
対応方針：県内就職については、高校、県教委、労働局、県が求人開拓、就職面接会を開催するなどの支援を行う。対応方針：県内就職については、高校、県教委、労働局、県が求人開拓、就職面接会を開催するなどの支援を行う。対応方針：県内就職については、高校、県教委、労働局、県が求人開拓、就職面接会を開催するなどの支援を行う。対応方針：県内就職については、高校、県教委、労働局、県が求人開拓、就職面接会を開催するなどの支援を行う。
県外就職については、高校、県教委、商工労働部、県外事務所、において求人開拓等の支援を行う。県外就職については、高校、県教委、商工労働部、県外事務所、において求人開拓等の支援を行う。県外就職については、高校、県教委、商工労働部、県外事務所、において求人開拓等の支援を行う。県外就職については、高校、県教委、商工労働部、県外事務所、において求人開拓等の支援を行う。

雇用労働政策課雇用労働政策課雇用労働政策課雇用労働政策課

県内の高校生

①

県
内
就
職

県教委、労働局、県による就職支援県教委、労働局、県による就職支援県教委、労働局、県による就職支援県教委、労働局、県による就職支援
●個別企業訪問による求人開拓●個別企業訪問による求人開拓●個別企業訪問による求人開拓●個別企業訪問による求人開拓 ●団体等への求人要請●団体等への求人要請●団体等への求人要請●団体等への求人要請
●就職面接会の開催●就職面接会の開催●就職面接会の開催●就職面接会の開催

◇◇◇◇就職支援就職支援就職支援就職支援体制の整備体制の整備体制の整備体制の整備

・県内の就職アドバイザーの配置（高等学校課）
継続配置 9名
高等学校課新規配置 2名

◇就職先の確保◇就職先の確保◇就職先の確保◇就職先の確保
●求人開拓、企業訪問●求人開拓、企業訪問●求人開拓、企業訪問●求人開拓、企業訪問
・就職担当教員や就職アドバイザーの企業訪問による求人開拓と企業と
のパイプ作り（各高校）

◇企業の求める人材の育成◇企業の求める人材の育成◇企業の求める人材の育成◇企業の求める人材の育成
●在学中の能力向上●在学中の能力向上●在学中の能力向上●在学中の能力向上

②

職

県
外
就
職

高等学校課新規配置 2名
（一次産業、介護福祉関係の求人確保等）

・県外の就職アドバイザーの配置（H22.12～）（高等学校課）
継続配置 2名（大阪、名古屋）

＊県内配置の就職アドバイザーも、県内・県外ともに就職活動を
支援

・高卒就職ジョブサポーターによる面談、職業紹介
（ハローワーク）
継続配置 13名

＊高卒就職ジョブサポーターは県内の就職活動を支援

●在学中の能力向上●在学中の能力向上●在学中の能力向上●在学中の能力向上
・外部講師によるビジネスマナー、面接指導（高等学校課）
・就職に関する講演会、就職試験対策 （高等学校課）
・キャリアコンサルタントによる職業講話、模擬面接、職業適性検査等の
学校等出前講座（ジョブカフェこうち・雇用労働政策課）

●就業体験による職業観、勤労観の醸成、県内企業理解●就業体験による職業観、勤労観の醸成、県内企業理解●就業体験による職業観、勤労観の醸成、県内企業理解●就業体験による職業観、勤労観の醸成、県内企業理解
・企業での職場体験や農林業を体験するインターンシップ（高等学校課）
・企業実習、企業技術者による技術指導、企業との共同研究

（高等学校課・雇用労働政策課）

●その他●その他●その他●その他
・保護者を対象とした就職に関する講演会の実施（高等学校課）
・就職対策連絡協議会による情報の把握と分析
・企業説明会（高等学校課、各高校）

高校生を対象とした求人は、ハローワークへの申し込み後に学校に送付することになっており、企業が直接募集や高校生を対象とした求人は、ハローワークへの申し込み後に学校に送付することになっており、企業が直接募集や高校生を対象とした求人は、ハローワークへの申し込み後に学校に送付することになっており、企業が直接募集や高校生を対象とした求人は、ハローワークへの申し込み後に学校に送付することになっており、企業が直接募集や
委託募集ができない等の規制がある。生徒の就職活動も日程や応募企業数の制限等のルールが定められている。委託募集ができない等の規制がある。生徒の就職活動も日程や応募企業数の制限等のルールが定められている。委託募集ができない等の規制がある。生徒の就職活動も日程や応募企業数の制限等のルールが定められている。委託募集ができない等の規制がある。生徒の就職活動も日程や応募企業数の制限等のルールが定められている。

