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高知県内における若者雇用関連の事業の概要 

 

２００８年５月１４日 

高知県労働組合連合会作成 

 

１．高卒者、大卒者の就職までの大まかな流れ 

 
○高卒者に対する求人受付開始（各職安） ６月２０日以降 
○各高校への求人連絡開始 ７月１日以降 
○夏休み（７月） 県、労働局・・・ 合同説明会 
○大学生の企業訪問開始 ７月以降（４～６月は勉学に配慮） 
○高校生の推薦開始 ９月５日以降 
○高校生 ９月１６日以降選考開始  
○９月 ３４才までの就職説明会 高知市、県、労働局・・・ ３０社 
○大学生の採用内定開始  １０月１日以降 
○１１月 合同説明会・面接会（高校生就職フェ、三翠園） 労働局・県 

高卒の未決定者対象（2007 年：３１校１４９名。県内外の企業５４社が参加） 
 ※高知新聞社による「就職ガイダンス」 
 

２．高知労働局の若者関連雇用対策の概要 

 

＜厚労省の動き＞ 

2006（平成18）年度より、雇用の改善の動きが弱い７道県（北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県、沖

縄県）で地域雇用戦略会議を開催するなど重点的に支援。 

○雇用対策 

2007（平成19）年6月 「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」成立 
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○若者雇用関係 

2003（平成15）年度 厚生労働大臣を始めとした関係閣僚による「若者自立・挑戦戦略会議」発足 

2003年6月 「若者自立・挑戦プラン」 

2004（平成16）年12月 「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」 

2006（平成18）年１月 「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」改訂版 

2006年12月 「再チャレンジ支援総合プラン」（「多様な機会のある社会」推進会議決定） 

⇒「フリーター25万人常用雇用化プラン」（2010年までに、フリーターをピーク時の８割に減少させる。

年間25万人のフリーターの常用雇用化が目標） 

 

１．雇用の場の確保  

① 求人開拓  

② 新パッケージ事業（地域雇用創造推進事業）の推進 ※2市3町を中心とした5協議会  

     
２．雇用のミスマッチの縮小  

 求人・求職のマッチング  （就職支援セミナー、職業訓練等)  

 
３．若年者雇用対策  

①「ジョブカフェこうち」と連携した就職支援 （19年12月に「ハローワーク高知若者相談コーナー」を併設）  

② 高卒求人の早期提出要請  

③「学生就職フェア」「高校生就職フェア」の開催  

④ 在学中からの職業意識形成支援 （企業による職業講話の実施）  

 
＜ハローワーク若者相談コーナー（ジョブカフェ３Ｆ）の取り組み＞ 
○２００７年１２月からジョブカフェ３Ｆへ（それまでは まりまや橋） 
○体制 職員１人 主任若年者職業相談員１人 学生職業相談員３人 
高知県では、若者の厳しい雇用失業情勢を改善するため、高知県就職支援相談センター「ジョブカフェこうち」を設置し、

就職に関する様々な相談やセミ才一などを通じて就職支援を行っている。ハローワークの職業紹介機能とジョブカフェの専門

的な相談業務を一体化し、様ノマなサービスを一度に提供する「ワンストップサービス」を行うことを目的として、「ハロー

ワークプラザはりまや」3 階に設置していた「高知学生相談室」をジョブカフェに併設し、12 月 3 日に『若者相談コー才一』

して移転オープンした。 
『若者相談コー才一』では大学生、短大生等の職業相談・職業紹介や「ジョブカフェこうち」を利用する 35 歳未満の若年

者の職業相談・職業紹介を行う。求人情報自己検索機や大卒支援システムを設置しており、専門の職業相談員が常駐している。 
なお、新規高卒・中卒を対象とした業務は、「ハローワークプラザはりまや」2 階で行っている。 

【開庁時間】月～金(年末年始・祝祭日を除く) 10:00～18:00 
 
来所者の実績 

  来所者数 新規求職者数 職業相談件数 職業紹介件数 就職者数 

19 年 12 月 363 69 186 45 17 

20 年 1 月 616 141 311 117 8 

 ※新規求職者数：新規に申込書に記入した人 

 

来所者の内訳 

 大学 短大 高専 専修 高校 

19 年 12 月 26 19 0 52 5 

20 年 1 月 35 9 0 104 38 

 
その他 合計 

中学 一般 
35 才以上 保護者 事業所 学校関係者等   

1 221 4 14 6 15 363 

0 349 7 21 9 44 616 

※大学、短大、高校等の別は、在校学歴。 
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３．高知県の取り組み（概要は別紙 ※雇用労働政策課長より当日報告） 

