




新卒者等に対する主な支援策 

支援策 高知県 
高知県教

育委員会 

高知 

労働局 

四国経済

産業局 

１. 新卒者の専門窓口の設置等による就職支援の抜本的強化     
・新卒応援ハローワークの設置、ジョブサポーターの倍増による就職支援体

制の強化、他県就職希望者に対する新卒者応援ハローワーク間で連携した

支援の実施 
  ◎  

・就職支援相談センター（ジョブカフェこうち）事業の推進 ○    
２. 求人開拓、企業訪問等による求人の確保     
・高知県知事、高知労働局長、高知県教育長の連名による県内企業への求人 
要請 ○ ○ ○  

・高知県教育委員会、高知県、高知労働局による県内求人開拓 ○ ○ ○  
・ハローワーク職員、ジョブサポーター、教員、就職アドバイザーが連携し 
た求人開拓  ○ ○  

・高知県教育委員会、高知県による県外企業訪問 ○ ○   
・就職アドバイザーによる求人開拓事業 

（県立高校１８校に配置、名古屋・大阪の高知県事務所に配置予定） ○ ○   

・県内・県外企業を対象とした求人事業所説明会 ○ ○ ○  
・県内企業を対象とした高知県経営者協会、高知県教育委員会による企業合 
同説明会（生徒対象） ○ ○ ○  

・教員・就職アドバイザーによる企業訪問  ○   
３.学校担当制等によるきめ細かな就職支援     
・大卒ジョブサポーターによる大学等学校担当者制等によるきめ細かな支援   ◎  
・臨床心理士等による心理的サポート   ○  
・大学等の就職担当者向けメールマガジンの発行   ○  
４.合同就職面接会の開催等によるマッチングの強化     
・高校新卒者就職面接会（高校生就職フェア）の開催 ○ ○ ○  
・新卒者企業実習推進事業   ◎  

 
◎ 

 
 

 
 

○ ・Web 等を活用した中小企業とのマッチング促進 
・新規大卒者等県内就職支援事業  
５.人材育成、職業に対する理解啓発の推進     
・マナー講座や礼法指導を行う高校生スキルアップ講習会  ○   
・就職未内定者への高校生就職フォローアップ講習会  ○   
・インターンシップ推進事業 ○ ○ ○  
・農林業体験インターンシップ事業 ○ ○   
・地域産業担い手人材育成事業 ○ ○ ○  
・中小企業団体等による半年間のインターンシップの提供    ○ 
・雇用意欲企業への魅力発見ツアーの実施    ○ 
６.保護者への理解啓発の推進     
・未内定学生・生徒を持つ保護者への啓発文書の発出   ◎  
・保護者対象進路講演会事業  

◎ 
○ 
 

 
 

 
・新規大卒者等県内就職支援事業（再掲）  
７.卒業後３年以内の既卒者に対する支援の強化     
・既卒者採用企業、トライアル雇用を行う企業への奨励金を活用した就職促

進   ◎  

・新卒者企業実習推進事業（再掲）   ◎  
・青少年雇用機会確保指針（改正版）の周知 ◎ ◎ ◎  
・新規高卒者就職促進対策事業 ◎ 

○ 
◎ 
 

◎ 
 

 
・就職支援相談センター（ジョブカフェこうち）事業の推進（再掲）  
・中小企業団体等による半年間のインターンシップの提供（再掲）    ○ 
・雇用意欲企業への魅力発見ツアーの実施（再掲）    ○ 
・若者就職応援セミナー〔高知市〕 (高知市)    
※新卒者等とは、平成２３年３月大学・高校等卒業予定者及び卒業後３年以内の者。 

別紙２ 

※◎は新規の取組。 



（参考） 

第１回「高知労働局新卒者就職応援本部会議」出席機関 

機関・団体名 出席者 備考 

国立大学法人 高知大学 学務部学生支援課就職室長  

高知県立高知女子大学 キャリアセンター長  

公立大学法人高知工科大学 就職支援部長  

学校法人高知学園短期大学 ＊学生支援係長  

社団法人高知県専修学校各種学校連合会 
会長 

(高知開成専門学校理事長) 
 