県教委、商工労働部、県外事務所の企業訪問によるパイプ作り県教委、商工労働部、県外事務所の企業訪問によるパイプ作り県教委、商工労働部、県外事務所の企業訪問によるパイプ作り県教委、商工労働部、県外事務所の企業訪問によるパイプ作り



 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［高等学校課］ 

社会人として必要な知識等を身に付けるため、ビジネス

マナーや就職試験対策講座を全学年対象に実施。 

就職担当教員が県内外の事業所の実態等を

把握するために企業訪問を実施。 

保護者の就職等に対する意識啓発を図るため、保護者

対象の進路講演会を実施。 

生徒が自らの学習内容や将来の進路等に関

係した地元の産業現場等において就業体験

を行う。 

農業コースや農業専門学科高校の生徒が先

進農家等で実習等を行うとともに、普通科高

校の生徒が農林業に触れる機会を設ける。 

生徒が企業で就業体験を行うとともに、企業技術者に

よる技術指導を受ける。 

【【【【継継継継】】】】保護者対象保護者対象保護者対象保護者対象のののの啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業            10101010 校校校校    

                                                    240240240240 千円千円千円千円        (  240(  240(  240(  240 千円千円千円千円))))    

【【【【拡拡拡拡】】】】高校生高校生高校生高校生スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ講習会講習会講習会講習会        
                                        2,4892,4892,4892,489 千円千円千円千円        ((((1,1841,1841,1841,184 千円千円千円千円))))    

就職未内定の生徒を対象に、就職試験対策や面接指導

等の個別指導を実施。 

事業所訪問による求人開拓や就職希望者への個別指導等 

を実施。 

中部･関西方面の求人開拓や就職後の定着指導を行う

など、高校生の就職支援を実施。(大阪･名古屋事務所) 

普通科高校の就職希望者への支援と、一次産業や看護

福祉関係の求人確保、県内外就職ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとの情報整

理を実施。 

高校生が海外の先進農業を視察することにより、最新

の農業技術や国際感覚を身につけるとともに、地域の

農業リーﾀﾞｰとしての資質を育む。 

専門高校において新規高卒未就職者を実習補助員と

して雇用し、就職に必要な知識･技能、態度を身につ

けさせ、雇用に結びつける。 

県立高校生の就職対策について、各関係機関

との連携調整を図り、一体となって就職対策

を推進する。 

※地域産業担い手育成事業 
（雇用労働政策課で予算計上）  

【【【【拡拡拡拡】】】】就職担当教員就職担当教員就職担当教員就職担当教員のののの事業所訪問事業所訪問事業所訪問事業所訪問    

                    9,5999,5999,5999,599 千円千円千円千円        ((((8,4888,4888,4888,488 千円千円千円千円))))    

【【【【継継継継】】】】就職対策連絡協議会運営費就職対策連絡協議会運営費就職対策連絡協議会運営費就職対策連絡協議会運営費    

                    4,6654,6654,6654,665 千円千円千円千円        (4,456(4,456(4,456(4,456 千円千円千円千円))))    

就就就就    職職職職    促促促促    進進進進    

【【【【新新新新】】】】実習補助事業実習補助事業実習補助事業実習補助事業                            9999 人人人人    

        （緊急雇用）（緊急雇用）（緊急雇用）（緊急雇用）            9999,,,,453453453453 千円千円千円千円        ((((――――千円千円千円千円))))    

【【【【継継継継】】】】高校生就職高校生就職高校生就職高校生就職フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ講習会講習会講習会講習会    

2,3942,3942,3942,394 千円千円千円千円        ((((3,7443,7443,7443,744 千円千円千円千円))))    

産業人材育成産業人材育成産業人材育成産業人材育成    

【【【【継継継継】】】】産業教育民間講師招聘事業費産業教育民間講師招聘事業費産業教育民間講師招聘事業費産業教育民間講師招聘事業費    

                                876876876876 千円千円千円千円        ((((333367676767 千円千円千円千円))))    

