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高知で就職！応援PROJECT スタート 

 ー 県商工労働部・県教育委員会と連携して応援 ー                 

大学生 
と 
交流                 

●生徒と交流 
 須崎工業高校2年生と会員企業14
社が参加。各社5分間の企業プレゼン
を交えて交流を図りました。寒い中
の2時間、生徒も熱心に耳を傾けてい
た姿が印象的でした。 
  
●先生と意見交換 
 生徒との交流後、先生との交流
も図り、求人等に関する活発な意
見交換を行いました。 
 主な話題は、住宅手当や求人に
関すること。求人については学校
側から貴重な生の声を聴くことが
できました。 

求人数の推移 

年度 県外 県内 計 
求人 
倍率 

H25 365 80 445 6.87 

H26 458 102 560 8.24 

H27 567 189 756 9.22 

H28 634 200 834 9.70 

H29(2/5) 862 222 1084 13.90 

H30年度 卒業予定者進路希望状況 
  卒業 

者数 

就職者数 

  県内 県外 計 

 機   械 30 8 18 26 

 造   船 25 5 19 24 

 電気情報 22 10 5 15 

 ユニバーサルデザイン 15 8 5 13 

合 計 92 31 47 78 

●官民の連携で取組む！ 
 高知県は平成29年度より県内外在住の学生
およびその保護者の方々に向けて、また高校
生の県内就職率を高める取組みとして「高知
で就職！応援プロジェクト」を官民連携で開
始しました。 
 今後、工業会でも県や県教育委員会と密接
に連携し、会員企業がプロジェクトに参画し
て大学生及び高校生との交流を図ります。 1/11 高知工科大学 

体育館で生徒(約100名)と交流 

先生と意見交換 

高校生と 

交流  
2/14  

須崎工業 
高校                

  就活キックオフセミナー  ※工業会関係 

開 催 日 12/28（木） 1/11（木） 2/8（木） 2/10(土） 2/28(水) 

開催場所 高知城ホール 高知工科大 高知大 県立大 高知城ホール 

工業会からの 
参加企業数 

山﨑会長 
経営者トーク 

5社 
午前：3社 
午後：4社 

2社 
午前：2社 
午後：2社 



●高知東工業高校 1年生  バスツアー企業見学を実施 

実施日 2/2（金） 1/31（水） 2/2（金） 2/2（金） 

学科名 機械科 
機械生産 

システム科 
電子科 電子機械科 

生徒数 35名 24名 27名 29名 

参加企業数 3社 3社 3社 3社 

●高知県の企業を知ろう！ 
 本事業は、1年生の段階で高知県の企業を知ってもらうことを目
的として、高知東工業高校を対象として平成27年度にスタートし
今回で3回目となりました。 
 アンケート結果からは、インターンシップの体験、さらには県
内企業への就職へと期待がもてることも窺われます。今後も当会
と同校との関係を密にし、会員企業への就職を促す取組みを続け
てまいります。 
 なお、本事業は県教育委員会及び県商工労働部と連携して実
施。 
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Q :  
県内の企業に就職したいと思
いましたか。 
 

  M : 機械科 
  S : 機械生産システム科 
  E : 電子科 
  F : 電子機械科 

●アンケート結果から 
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Q : 
企業見学に参加して県内産業や
県内企業への関心は深まりまし
たか。 
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Q : 
今後、県内企業でインターン
シップを体験したいと思いまし
たか。 

機 械 科 

機械生産システム科 



■今後のさらなる人手不足に備えて「自動化」「ロボット化」  
「IoT化」を工業会として検討する必要がある。 
 

■そのためには、工場ラインを診断して的確な助言ができるSIが 
 必要だが、高知県内にはいないことが課題。 
 

■本県にSIを設置し、県内企業を巡回し、改善指導ができる体制 
 が必要。      注）SI: System  Integrator システムインテグレータ 

≪編集後記≫ 高知で就職！動き始めたのは12月。それから２月までバタバタ感で県や教委と打合せ。さらに
東工業、高専、補助事業の仕上げ等々々。前期高齢者の仲間入りをしたせいなのか、頭の方もぼやけ気味の3か
月間でした。高専の学務の方々にお礼申し上げます。同校の今春の県内就職、3年間の努力が報われたのか、好
感触を得ています。今日から、弥生3月がスタート。（にしうち） 

●2/15  工業会・産業振興センター  生産革命セミナーを開催  

 本セミナーは会員企業の生産性向上を図ること、また㈱KMCを
見極めていただくことを目的として、同社の堀口氏を講師に招い
て開催しました。セミナー開催の原動力となった、山﨑会長の思
い描いている構想は以下の通りです。 

●2/23  高知高専 県内企業研究会を実施 

     ※SD 
ソーシャルデザイン工学科 
 

    ※業種研究会 
   県商工政策課も参
加。 
 

3月 の行事予定   

8・9 木・金  プレゼンテーション実践研修 

9 金  安芸桜ケ丘高校との交流会 

11 日  エジソン賞表彰式 

18 日  サッカー大会 

20 火  経営計画策定推進セミナー 

29 木  第5回理事会 

●産・学が一体となって事業を推進 
 

 昨年6月、高専と事業計画について打合わせ。低学年を主体
にして事業を実施することを決定。本年度は11月のMini交流
会からスタートしました。 
 

 高専と本格的な交流事業を取組み始めて3年。この間、試行
錯誤の連続でしたが、学校側（教官・学務）との良好な関係を
築き、産・学が一体となって事業を推進することができまし
た。 
 当日は、県内就職への志が高い学生約30名が参加しまし
た。 

    高知高専との交流事業（この1年） 

取 組 名 称 対 象 学 科 実施日 参加企業数 

Mini  交流会  機械工学科等 11/8 8社 

バスツアー 
企業見学 

 SD 2年4クラス  12/18 7社 

 SD １年4クラス  12/19 5社 

業種研究会 
 SD １年4クラス 12/4 5社 

 SD 2年4クラス 12/6 7社 

県内企業研究会  機械工学科等（3年・4年等）    2/23 20社 

●経営計画策定推進セミナーのご案内 
 

 日時： 3月20日（火）15:00～16:30 
 場所： 高知県立地域職業訓練センター 
 

 Part1  : モデルプラン策定支援事業成果報告 
   ※平成29年度経営改革計画モデルプラン策定等支援事業 
 

 Part２： 事業戦略策定に向けて 

㈱KMC  執行役員 堀口直樹氏 

20社が参加した企業研究会 

●IoT/M2M（機械と機械の通信）で新時代のものづくりを支援 


