
クリーニ
ングだけでなく理美容業もしています。
特に理
美容の仕事はお客様に接する部分が多くあり
ます。
思いやりをかたちにすることでお客様を笑
顔にする仕事に興味があれば、
アシスタントとし
て１日働いてみましょう。
決して機械化できない
仕事が体験できます。

保育士の仕事に
触れてみよう

石見ケーブルビジョンを知ろう
業界について、しごと内容など
石見ケーブルビジョンの番組を見ながら裏側
を解説
自主番組の作成の仕方、苦労、よかったことに
ついて
スタジオ体験
実際にスタジオに行き、原稿を読んでみよう
振り返り・まとめ

株式会社チャームランドリー

社会福祉法人 誠和会

定員

10:30〜11:00

11:00〜11:30

美容サロンで思いやりをかたちに
アシスタント体験

サービス
業

10:00〜10:30

1名

社会
福祉業

プログラムの行程

サービス
業

のうちいずれか1日

ご予約はこちらから ➡

日程

プログラムの行程

石見ケーブルビジョン株式会社では、地域密
着の自主制作番組で石見のくらしに役立つ情
報を発信しています。地方メディアだからこそ
できる
「届けたい」
を届ける現場に触れてみてく
ださい。

2/15㊋・17㊍・18㊎

定員

日程

ケーブルテレビが
担う役割について知ろう！

浜田市竹迫町2886

2名

会社説明
水道施設巡視
弥栄の水道施設で浜田の水がおいしい理由を
知りましょう
12：00〜13：00 昼食
一緒に浜田の食を味わいましょう
13：00〜16：30 現場立ち会い、
配管組み立て
重機の操作も行いながら配管を組み立ててみ
ましょう ※15：00ごろに休憩を挟みます
16：30〜17：00 振り返り