 

産業教育における進路意識の高揚や学習意欲の向上を

図り、スペシャリストとしての資質を育み、社会で活躍

できる人材の育成を図る。 

参参参参    考考考考 

  就職支援対策（高等学校） 

～～～～就職支援対策事業就職支援対策事業就職支援対策事業就職支援対策事業～～～～    77773333,,,,445445445445 千円千円千円千円（（（（48,36048,36048,36048,360 千円千円千円千円））））    

就就就就    職職職職    支支支支    援援援援    就就就就    職職職職    支支支支    援援援援    

【【【【継継継継】】】】インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ推進事業推進事業推進事業推進事業        

                            6,3176,3176,3176,317 千円千円千円千円        ((((5,9745,9745,9745,974 千円千円千円千円))))    

就就就就    業業業業    体体体体    験験験験    

【【【【継継継継】】】】農林業体験農林業体験農林業体験農林業体験インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ事事事事業業業業    
    2,52,52,52,573737373 千円千円千円千円        ((((2,5082,5082,5082,508 千円千円千円千円))))    

 

※海外先進農業視察研修支援事業 
（環境農業推進課で予算計上）  

【【【【継継継継】】】】就職就職就職就職アドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーの配置配置配置配置            9999 人人人人    

                                            22,39422,39422,39422,394千円千円千円千円        ((((21,721,721,721,766666666千円千円千円千円))))    

【【【【新新新新】】】】県外県外県外県外就職就職就職就職アドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーの配置配置配置配置        2222 人人人人    

                                            7,3067,3067,3067,306 千円千円千円千円        ((((――――千円千円千円千円))))    

【【【【新新新新】】】】高等学校課高等学校課高等学校課高等学校課就職就職就職就職アドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーの配置配置配置配置    

((((緊急雇用緊急雇用緊急雇用緊急雇用))))                                2222 人人人人    

                                            6,6,6,6,015015015015 千円千円千円千円        ((((――――千円千円千円千円))))    



H23.1.26
高卒高卒高卒高卒（（（（3年以内）年以内）年以内）年以内）未就職者対策未就職者対策未就職者対策未就職者対策 （平成（平成（平成（平成２３２３２３２３年度当初予算要求中）年度当初予算要求中）年度当初予算要求中）年度当初予算要求中）

国国国国

しごとしごとしごとしごと体験（体験（体験（体験（ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ））））

・・・・期間：期間：期間：期間：７日以内 ・・・・内容：内容：内容：内容：求人のある事業所で仕事を体験する。

・・・・条件：条件：条件：条件：事業主に対し２，４００円／日、求職者に対し５，１４０円を支給。

・・・・事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：ジョブカフェ

県県県県

新卒者就職応援新卒者就職応援新卒者就職応援新卒者就職応援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

・・・・期間：期間：期間：期間：原則６か月 ・・・・募集時期：募集時期：募集時期：募集時期：１２月、２月、５月 ・募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：６０人目標

・・・・内容：内容：内容：内容：採用意欲のある中小企業の現場等において、実習プログラムに沿った長期間の職場実習（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）

・・・・条件等：条件等：条件等：条件等：受入企業に対して３，５００円／日、実習生に対して７，０００円／日を支給。

・・・・事業主体：事業主体：事業主体：事業主体：高知県中小企業団体中央会

国国国国
３３３３年以内既卒者年以内既卒者年以内既卒者年以内既卒者トライアルトライアルトライアルトライアル雇用雇用雇用雇用

・原則３か月の有期雇用、事業主に月１０万円支給。３か月経過後、改めて正規雇用契約を締結。雇入れか

ら３か月経過後に事業主に５０万円支給。

・・・・事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：ハローワーク

雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）をををを活用活用活用活用したしたしたした実習補助事業実習補助事業実習補助事業実習補助事業