高知県経営者協会 事務局長  

高知県商工会議所連合会 総務企画部長  

高知県商工会連合会 事務局長  

高知県中小企業団体中央会 ＊総務企画部長  

日本労働組合総連合会高知県連合会 事務局長  

独立行政法人 雇用・能力開発機構高知センター 統括所長  

商工労働副部長 副本部長 

雇用労働政策課長  高知県 

＊私学・大学支援課長補佐  

高知県教育委員会 教育次長 副本部長 

 高等学校課長  

高知市 商工振興課長  

四国経済産業局 産業人材政策課長  

局長 本部長 

職業安定部長 副本部長（事務局長） 

職業安定課長   
高知労働局 

職業対策課長  

高知公共職業安定所 所長  

＊印は代理出席者  （順不同） 

 

 

 

 

 



参　考

高知労働局　職業安定課

求人数 求職者数 求人倍率 求人数 求職者数 求人倍率 就職内定数
未就職
卒業者数

就職内定率

(30.6%) (1.9%) (0.16p) (18.4%) (▲0.2%) (0.19p) (8.0%) (▲34.0%) (6.64p)

1,140 1,603 0.71 1,549 1,256 1.23 1,093 163 87.0%

(56.0%) (▲2.8%) (0.43p) (38.7%) (13.1%) (0.28p) (10.4%) (30.7%) (▲2.02p)

1,778 1,558 1.14 2,148 1,420 1.51 1,207 213 85.0%

(8.0%) (▲5.4%) (0.16p) (7.1%) (▲10.1%) (0.29p) (▲6.9%) (▲28.2%) (3.02p)

1,920 1,474 1.30 2,300 1,277 1.80 1,124 153 88.0%

(▲2.3%) (▲3.5%) (0.02p) (▲5.8%) (0.4%) (▲0.11p) (▲0.8%) (9.2%) (▲1.05p)

1,875 1,423 1.32 2,166 1,282 1.69 1,115 167 87.0%

(▲48.3%) (4.4%) (▲0.66p) (▲45.8%) (▲7.8%) (▲0.70p) (▲12.2%) (21.6%) (▲4.15p)

970 1,485 0.65 1,173 1,182 0.99 979 203 82.8%

(▲9.3%) (▲8.3%) (▲0.01p) - - - -
※過去5年

平均

880 1,362 0.65 - - - - 86.0%

単位：人、p=ﾎﾟｲﾝﾄ

求人数 求職者数 求人倍率 求人数 求職者数 求人倍率 就職内定数
未就職
卒業者数

就職内定率

(13.3%) (▲14.5%) (0.94p) (11.5%) (▲12.5%) (1.06p) (▲16.0%) (5.8%) (▲3.38p)

3,987 1,040 3.83 5,481 1,115 4.92 897 218 80.4%

(34.5%) (21.3%) (0.41p) (53.9%) (6.3%) (2.20p) (21.5%) (▲56.4%) (11.53p)

5,361 1,262 4.25 8,436 1,185 7.12 1,090 95 92.0%

(12.3%) (1.3%) (0.46p) (▲20.5%) (▲1.6%) (▲1.37p) (▲2.4%) (7.4%) (▲0.73p)

6,022 1,278 4.71 6,704 1,166 5.75 1,064 102 91.3%

(▲7.2%) (▲1.6%) (▲0.26p) (▲9.9%) (▲2.1%) (▲0.46p) (▲0.8%) (▲14.7%) (1.13p)

5,591 1,257 4.45 6,042 1,142 5.29 1,055 87 92.4%

(▲24.5%) (▲8.0%) (▲0.80p) (▲18.1%) (▲4.9%) (▲0.73p) (▲13.0%) (93.1%) (▲7.85p)

