
高知県商工労働部商工政策課
TEL:088-823-9692

HP：https://kochi-student-job.jp/

高知家で働こう！
高知県の就職環境とUターン就活サポート



１

高知県の概要



２

数字でみる高知家（暮らし編①）
東京・大阪・高知の1ヶ月の家計収支環境 通勤・通学時間／平日（往復時間）

平日の生活時間
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活動時間内容 東京都 大阪府 高知県

1次活動時間
【睡眠・食事など】

10時間26分 10時間26分 10時間53分

2次活動時間
【仕事・家事など】

8時間5分 7時間40分 7時間15分

3次活動時間
【自由時間】

5時間29分 5時間54分 6時間1分

東京都と比較すると、使える時間が・・・

◆1日あたり約30分多い

◆1週間では約2時間30分多い

◆1ヶ月では約10時間多い

（円）
（分）

91,448円 74,451円 83,781円
1時間37分

1時間28分
1時間5分

共働きが多く、意外と黒字！

高知県は働く女性が多いため、1ヶ月の家計収支は大阪を
上回っている。

（出典）総務省統計局「平成26年全国消費実態調査」

：東京・大阪・高知の1ヶ月の家計収支（2人以上の世帯のうち勤労者世帯）
（出典）総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」：行動者平均時間

仕事と生活の調和をとりやすい！

大都市と比較して、仕事、家事以外の自由時間が多く、

余暇を楽しむことができる。

（出典）総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」：行動者平均時間



女性が活躍

東京 大阪 高知24.2% 21.9% 29.3%
全国３位会社などの役員に占める女性の割合

都道府県別起業者に占める女性の割合

東京 大阪 高知22.0% 17.3% 22.4%

全国３位

（出典）総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」

グルメ

地元ならではの美味しい食べ物が多かった

喫茶店店舗数（人口１千人あたりの軒数）

岐阜県 和歌山県高知県

１位 ２位 ３位石川県 高知県 北海道

（出典）じゃらんリサーチセンター「じゃらん宿泊旅行調査2018」全国1万5,627人

（出典）総務省統計局「平成28年経済センサス 活動調査」 ３

数字でみる高知家（暮らし編②）

全国平均 64.2%

子育てしやすい環境

育児をしている女性の有業率

東京 大阪 高知61.4% 60.1% 80.5%

　　
出産・育児による

離職が少ない

（出典）総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」

仕事と子育てを両立しやすい！

大都市圏と比較して女性の「出産・子育て」による
離職が少ないことから、仕事と子育てを両立しやす
い環境が整っていると言える。

女性の活躍する場が多い！
働く人、管理職、起業家のいずれも、女性の割合が

高知県は全国トップクラス！はちきんという言葉があ

るように、とにかく女性が元気！

豊かな自然の中で育った

美味しい食材が豊富！

雄大な自然に囲まれた高知県は、地元ならではの
美味しい食材が豊富。喫茶店店舗数（人口１千人あ
たりの軒数）は全国１位。

１位 ２位 ３位



【Point①】視野を広げて、色々な角度から業界や企業を知る
  会社の「規模」だけでなく、福利厚生や社会貢献の活動もチェック！
　★「高知県ワークライフバランス推進企業」の認証企業　466社（R4.4)

　★「こうちSDGs推進企業登録制度」の登録企業　169社(R4.4)

【Point②】地方の面白い企業を見つける
　「ＢtoＢ」企業、特殊な技術を持っている企業をチェック！
　　→特殊な部門で世界一・日本一のシェアを占める企業も多数

【Point③】インターンシップ、説明会等への参加により社員から直接話を聞く
　興味がある企業も、これまで知らなった企業も含めて多くの企業の話を聞き、
　インターンシップ等も活用して、企業や仕事を見学・体験してみよう！

ポイント 多くの企業を知れば、自分に合った仕事に出会える可能性アップ！

高知県の企業を知る

４

企業

　　

B

 Business   to   Business
to

企業

　　