・・・・内容：内容：内容：内容：専門高校等において新規高卒未就職者を実習補助員として雇用し、就職に必要な知識・技能等を身

につけさせ、雇用に結びつける。

・・・・人数：人数：人数：人数：９人予定 ・・・・実施主体：実施主体：実施主体：実施主体：県教委高等学校課

県県県県

卒業時卒業時卒業時卒業時 卒業後卒業後卒業後卒業後のののの支援支援支援支援メニューメニューメニューメニュー

県教委県教委県教委県教委
◆◆◆◆就職就職就職就職アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー、進路教員、進路教員、進路教員、進路教員によるによるによるによる支援強化支援強化支援強化支援強化

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 県内９名、県外２名配置

（新）・緊急雇用 アドバイザー２名高等学校課に配置

一次産業、介護福祉分野とのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

◆◆◆◆卒後卒後卒後卒後のののの支援支援支援支援メニューのメニューのメニューのメニューの周知周知周知周知

◆◆◆◆訓練希望者訓練希望者訓練希望者訓練希望者へのへのへのへの動機付動機付動機付動機付けけけけ

就就就就
職職職職
希希希希
望望望望
者者者者

就職就職就職就職

ハローワークハローワークハローワークハローワーク
高卒高卒高卒高卒ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰの支援支援支援支援

・就職支援の専門職

７名 → １３名配置

在学中在学中在学中在学中

○就職内定状況

現 状

((((予算見積額予算見積額予算見積額予算見積額 36363636,,,,104104104104千円千円千円千円 ））））

既卒者育成支援奨励金既卒者育成支援奨励金既卒者育成支援奨励金既卒者育成支援奨励金

・長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用（３か月のOff-ＪＴ期間を含め原則６か月）し、育成のうえ正社

員に移行させる成長分野（環境等）の中小企業の事業主に支給。有期雇用（６か月）月１０万、off-ＪＴ期間（３

か月）は各月５万を上限に実費を上乗せ、正規雇用から３か月後に５０万円。

・・・・事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：ハローワーク

国国国国

労働局

年度 ～0.4 ～0.7 ～1.0 1.0～ 高知県 全国
H14（3月末） 0 8 12 27 0.54 1.21
H21（9月末） 8 12 17 10 0.34 0.89
H21（3月末） 0 8 11 28 0.47 1.29
H22（9月末） 6 14 18 9 0.40 0.87

高校生求人倍率

内定状況（内定率の低い道府県） 文部科学省

年度 85％以下 85～90％ 高知県 全国
H14（3月末） 12 16 76.5% 86.7%
H21（10月末） 47 － 50.9% 55.2%
H21（3月末） 2 8 86.2% 91.6%
H22（10月末） 47 － 50.4% 57.1%

就対協・労働局

H14（3月20日） 368 362 730 261
H21（12月20日） 401 195 596 －
H21（3月20日） 184 209 393 203
H22（12月20日） 284 269 553 －

ハローワーク登録者は3月末人数

ハローワーク

登録者

進路の状況（公立・全定通）

年度 就職未定
進路

未決定 計

高卒高卒高卒高卒（（（（3年以内）年以内）年以内）年以内）未就職者対策未就職者対策未就職者対策未就職者対策 （平成（平成（平成（平成２３２３２３２３年度当初予算要求中）年度当初予算要求中）年度当初予算要求中）年度当初予算要求中）

しごとしごとしごとしごと体験体験体験体験 （ジョブカフェ）【再掲】

ジョブチャレンジジョブチャレンジジョブチャレンジジョブチャレンジ

・・・・期間：期間：期間：期間：１４日以内 人数人数人数人数：２０人

・・・・内容：内容：内容：内容：求人予定の有無にかかわらず希望する職種を

体験するため実施

・・・・条件：条件：条件：条件：受入企業に対して３，０００円／日、

実習生に対して５，１４０円／日を支給。

国国国国

しごとしごとしごとしごと体験（体験（体験（体験（ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェ））））

