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医療・介護人材育成

・求人情報の拡大に関する協定（仮称）の締結 （県+国+産業支援団体等5機関）

・雇用対策協定の締結 （県+国） （Ｈ26.6月 )）
・ジョブセンターはりまやとジョブカフェこうちの一体的運営（Ｈ24 ）

連
携

【仕事をつくる】
産業振興計画等による雇用の創出
成長分野での雇用の創出、雇用基盤の維持・強化
・あったか高知・雇用創出プラン（ 地域人づくり事業創設 ）

・戦略産業雇用創造プロジェクト
・産業振興推進ふるさと事業 ・緊急融資制度

【人と仕事をつなぐ】
高校生・大学生等の就職支援、女性の再就職支援
・女性の就業支援（ソーレに就労支援コーナー新設など）
・高校生の就職対策 ・県外大学生のＵターン就職支援

【人材育成】
地域産業ニーズに応じた担い手育成や職業訓練の充実
・人材育成（医療・介護、産業人材、担い手、キャリア教育等）
・職業訓練等の充実 ・研修支援の強化

・求人の個別相談（求人開拓） ・求職者の個別相談
・大量離職者発生時の再就職対策とりまとめ ・求職者支援制度による支援 等

・全庁的な方針の確認・情報共有
・各部局が連携して就職支援
・雇用創出に向けての連携・調整
・高知県の雇用対策方針の表明

雇用対策本部会議

本部長：知事
副本部長：商工労働部長
本部員：各部局長

緊 急 雇 用 対 策

職 業 紹 介

（ 求 人 求 職 相 談 ）
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サ ー ビ ス の 提 供
連携
強化

・雇用調整助成金 ・新卒者就職応援本部による支援

・実践型地域雇用創造事業 ・地域雇用開発奨励金
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平成２６年度 雇用対策の方針

◆引き続き厳しい雇用情勢に対応し「県民の生活を守るための雇用対策」に全庁一体となって取り組むとともに、国や関係団体との新たな協定による連携強化。
◆働く場の確保・創出のため、「産業振興計画（成長戦略・地域ＡＰ）」、「日本一の健康長寿県構想」、南海トラフ地震対策等（公共事業）による取組を進める。
・雇用基盤の維持・強化として、「戦略産業雇用創造プロジェクト」の推進や産業振興推進ふるさと雇用事業の継続
・緊急的な雇用の創出として、雇用創出基金に新たに創設される「地域人づくり事業」などを活用した「あったか高知・雇用創出プラン」の推進

◆「円滑な就業の促進」にも継続して取り組む。

働く場の確保・創出
緊急的な雇用の創出

雇用基盤の維持・強化
産業振興

移住促進

円滑な就業の促進
マッチングの支援

人材育成
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求人情報の拡大に向けた取組

協定者

概 要

スケジュール

７者（高知県・高知労働局・産業支援団体等5者）

（産業支援団体等5者）
①高知県産業振センター、②高知県商工会議所連合会、③高知県商工会
連合会、 ④高知県中小企業団体中央会、⑤高知県社会福祉協議会

H 26.2月 ●県及び産業支援団体等5者に対して事業概要及び
雇用関係助成制度の説明会を実施

H26.3.28 ★協定締結
H26.4月 ●７者による実効性のある連携の実施

求人情報の拡大に関する協定（仮称）の締結

・求人情報の収集面での連携を強化することにより、求人件数の増加を図る。

７者は、求人情報拡大に向け次の内容を実施する。

（１）高知県及び産業支援団体等（以下「６者」という。）は、高
知労働局から雇用関係助成制度について、研修等により
情報提供を受ける。

（２）６者は、企業等を訪問した際に、企業等の求人情報や要
望を聞きとる。その際に求人票の提出（求人情報）につな
がるよう雇用関係助成制度の情報を提供する。

（３）６者は、企業等の求人情報や要望等を高知労働局に随
時メールで情報提供する。

（４）高知労働局（ハローワーク）は、６者から提供された情報
をもとに、企業等に求人票の提出を要請する。

（５）高知労働局（ハローワーク）は、６者から提供された情報
に対する対応状況及び成果（求人数、就職者数など）を６
者にフィードバックする。
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雇用対策の強化に向けた取組