Ｂ to Ｂ (企業と企業の取引）

B

高知県の企業を見つける視点



「高知で働く」ことに興味がある学生をサポートするポータルサイト。
高知の企業の情報やインターンシップ情報などをタイムリーに発信しています！

「高知求人ネット」学生サイト

５

＼お役立ちコンテンツがたくさん！／

　▼高知の企業約250社掲載！
　　企業情報、インターンシップ情報　等

　▼企業のPR動画＆インタビュー記事

　▼イベント情報

　▼メルマガ登録機能

　▼気軽に相談できるお悩みフォーム



「高知求人ネット」学生サイト

６

気になる高知の企業の企業情報や
インターンシップ情報等を
業種やエリア、
キーワード等で
検索できます！

高知の企業約200社
の情報を掲載！

インタビュー記事も必見！
高知の現役大学生が
気になる企業を訪問した
様子もお届けしています。



　ご登録は「高知求人ネット」
　学生サイトから！

「こうち学生登録」にご登録いただいた学生や保護者の皆さまに、高知の企業を知るための
お役立ち情報をお届けしています！

【登録できる方】　※高知県出身でない方もご登録いただけます。
・保護者
・学生（高校生、専門学校生、大学生、大学院生等）
・既卒３年以内の方

７

「こうち学生登録」制度

＼こんな情報をお届けします！／

▼情報誌「サポートガイド」
▼高知の企業情報
▼イベント情報、行政の支援情報

登録は
無料です！

郵送
メル
マガ

＼ 高知での就活準備を応援！高知ふるさと便 ／

今なら、高知県外にお住まいの
学生で新規登録した方に、
高知県ゆかりの特産品を
詰め合わせたギフトをお届け！
この機会に登録しよう！



詳細は「高知求人ネット」
学生サイトから！

高知県外在住の学生が高知県内でのインターンシップやイベントに参加する際の
交通費・宿泊費を支援しています。ぜひご活用ください。

８

高知県で働くことを応援！交通費支援制度

・高知県が主催又は協力する
　高知の企業を知るためのイベント
・県内企業が県内で実施する
　インターンシップ、個別企業説明会　等

　支援対象となるもの

　　　　　　　　　　　　　※高知県以外の出身の方も歓迎！

県外在住の学生、既卒３年以内の方

　対象者

（１）交通費　
　　＜対象＞鉄道、路面電車、航空機、バス、旅客船、高速料金
　　＜上限＞都道府県毎に上限あり
（２）宿泊費　
　　＜対象＞１泊分　　＜上限＞5,000円（１泊）

　対象経費 同一年度内に
１人３回まで申請可能！



【高知県内】相談窓口

 ◆高知県商工政策課（高知市）

　 高知で働く！「応援窓口」
＊学生を支援するコーディネーターが常駐しています＊
　 時間　8:30～17:15(平日)
 　TEL　 ０８８ー８２３ー９５７２
 　E-Mail　internship151401@ken.pref.kochi.lg.jp
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◀ コーディネーター

元・企業の人事担当の経験を
活かし、インターンシップなど

さまざまなお悩みにお答えします！

困ったときは？高知で働く！「応援窓口」

９

対面
電話・
メール ｵﾝﾗｲﾝ

面談

 ◆東京事務所（東京都千代田区内幸町）
  TEL  ０３−３５０１−５５４１
  E-Mail 111602@ken.pref.kochi.lg.jp

 ◆大阪事務所（大阪府大阪市中央区）
  TEL  ０６－６２４４－４３５１
  E-Mail 120902@ken.pref.kochi.lg.jp
 ※毎週水曜日にオンライン相談窓口
　 「高知おらんくタイム」開設中！

 ◆名古屋事務所（愛知県名古屋市中区）
  TEL  ０５２－２５１－０５４０
  E-Mail 120903@ken.pref.kochi.lg.jp

県外での相談窓口（東京、大阪、名古屋）



高知県では、「こうち学生登録」にご登録いただいた学生や保護者の皆さまに、
県内就職に関するお役立ち情報をお届けしています。特に、県外の大学・専門
学校等に進学したけれども、将来的には県内での就職を考えている…という
皆さまは、ぜひこの機会にご登録ください！

※ご登録いただいた情報は、高知県から学生や保護者の方等に
 情報提供をする以外の目的には使用しません。

高知県商工労働部商工政策課

TEL (088)823-9692
FAX (088)823-9261

お問い合わせ

高
知
で

就
職
！

高知県での就職に役立つ情報を
まとめた情報誌を年２回（7月
・12月）無料でお届けします。

高知県Uターン就職

サポートガイド

県内企業の採用やインターン
シップに関する最新情報を
お届けします。

県内就職に役立つ就活イベントの情報や、
行政の支援情報などをいち早くお届けします。
大学１年生から参加できるイベントもありますよ！

＼ こんな情報をお届けします！ ／

高知の企業情報

県内就職に役立つ

イベント情報、行政の支援情報

郵送 メル
マガ

＼ 登録方法 ／

「高知求人ネット」
 学生サイトから登録
https://kochi-student-job.jp/

学生、保護者の方
※いずれかのみでも登録できます。

対象者

＼ 高知での就活を応援！高知ふるさと便 ／

今なら、高知県外にお住まい
の学生で新規登録した方に、
高知県ゆかりの特産品を詰め
合わせたギフトをお届け！
この機会に登録しよう！
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