 
雇用対策本部の構成 

◆本部会議 

  本 部 長：知事 

  副本部長：商工労働部長 

  本 部 員：副知事、警察本部長、部局連携官、総務部長、政策企画部長、危機管理部長、健康福祉部長、 

       文化環境部長、観光部長、農業振興部長、森林部長、海洋部長、産業技術部長、土木部長 

       会計管理者兼会計管理局長、公営企業局長、教育長、監査委員事務局長、高知県産業振興センター理事長 

◆雇用対策本部会議の開催状況 

第１回高知県緊急経済・雇用対策本部会議（平成１９年４月２３日） 

第２回高知県雇用対策本部会議（平成１９年６月４日） 

第３回高知県雇用対策本部会議（平成１９年７月３１日） 

第４回高知県雇用対策本部会議（平成１９年９月２１日） 

第５回高知県雇用対策本部会議（平成２０年２月１３日） 

 
 

４．高知市の雇用対策事業 

１．若者就職支援セミナー事業 

 委託事業。6 月 12 日開始。定員 60 名。 
 内容：適正診断、基礎研修、分割研修（PC、面接）、個別カウンセリング、合同就職面接会 
  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 計 

委託費(千円) 6,993 6,184 6,027 4,389 19,204 

応募者数(人) 92 62 97 80 251 

受講者数(人) 68 60 59 59 187 

就職者数(人) 56 46 39 30 141 

就職率(%) 82.4 76.7 66.1 50.8 75.4 

※就職者数については,H193.31 までの累計。H19 年度は H20 年 2 月 28 日現在。 

 
２．無料職業紹介事業 

 セミナー事業と一体化して修了生で未就職者を無料職業紹介に引き継ぎ、フローアップする。 
  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 計 

求人数(人) 217 353 270 840

求職数(件) 66 86 78 230

紹介件数(件) 140 203 179 522

就職者数(人) 18 21 16 55

 

３．新パッケージ事業（19 年度から 3 年間） 

 事業内容：各種人材育成講座、就職促進事業（重点分野合同面接会、インターネット等情報発信事業） 
 事業主体：高知市雇用創出促進協議会（高知市、高知商工会議所、高知県経営者協会、連合高知、高知県工業技術センター

と高知大教授） 
 
 

５．その他の団体 

 
□高知県地域労使就職支援機構    

 厚労省の委託事業 

平成１５年５月１日、高知県において地域の雇用改善を図るため、民間の労使が相協力し、労使ならではの創意工夫によっ

て、就職支援の事業等を効果的に実施することを目的とした任意団体として設立された。 

（構成会員）高知県経営者協会、高知県商工会議所連合会、高知県商工会連合会、高知県中小企業団体中央会、 

日本労働組合総連合会高知県連合会 

 



 - 4 - 

（事業内容） 

○ 求職者セミナー  ０７年６月 （毎年６月） 一般求職者（ミスマッチ解消・研修会） 
○こうち就職フェア２００８ ２月２０日（三翠園） ２/６四万十町 ２/15 安芸市 
  企業合同説明会・面接会 
○各種調査 求人・求職ニーズ調査報告 (18 年度調査 ) 

  雇用ミスマッチの要因 (18 年度調査結果による ) 

離職予定者の意識調査（再就職・ライフプランなど）  

○心のケア相談  第１、第３木曜日午前 10 時～午後 4 時（祝祭日は休み）  

 
 
□ジョブカフェ高知 － 若者のための、高知県就職支援相談センター 

 設置主体：高知県 運営：県経営者協会 １０：００～１９：００（年末年始の休日を除く） 
 体制 経協：１１人 ＮＰＯ：４人 雇用能力開発機構２人 計１７人 
 Ｈ１６．５．２９ 設置 
 Ｈ１７．４．１  無料職業紹介事業開始（経営者協会が承認を受ける） 
 Ｈ１９．１２．３ ハローワークが３Ｆに併設 
（来所実績） 
 ０７年１２月  ６、１２人 
 ０８年１月   ９、０２人 
 
○就職相談 

キャリアコンサルタント等が就職活動全般について個別の相談に応じる 
・キャリアアップ相談 
・高校・大学への出張相談（１２月末実績２２００人） 適性検査、講和、面接指導等 
・職業適性検査 
・就職に関する情報提供 
・セミナー（能力アップ、面接指導、必勝セミナー・・・） 
・しごと体験(企業での就労体験等) [しごと体験:中高年、建設業離職者も実施]  
 ※体験手当：４９２０円×日数。事業主に２４００円×日数 ※１０日間 
  350 社が登録。若者 200 人枠、中高年 80 人、建設 40 人の枠。⇒ 半分の就職率。 
  ＣＦ．労働省のトライアル雇用：3 ヶ月。1 人月４万円。（計画書必要） 