・・・・期間：期間：期間：期間：７日以内 ・・・・内容：内容：内容：内容：求人のある事業所で仕事を体験する。

・・・・条件：条件：条件：条件：事業主に対し２，４００円／日、求職者に対し５，１４０円を支給。

・・・・事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：ジョブカフェ

県県県県

一般訓練一般訓練一般訓練一般訓練またはまたはまたはまたは基金訓練基金訓練基金訓練基金訓練

・・・・訓練期間：訓練期間：訓練期間：訓練期間：３か月 ・・・・内容：内容：内容：内容：ＩＴ、経理、ＯＡ事務、ﾍﾙﾊﾟｰ２級等

・・・・条件等：条件等：条件等：条件等：受講料無料。基金訓練には世帯年収により月１０万円の訓練・生活支援給付金の支給あり。

・・・・実施主体：実施主体：実施主体：実施主体：一般訓練は雇用労働政策課、基金訓練は雇用能力開発機構（国）

新卒者就職応援新卒者就職応援新卒者就職応援新卒者就職応援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

・・・・期間：期間：期間：期間：原則６か月 ・・・・募集時期：募集時期：募集時期：募集時期：１２月、２月、５月 ・募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：６０人目標

・・・・内容：内容：内容：内容：採用意欲のある中小企業の現場等において、実習プログラムに沿った長期間の職場実習（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）

・・・・条件等：条件等：条件等：条件等：受入企業に対して３，５００円／日、実習生に対して７，０００円／日を支給。

・・・・事業主体：事業主体：事業主体：事業主体：高知県中小企業団体中央会

国国国国

国国国国

３３３３年以内既卒者年以内既卒者年以内既卒者年以内既卒者トライアルトライアルトライアルトライアル雇用雇用雇用雇用

・原則３か月の有期雇用、事業主に月１０万円支給。３か月経過後、改めて正規雇用契約を締結。雇入れか

ら３か月経過後に事業主に５０万円支給。

・・・・事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：ハローワーク

県県県県

雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）雇用創出基金事業（重点分野雇用創造事業）をををを活用活用活用活用したしたしたした実習補助事業実習補助事業実習補助事業実習補助事業

・・・・内容：内容：内容：内容：専門高校等において新規高卒未就職者を実習補助員として雇用し、就職に必要な知識・技能等を身

につけさせ、雇用に結びつける。

・・・・人数：人数：人数：人数：９人予定 ・・・・実施主体：実施主体：実施主体：実施主体：県教委高等学校課

県県県県

県県県県

雇用創出基金事業（地域人材育成事業）雇用創出基金事業（地域人材育成事業）雇用創出基金事業（地域人材育成事業）雇用創出基金事業（地域人材育成事業）をををを活用活用活用活用したしたしたした介護雇用介護雇用介護雇用介護雇用プログラムプログラムプログラムプログラム

・・・・期間：期間：期間：期間：２年間 ・・・・募集時期募集時期募集時期募集時期： １２月下旬～１月末予定 ・・・・募集人数：募集人数：募集人数：募集人数： ４５人程度

・・・・内容：内容：内容：内容：介護施設等が雇用（２年間）し、介護補助業務を行いながら、介護福祉士の養成機関で講座を受講

（無料）して、資格を取得することによって、次の雇用に結び付ける。

・・・・実施主体：実施主体：実施主体：実施主体：県高齢者福祉課

県県県県

卒業時卒業時卒業時卒業時 卒業後卒業後卒業後卒業後のののの支援支援支援支援メニューメニューメニューメニュー

県教委県教委県教委県教委
◆◆◆◆就職就職就職就職アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー、進路教員、進路教員、進路教員、進路教員によるによるによるによる支援強化支援強化支援強化支援強化

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 県内９名、県外２名配置

（新）・緊急雇用 アドバイザー２名高等学校課に配置

一次産業、介護福祉分野とのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

◆◆◆◆卒後卒後卒後卒後のののの支援支援支援支援メニューのメニューのメニューのメニューの周知周知周知周知

◆◆◆◆訓練希望者訓練希望者訓練希望者訓練希望者へのへのへのへの動機付動機付動機付動機付けけけけ

就就就就
職職職職
希希希希
望望望望
者者者者

就
職
就
職
就
職
就
職
未
内
定

未
内
定

未
内
定

未
内
定
者者者者

就職就職就職就職

進進進進
路路路路
未未未未
定定定定
者者者者

昨年203人

ハローワークハローワークハローワークハローワーク
高卒高卒高卒高卒ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰの支援支援支援支援