4,224 1,157 3.65 4,949 1,086 4.56 918 168 84.5%

(▲15.5%) (6.7%) (▲0.76p) - - - -
※過去5年

平均

3,571 1,234 2.89 - - - - 88.1%

単位：人、p=ﾎﾟｲﾝﾄ

注 1　求職者数とは、学校又は公共職業安定所による紹介を希望する者の数である。

2　高卒求人受付開始日は、6月20日である。

3　大卒求人の受付開始は、3月1日以降である。

4　高校新卒者に係る選考及び採用内定の開始日は、9月16日である。

5　（　）内は対前年同月比である。

高知県内新卒者の求人・求職の推移

卒業年の3月末現在

平成19年
3月卒

8月末現在 卒業年の3月末現在

卒業年

平成19年
3月卒

平成20年
3月卒

平成21年
3月卒

平成18年
3月卒

平成22年
3月卒

平成23年
3月卒

高知県内高校新卒者の求人・求職の推移

高知県内大学新卒者の求人・求職の推移

平成22年
3月卒

平成23年
3月卒

卒業年

8月末現在

平成18年
3月卒

平成20年
3月卒

平成21年
3月卒



参　考

高知労働局　職業安定課

求人数 求職者数 求人倍率 求人数 求職者数 求人倍率 就職内定数
未就職
卒業者数

就職内定率

(▲11.4%) (7.8%) (▲0.18p) (▲8.2%) (2.2%) (0.94p) (▲7.6%) (▲34.0%) (▲7.12p)

358 430 0.83 772 364 9.61 243 121 66.8%

(▲4.7%) (▲22.6%) (0.19p) (▲1.8%) (▲28.8%) (16.53p) (▲18.1%) (▲50.4%) (10.08p)

341 333 1.02 758 259 26.14 199 60 76.8%

(25.5%) (▲24.6%) (0.68p) (13.6%) (▲19.7%) (18.01p) (▲11.6%) (▲46.7%) (7.78p)

428 251 1.71 861 208 44.15 176 32 84.6%

(▲39.0%) (10.0%) (▲0.76p) (▲29.8%) (14.4%) (▲34.12p) (0.0%) (93.8%) (▲10.67p)

261 276 0.95 604 238 10.03 176 62 73.9%

(35.2%) (▲14.5%) (0.55p) (21.2%) (▲29.0%) (1.73p) (▲9.1%) (▲85.5%) (20.72p)

353 236 1.50 732 169 11.76 160 9 94.7%

(49.9%) (34.7%) (0.17p) - - - -
※過去5年

平均

529 318 1.66 - - - - 79.4%

単位：人、p=ﾎﾟｲﾝﾄ

求人数 求職者数 求人倍率 求人数 求職者数 求人倍率 就職内定数
未就職
卒業者数

就職内定率

(7.2%) (2.4%) (0.15p) (0.5%) (1.7%) (1.09p) (1.6%) (2.5%) (▲0.11p)

4,791 1,419 3.38 7,515 1,360 30.18 1,151 209 84.6%

(▲39.0%) (7.6%) (▲1.46p) (▲5.0%) (1.0%) (4.61p) (2.5%) (▲7.2%) (1.25p)

2,922 1,527 1.91 7,142 1,374 34.80 1,180 194 85.9%

(21.3%) (▲11.3%) (0.70p) (1.5%) (▲3.1%) (17.96p) (▲0.9%) (▲16.5%) (1.95p)

3,544 1,355 2.62 7,249 1,331 52.76 1,169 162 87.8%

(6.9%) (▲3.2%) (0.27p) (▲5.7%) (▲5.2%) (▲0.80p) (▲6.9%) (7.4%) (▲1.62p)

3,788 1,312 2.89 6,833 1,262 51.96 1,088 174 86.2%

(▲15.7%) (▲8.2%) (▲0.24p) (▲5.0%) (▲12.0%) (▲10.50p) (▲9.4%) (▲28.7%) (2.62p)

3,193 1,205 2.65 6,494 1,110 41.45 986 124 88.8%

(32.9%) (▲0.1%) (0.87p) - - - -
※過去5年

平均

4,242 1,204 3.52 - - - - 86.7%

単位：人、p=ﾎﾟｲﾝﾄ

注 1　求職者数とは、学校又は公共職業安定所による紹介を希望する者の数である。

2　（　）内は対前年同月比である。

高知県内新卒者の求人・求職の推移

平成18年
3月卒

8月末現在 卒業年の3月末現在

高知県内短期大学新卒者の求人・求職の推移

卒業年

8月末現在 卒業年の3月末現在

平成19年
3月卒

平成20年
3月卒

平成21年
3月卒

平成22年
3月卒

平成23年
3月卒

平成21年
3月卒

平成22年
3月卒

平成23年
3月卒

高知県内専修学校新卒者の求人・求職の推移

卒業年

平成18年
3月卒

平成19年
3月卒

平成20年
3月卒