○若年者地域連携事業(19 年度計画) 

●高校生向けの企業合同説明会 （７月カルポート） 
●就職ガイダンス （１１月上旬） 
●高校生・教職員の職場見学会 
●企業ガイドブック作成・配布 
●フリーター支援セミナー 
●ネットカウンセリング等 

 
 
□社団法人 高知県工業会 

設立：平成１４年１０月１日 

住所：国立大学法人高知大学）国際・地域連携ｾﾝﾀｰ 2F 

会員数：１７５社（名）正会員１４８社、賛助会員２５社、特別会員２名） 
目的：会員企業が行う情報化や技術革新への対応、生産性と効率の向上及び人材育成等を支援、また会員企業相互の情報交換

等を通じての新製品の開発や共同受注の推進を図ることにより、県内工業の振興・発展に寄与することを目的とする。 
（事業）抜粋 
平成１７年度の主なもの 

（２） 県議会産業経済委員会との懇談会（４月２２日） 

 住民の代表で行政のチェック機関でもある議員の方々と、工業会の取り組みや製造現場での実情 等について意見交換しま
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した。 

（５） 土佐塾高校会員企業現場学習（６月２７日） 

 卒業生の約半数が理工系へ進学する土佐塾高校の１年生の皆さんを、オンリーワンなど個性豊か な会員企業が現場学習と

して視察を受け入れ、中長期の視点に立った地元定着を目指した取り組 みを実施しました。 

（７） 県立学校就職指導担当教員会員企業視察（７月１日） 

 県教育長との意見交換を踏まえ、普通科高校の先生も含む就職指導教員の会員企業の現場視  察ツアーを実施しました。 

（９） 産業振興センター・工業技術ｾﾝﾀｰ意見交換会（７月５日） 

 各種産業との現場窓口となる産振センターや工技センターの取り組み状況等について、理事企業 を中心に意見交換しまし

た。 

（1７）  電源地域における雇用促進対策調査検討会スタート（１１月１６日） 

 若年者の雇用促進対策について、物部川流域（電源地域）の産学連携による検討会をスタートさ せ学生・企業へのアンケ

ート調査等を実施しました。（１９） 「ものづくり大学（経営実践「土佐学」講座）」スタート（１２月１７日） 

 活性化計画にある「人材育成」として、次代の経営者育成を目的に、工業会理事の豊富な経営経 験に基づいた講義をスタ

ートしました。（講師：森精機器・森脇社長）  

（２０） 第２回県議会産業経済委員会との懇談会（１２月１９日） 

 平成１８年度の厳しい予算編成が進む中、公共事業の地元企業への波及促進や海外事務所の必 要性など会員企業のニーズ

を踏まえた意見交換を実施しました。       

（２１） 中西副知事、会長副会長等懇談会（１月１６日） 

 工業会の現状や今後の方向性等について意見交換しました。 

（２３） 高知工科大学シーズ発表・就職支援説明会等（３月６日） 

 工科大で取り組んでいる各種研究内容の発表と、就職に向けた説明会を開催しました。 

（２４） 第２回高知のエジソン（垣内保夫）賞基金事業表彰式（３月１２日）  

 小中学生から３８８点応募をいただいた作品の最優秀賞と、第２回から新しく募集した「地域のものづくり先生（ものづく

りの楽しさで生徒たちを育む）」の表彰式を開催しました。 

（２５） 県商工労働部意見交換会（３月１３日） 

 平成１８年度における新規事業や予算等について意見交換しました。 

 

平成１８年度の主なもの 

（１） 県商工労働部意見交換会（４月２８日） 

 喫緊の課題である雇用対策や震災対策等について意見交換しました。 

（２）    中核人材育成プログラムスタート（５月１３日） 

 平成１７年度に引き続き１４名の受講生によりスタートしました。 

（４）   県議会産業経済委員会との懇談会（５月３０日） 

 工業会の取組みや理事企業等の景況について意見交換しました。 

（７） 高校就職情報交換会（７月３日） 

 都市部からの旺盛な採用活動に対して、地場企業への人材定着を目指し高校就職担当教委員と 会員企業の個別マッチング

セミナー等を実施しました。 

（１０）女性能力発揮促進会議のスタート（８月４日） 

 ２１世紀職業財団とのタイアップにより、女性の能力開発についての各社の計画作りに関する検討 会をスタートさせまし

た。 

（１２） 県議会産業経済委員会の現場視察（９月６日） 

 ５月の意見交換会を踏まえ、活況ある製造現場の視察並びに意見交換会を開催しました。 

 
 
 
 