・就職支援の専門職

７名 → １３名配置

在学中在学中在学中在学中

確保確保確保確保とととと育成育成育成育成のののの◆産業人材◆産業人材◆産業人材◆産業人材
・担い手人材の育成

へのへのへのへの職業理解職業理解職業理解職業理解のののの福祉分野福祉分野福祉分野福祉分野・・・・一次産業、介護一次産業、介護一次産業、介護一次産業、介護

拡充拡充拡充拡充みのみのみのみの組組組組りりりり取取取取

・キャリア教育の推進

・県内就職の促進

高卒生高卒生高卒生高卒生コースコースコースコース（基金訓練）（基金訓練）（基金訓練）（基金訓練）

◆定員：◆定員：◆定員：◆定員：６０６０６０６０名（名（名（名（２０２０２０２０×３３３３ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ））））

中部２ｺｰｽ

西部１ｺｰｽ

・・・・訓練期間：訓練期間：訓練期間：訓練期間：６か月

◆内容：◆内容：◆内容：◆内容：

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、、、、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

能力開発、職業講話、能力開発、職業講話、能力開発、職業講話、能力開発、職業講話、

個人面談、面接練習等個人面談、面接練習等個人面談、面接練習等個人面談、面接練習等

をををを重点的重点的重点的重点的にににに実施実施実施実施

・・・・条件等：条件等：条件等：条件等：

受講料無料、訓練・生活

支援給付金の支給あり

国国国国

民間雇用によるＯＪＴの実施民間雇用によるＯＪＴの実施民間雇用によるＯＪＴの実施民間雇用によるＯＪＴの実施

・期間：・期間：・期間：・期間：５か月以内の雇用

・人数：人数：人数：人数：２０人

＊国の緊急雇用＊国の緊急雇用＊国の緊急雇用＊国の緊急雇用基金事業

（地域人材育成事業）を

活用

県県県県

○就職内定状況

１．訓練生の応募が少なかった。

当初想定 ６コース、１２０人

→ ４コース、３１人

◆コース数、受け入れ人数の減

３コース、６０人

２．生徒・保護者への周知が不十分であった。

◆高校、就職アドバイザーと連携して支援

メニューを周知する。

３．訓練生の高校在学中の就職活動、学力、就業意

識に差がある。

◆高校在学中からの勤労観、職業観の意識付け。

◆訓練希望者への学校側からの動機付け。

◆就職につながる職業意識の形成や模擬面

接などを重視した訓練カリキュラムの見直し。

４．訓練終了後の訓練生と就職ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの

相談体制

◆ジョブカフェを就職ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの活動拠

点とし、キャリアコンサルタント、しごと体験

開拓員、ハローワーク（ジョブカフェ３Ｆ）、

臨床心理士と連携した支援体制を構築する。

現 状

課題と対策

県県県県

((((予算見積額予算見積額予算見積額予算見積額 36363636,,,,104104104104千円千円千円千円 ））））

既卒者育成支援奨励金既卒者育成支援奨励金既卒者育成支援奨励金既卒者育成支援奨励金

・長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用（３か月のOff-ＪＴ期間を含め原則６か月）し、育成のうえ正社

員に移行させる成長分野（環境等）の中小企業の事業主に支給。有期雇用（６か月）月１０万、off-ＪＴ期間（３

か月）は各月５万を上限に実費を上乗せ、正規雇用から３か月後に５０万円。

・・・・事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：事業実施主体：ハローワーク

国国国国

県県県県

◆◆◆◆就職就職就職就職コーディネーターによるコーディネーターによるコーディネーターによるコーディネーターによる支援支援支援支援 ：：：： 生徒生徒生徒生徒のののの状況把握状況把握状況把握状況把握とととと訓練終了後訓練終了後訓練終了後訓練終了後のののの進路進路進路進路のマッチングのマッチングのマッチングのマッチング等等等等をををを実施（実施（実施（実施（２２２２名名名名ジョブカフェにジョブカフェにジョブカフェにジョブカフェに配置予定）配置予定）配置予定）配置予定）

キャリアコンサルタント、しごと体験開拓員、ハローワーク、臨床心理士との連携を強化

労働局

年度 ～0.4 ～0.7 ～1.0 1.0～ 高知県 全国
H14（3月末） 0 8 12 27 0.54 1.21
H21（9月末） 8 12 17 10 0.34 0.89
H21（3月末） 0 8 11 28 0.47 1.29
H22（9月末） 6 14 18 9 0.40 0.87