協定者

概要

２者（高知県・高知労働局）

求職者の就職の促進と県内企業の人材確保の支援等を図るた
め、雇用対策に関する施策を効果的、かつ一体的に実施する。

（１）対象者ごとの主な連携
・若年者への支援 ・女性への支援 ・中高年齢者への支援
・障害者への支援 ・生活困窮者への支援など

（２）高知労働局による高知県の施策への協力
・産業振興計画との連携強化
・介護福祉分野の人材確保に向けた更なる協力など

（３）高知県による高知労働局の施策への協力
・求人の総量確保など

（４）運営協議会の設置
・共同で推進する事業の進捗を確保するため定期的に連絡
の会を開催する。

（５）その他
・雇用調整等への適切な対応など

スケジュール
H26.3月 ●労働局との実務者レベルの協議
～ ●庁内関係課での連携項目の推進方向確認

H26.6月 ★協定締結

高知県と高知労働局の雇用対策協定の締結

・高知県と高知労働局がそれぞれの強みを発揮し、共同で雇用対策を推進
することによって県経済の活性化と県民のくらしの向上を目指す。
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あ

高知県知事と高知労働局長による「協
定」を締結し、それぞれの強みを最大限
に活用した雇用対策を推進する。

１ 共同して取組む項目

若年者への支援

・「ジョブカフェこうち」と
「ハローワーク高知若者
相談センター」で若年者

支援を一体的に実施

・新規高卒者、大卒者、
未内定者への就職支援

（H26.3月～）●両者が連携して取組むべき項目や具体的事項の洗い出しを行い、関係部署間で推進方法を検討・確認
（H26.6月） ★協定締結

女性への支援

・女性の活躍促進（ワークライ
フ・バランスの促進）

中高年齢者への支援

・「ハローワークジョブセン
ターはりまや」で中高年齢

者支援を一体的に実施

障害者への支援

・障害者雇用率達成事業
所への障害者委託訓練
周知等

生活困窮者への支援

・生活保護受給者等を含め
生活困窮者を広く対象と
してワンストップ型の就労
支援体制の構築

①関係部署間で組織した運営協議会の開催により進捗状況を確保 ②共通の目標を設定 ③双方向の人事交流による連携強化の検討

実効性を高めるための手法

・雇用労働の専門性の保有
・多様な助成金のツールを保有

・産業振興計画等による雇用
の場の創出
・県内の地域情報に精通

スケジュール

高知労働局の強み高知県の強み

２ お互いに協力する項目

・求人情報の掘り起しによる求人総量の拡大
・雇用のミスマッチ解消に向けた雇用の質の改善
・就職相談会等への参加者の拡大及び活性化
・実践型地域雇用創造事業(市町村の地域に応じた雇用対策）の推進
・雇用調整等への適切な対応
・職業訓練の効果的な実施

・産業振興計画による雇用の創出(地域ＡＰ、一次産業、移住促進など)
・ハローワークの求人情報のオンライン提供を活用したマッチングの促進
・女性の活躍促進に向けた女性のためのソーレに設置する就労支援コーナーの取組
・介護福祉分野の人材確保
・戦略産業雇用創造プロジェクトの実施による雇用創出
・Ｕ・Ｉターン就職の促進