高校生求人倍率

内定状況（内定率の低い道府県） 文部科学省

年度 85％以下 85～90％ 高知県 全国
H14（3月末） 12 16 76.5% 86.7%
H21（10月末） 47 － 50.9% 55.2%
H21（3月末） 2 8 86.2% 91.6%
H22（10月末） 47 － 50.4% 57.1%

就対協・労働局

H14（3月20日） 368 362 730 261
H21（12月20日） 401 195 596 －
H21（3月20日） 184 209 393 203
H22（12月20日） 284 269 553 －

ハローワーク登録者は3月末人数

ハローワーク

登録者

進路の状況（公立・全定通）

年度 就職未定
進路

未決定 計



対応方針：基本的には各大学で就職対策を講じる。対応方針：基本的には各大学で就職対策を講じる。対応方針：基本的には各大学で就職対策を講じる。対応方針：基本的には各大学で就職対策を講じる。
県内大学生の県内就職については、大学、県、労働局が求人開拓、就職面接会を開催する等の支援を行う。県内大学生の県内就職については、大学、県、労働局が求人開拓、就職面接会を開催する等の支援を行う。県内大学生の県内就職については、大学、県、労働局が求人開拓、就職面接会を開催する等の支援を行う。県内大学生の県内就職については、大学、県、労働局が求人開拓、就職面接会を開催する等の支援を行う。
県外大学生の県内就職については、産業の担い手確保の観点から県と民間企業が連携してＵターン就職の支援を行う。県外大学生の県内就職については、産業の担い手確保の観点から県と民間企業が連携してＵターン就職の支援を行う。県外大学生の県内就職については、産業の担い手確保の観点から県と民間企業が連携してＵターン就職の支援を行う。県外大学生の県内就職については、産業の担い手確保の観点から県と民間企業が連携してＵターン就職の支援を行う。

雇用労働政策課雇用労働政策課雇用労働政策課雇用労働政策課

県内の大学生（他県出身者含む） 県外の大学生（県内出身者）

県
内
就

県、労働局、ハローワークによる求人開拓、就職面接会の開催県、労働局、ハローワークによる求人開拓、就職面接会の開催県、労働局、ハローワークによる求人開拓、就職面接会の開催県、労働局、ハローワークによる求人開拓、就職面接会の開催

県内各大学において支援を行う県内各大学において支援を行う県内各大学において支援を行う県内各大学において支援を行う
●高知女子大学●高知女子大学●高知女子大学●高知女子大学
・教員の県内企業訪問による求人開拓
・合同企業説明会バスツアー（大阪）
・学内企業説明会の開催
・公務員模擬試験の実施

・職員による履歴書・エントリーシートの添削、
模擬面接の実施

大学、県、労働局が連携し大学、県、労働局が連携し大学、県、労働局が連携し大学、県、労働局が連携し
て支援を行うて支援を行うて支援を行うて支援を行う
●ジョブサポーターによる巡回相談、
求人情報の提供、面接指導等

●ジョブカフェによる就職セミナー、出
前講座等

県と民間企業が連携して、Ｕターン就職の支県と民間企業が連携して、Ｕターン就職の支県と民間企業が連携して、Ｕターン就職の支県と民間企業が連携して、Ｕターン就職の支
援を行う援を行う援を行う援を行う
●民間企業が実施する県外ガイダンスへの直接参加と広報
●民間企業が発行する企業ガイドブックへの広告掲載と活用
●保護者会でのＵターン就職に関する情報提供

① ③

② ④

就
職

県
外
就
職

民間の就職支援民間の就職支援民間の就職支援民間の就職支援

会社を活用した就会社を活用した就会社を活用した就会社を活用した就
職活動が一般的職活動が一般的職活動が一般的職活動が一般的
・合同企業説明会
・webによるｴﾝﾄﾘｰ他