高知県の取組 高知労働局の取組

高知県と高知労働局の雇用対策協定の概要（案）

拡

新

新

新

新

拡

拡
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雇用目標の見直し

あったか高知・雇用創出プランについて

【緊急雇用創出事業の拡充】

●平成２５年度補正予算での経済対策 １６．１４７億円の追加配分

「地域人づくり事業」を創設
未就職卒業者や、結婚・出産による離職から再就職を希望する女性等に対し、地

域の実情に応じた人材育成や就業支援を行うことによる雇用の拡大及び賃金の上

昇や正社員化の促進などといった処遇改善のために事業者が行う取組みを支援

交付 基金名 交付額 新規雇用

既交付分 ふるさと 66億円 1,050人

緊急 緊急 50.3億円 7,349人

重点 58億円 3,782人

震災 23.7億円 1,446人

起業 19.1億円 492人

追加分 緊急 人づくり 16.147億円 605人

積み増し後の総額 233.247億円 14,724人

（目標）H21～H26 （実績見込）H21～H26

１４，０００人 １４，１１９人

新たな目標設定

（実績見込） （新たな雇用の創出） （新目標）H21～H27

１４，１１９人 + ６０５人 ＝ １４，７２４人

目標達成見込

１４，８００人

≪新たな目標 １４，８００人≫ 期間Ｈ２１～２７年度

（人づくり） 16,147億円に対して ６０５人の雇用を目指す

新たな雇用の創出 ＝６０５人

14,119人
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地 域 人 づ く り 事 業 の 概 要

○ 地域経済を活性化し、「日本再興戦略」による経済成長を確実なものとするために、地域において、産業や社会情勢等の実
情に応じた多様な「人づくり」により、若者や女性、高齢者等の潜在力を引き出し、雇用の拡大など「全員参加」を可能とする環
境を整備するとともに、賃金の上昇や、家計所得の増大等処遇改善に向けた取組を推進。

趣 旨

概要

求職者・一部の在職者

厚生労働省

民間企業、各種団体等

全都道府県基金

事業計画・
目標設定

交付金の交付

支援策の実施

雇入れの場合のマッチング等

事業を民間委託

○ 都道府県に造成している基金を積み増し、「地域人づくり事業」を創設し、民間企業等の活力を用い、雇用の拡大及び処遇
の改善に取り組む。

事業スキーム

○ 事業期間は、事業開始（平成25年度補正予算成立）から、平成26年度末まで。
（ただし、平成26年度までに開始した事業は平成27年度末まで。）

○ 都道府県は、予め雇用拡大及び処遇改善に関する事業の到達目標を立て、その進捗

を管理することが必要。

市町村

補助

事業を民間委託

地域の多様な「人づくり」を通じた
雇用拡大・賃上げ促進

ハローワーク

事業内容

雇用拡大プロセス
・・・失業者（無業者）の就職に向けた支援

（例）

【雇入れを伴うもの】
① 未就職卒業者・出産により離職した女性を雇
い入れての座学研修・企業実習／
② 高齢者等を雇い入れての介護補助事業 等
（支弁費用）人件費、研修費、企業実習受入経費

【雇入れを伴わないもの】
③ 人手不足分野のミスマッチ解消のための合
同採用説明会／
④ 中小企業の情報発信／
⑤ 地域の実情に応じた就職支援セミナー
⑥ 生涯現役社会実現に向けた高齢者就業
機会の掘り起こしとマッチング 等
（支弁費用）説明会経費、情報発信費、セミナー経費等

地域のニーズに応じて、以下の雇用対策事業を計画・実施。受託事業主は、予め計画を立てて取り組むことが必要。

（例）

① 【定着支援】 に向けたメンタルトレーニング
（若手社員向け）・雇用管理研修（管理者向
け）／
② 非正規雇用労働者の 【正社員化】 に向け
た生産性拡大に関するコンサルティング／
③ 【賃金上昇】 を目的とした、海外販路拡大・
グローバル人材育成のための国内外派遣 等
（支弁費用）研修費（講師謝金、アドバイス費用） 等

処遇改善プロセス
・・・在職者に対する処遇改善に向けた支援

※ 実施都道府県は、両プロセスの実施が必要。

高知県配分額 16.147億円
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※【県外求人】：Ｈ25年3月卒業生向け県外求人から計上方法に変更があったため、Ｈ24年3月卒業生向け県外求人数とは比較できない。

Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年

8,410 8,602 8,248 8,112 8,147 7,902 7,463 7,365 6,624 6,908 6,863 6,743 6,747 6,715 -

1,305 1,213 872 646 664 675 686 763 813 813 552 640 758 938 1,006

 ②県外求人数（件数）　　 828 798 696 645 536 637 863 1,387 1,487 1,353 621 553 470 848 995

 ①県内求人数

卒業者総数（３月末）
※学校基本調査

高知労働局発表資料より

高知県 新規高卒者 県内/県外就職者数推移

 ③求職者数 1,659 1,461 1,117 1,045 1,191 1,232 1,238 1,365 1,255 1,278 1,163 1,157 1,160 1,152 1,095

 ④県内求職者数 1,257 1,086 828 804 884 831 738 763 656 669 650 709 701 712 698

 ⑤県外求職者数 402 375 289 241 307 401 500 602 599 609 513 448 459 440 397

 ⑥就職者数 1,436 1,279 1,006 952 1,086 1,049 1,121 1,237 1,138 1,127 999 1,075 1,087 1,100 862

 ⑦県内就職者数 1,067 944 732 726 792 675 639 650 553 538 514 632 631 666 499

 ⑧県外就職者数　 369 335 274 226 294 374 482 587 585 589 485 443 456 434 363

（①/④） 1.04 1.12 1.05 0.80 0.75 0.81 0.93 1.00 1.24 1.22 0.85 0.90 1.08 1.32 1.44

（②/⑤） 2.06 2.13 2.41 2.68 1.75 1.59 1.73 2.30 2.48 2.22 1.21 1.23 1.02 1.93 2.51

 就職（内定）率 （⑥/③） 86.6% 87.5% 90.1% 91.1% 91.2% 85.1% 90.5% 90.6% 90.7% 88.2% 85.9% 92.9% 93.7% 95.5% 78.7%

 県内就職（内定）率 （⑦/④） 84.9% 86.9% 88.4% 90.3% 89.6% 81.2% 86.6% 85.2% 84.3% 80.4% 79.1% 89.1% 90.0% 93.5% 71.5%

 県外就職（内定）率 （⑧/⑤） 91.8% 89.3% 94.8% 93.8% 95.8% 93.3% 96.4% 97.5% 97.7% 96.7% 94.5% 98.9% 99.3% 98.6% 91.4%

 県外就職率 （⑧/⑥） 25.7% 26.2% 27.2% 23.7% 27.1% 35.7% 43.0% 47.5% 51.4% 52.3% 48.5% 41.2% 42.0% 39.5% 42.1%

※平成25年3月卒業生までの卒業者総数以外は、卒業年の6月末時点の数値。平成26年3月卒業生数値については平成25年12月末時点の数値。

 県内求人倍率

 県外求人倍率
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平成２６年度 高校生・大学生等の就職支援

○高校生

○大学生

対策方針

支援策

◇人材の育成
・マナー講座や就職試験対策、企業見学、学校出前講座、インターンシップ、企業技術者による技術指導、

企業との共同研究等

◇就職先の確保
・経済４団体等及び高知県工業会への要請、県外求人要請、県内・県外企業への戸別訪問等

◇就職支援体制の整備
・就職アドバイザー（県教委）の配置、学卒ジョブサポーター（労働局）の配置、新卒者就職応援本部会議等

対策方針

・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

・県外就職については、高校、県教委、県外事務所を中心に求人開拓等の支援を行う。

などの支援を行う。

支援策

◇県内大学における支援
・教員の企業訪問による求人開拓、就職活動支援バスツアー、学内企業説明会の実施等

◇県内大学生への支援
・ハローワークの学卒ジョブサポーターによる出張相談及び個別支援、ハローワークによる求人開拓、

就職面接会の実施等

◇Ｕターン就職の促進
・求人開拓、就職面接会の実施、県内企業による合同企業説明会への参加促進

・県外大学との就職支援協定による連携の推進等

・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

・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

開催する等の支援を行う。

が連携してＵターン就職の支援を行う。
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