模擬面接の実施
・就活ハンドブックの作成

・キャリア教育の推進（共有教育科目の開講、
各学部でのセミナーの開催）

●高知工科大学●高知工科大学●高知工科大学●高知工科大学

・教員の県内外の企業訪問による求人開拓、
企業とのパイプ作り

・企業説明会等に参加する学生を支援するた
めの就職活動支援バスツアー（東京、大阪、名
古屋、高松他）
・工場見学バスツアー（四国内、関西）

・パソナが運営する就職活動サポート施設（東
京、大阪）を就職活動拠点として提供
・公務員試験対策講座

・学部単位などで企業向けの大学説明会（福
岡、岡山、名古屋）

前講座等
●新卒応援ハローワークによる支援
●求人・採用の実態の把握

●民間企業の情報を活用したＵターン就職情報の提供

在学する各大学において支援を行う在学する各大学において支援を行う在学する各大学において支援を行う在学する各大学において支援を行う

大学生の就職活動は民間の就職支援会社を活用した自由応募が一般的である。また、求人の申込みをする場合も、各大学で受理するのが原則と
なっており、労働局は大卒求人数とその内容、求職者数、内定者数を大学からの報告でのみ把握しており、求人動向等の分析が課題となっている。

⇒⇒⇒⇒今後、ハローワーク、労働局が大学との連携を強化し、求人・採用の実態把握を行う。今後、ハローワーク、労働局が大学との連携を強化し、求人・採用の実態把握を行う。今後、ハローワーク、労働局が大学との連携を強化し、求人・採用の実態把握を行う。今後、ハローワーク、労働局が大学との連携を強化し、求人・採用の実態把握を行う。



高知女子大学、高知工科大学の就職支援対策

【高知女子大学】
●内定率 62.1%( 前年同期 73.1%)

※12月末 57.5%

●県内内定率 79.0%

●学部別内訳
・文化学部 46.9%(前年同期57.1%)

県内内定率 75.0%

・看護学部 83.3%(前年同期95.3%)
県内内定率 87.5%

・社会福祉学部 50.0%(前年同期74.2%)
県内内定率 53.3%

就職内定状況（H23.1現在） 平成23年度就職支援対策現在の取り組み

【高知女子大学】
●４年生対策
・ジョブサポーターによる個別相談
・４年生向け相談日の設定
●３年生対策
・関西圏で開催される企業説明会へ
のバス借り上げ参加(H23.1.15
参加者12人）
・企業説明会の開催
・公務員試験対策などの就職ガイダンス

私学・大学支援課資料

【高知女子大学】予算 4,652千円
・県内企業の合同説明会参加
・教員による県内企業訪問
・関西圏で開催される企業説明会へ
のバス借り上げ参加
・学内での企業説明会の開催
・就活ハンドブックの作成
・キャリア教育の推進（共通教育「女性
とキャリア」の開講や各学部でのセミ
ナーの開催
・公務員模擬試験

県内内定率 53.3%

・健康栄養学部 78.9%(前年同期90.0%)
県内内定率 75.0%

・生活科学部 73.7%(前年同期70.0%)
県内内定率 100.0%

【高知工科大学】

※H22年度卒業生は工学部のみ
●内定率 79.8% (前年同期86.6%)

※12月末 76.5%

●県内内定率 100%

【全国】 H22.12.1現在
●内定率 68.8%(前年同期73.1%)
・文系内定率 68.3%(前年同期72.0%)
・理系内定率 71.3%(前年同期78.6%)

・公務員試験対策などの就職ガイダンス
を随時開催中

【高知工科大学】
●４年生対策
・ジョブサポーターによる個別相談
・大阪での中小企業(10社)との合同
面談会への参加 (H23.1.21参加者
19人）
・学内での個別会社説明会
●３年生対策
・学内合同会社説明会(H23.1.19,20
参加県内企業60社)
・学内合同会社説明会(H23. 2.14,15,
22 県外企業)
・就職相談、模擬面接などの就職ガイダ
ンスを随時開催中

【高知工科大学】予算 79,236千円
・教員による企業訪問
・バス借り上げによる企業説明会への
参加
・就職コンサルタントの個別指導
・県内企業の合同説明会参加
・模擬面接、履歴書添削
・インターンシップ
☆公務員対策講座
☆学群、学部単位の企業向け説明会
☆工場見学バスツアー
☆東京、大阪にキャリアセンター設置
☆大都市就職体験研修
☆印は新規事業

・公務員模擬試験
・インターンシップ
・模擬面接、履歴書添削
などを随時開催


