
<高知>で活躍する企業を知るチャンス!

先輩社員が語る
高知で働く魅力とは？



機能紹介

書き込んでいただいた内容は、リアルタイムでチャット欄に表
示。マナーを守って、セミナー中に意見や感想などを書き込
んでみましょう！

２
チャットで出演者や参加者と
コミュニケーションが可能！

個別に質問を送りたい場合は、「質問」欄をご利用下さい。
お送りいただいた質問はチャット欄には表示されず、出演者
だけに届きます。「音が聞えない」などの不具合もこちらから
お問い合わせください！

３
個別に聞きたい質問は
「質問」欄から投稿できます

マイナビTVではイベント会場や実際のセミナー会場に行か
なくても、セミナーごとに出席票を提出可能！受講時には
必ず提出しましょう。基本、最初と最後に提出可能！

１ バナーから出席票を提出！

２ ３

１

１

２

３

高知県企業の合同業界研究セミナー

２

３



マイナビTV内のセミナー15個に出席票提出すると

＜どちらも全員プレゼント！選べる２コース！＞

〇Aコース：マイナビ2023オフィシャル就活BOOK（電子版）

〇Bコース：編集部スタッフイチ押し！編集部講座5つのアーカイブURL詰め合わせ

ES/面接/企業分析/筆記/自己分析 各ジャンルの【人気講座を一か月視聴できるURL】をご案内！

【一部ラインナップ紹介！※変更の可能性もあります※】

☆「ビジネス理解の必修科目！マーケティング基礎講座」 講師：羽田啓一郎

☆「インターンシップで活かせる!自己分析講座」 講師：本多夏帆

☆【ベーシック】筆記試験対策講座 第1弾ー例題を解いて苦手分野を見つけるー 講師：高橋二美夫 他、計５講座を視聴いただけます。

出席票提出で 全 員 に プレゼントあり！
マイナビTVにご参加いただいたら、各講座の最初と最後に表示される出席票を必ずご提出ください。

※各講座の最初と最後に表示されるバナーよりご提出ください



マイナビTV アンケート

①アンケートに回答！

⓶出席票を提出！

※セミナーの最初と最後に表示されます

※セミナー終了間際に表示されます

①

②

②

①



１．趣旨説明＆高知県で働く魅力

２．県内優良企業４社による企業紹介

３．次回イベント紹介・県取り組み

４．最後に

本日のプログラム本日のプログラム

① 和建設 ② 轟組

③ 浜幸 ④ ローソン高知



高知県商工労働部商工政策課

高知家で働く魅力

高知県の働く環境と県の就活準備サポート



高知県の概要



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」

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
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（産業別新規求人数／正社員／R1.11～R2.10月）

◆求人の傾向として、製造業及び建設業では「資格や技能を持つ人」が、医療、介護では
「看護師・介護士等の有資格者」が求められています。

数字で見る高知家（仕事編）

（出典）高知労働局 職業安定課 「労働市場月報 雇用こうち」
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【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 445社（R3.10)

★「こうちSDGs推進企業登録制度」も始まりました！ 84社(R3.10)

【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

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



高知県による就活準備サポートの取り組み

高知家で働く魅力を

もっと知りたい方へ！

① 「高知求人ネット」学生サイトでの情報発信

② 「こうち学生登録」制度による情報発信

③高知県で働くことを応援！交通費支援制度

④困ったときは？高知で働く！「応援窓口」



「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

＼お役立ちコンテンツがたくさん！／

▼高知の企業約200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

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

「こうち学生登録」制度

＼こんな情報をお届けします！／

▼メルマガの配信（随時）

・イベント情報

・県内企業のインターンシップ情報 等

▼情報誌「サポートガイド」や

イベント案内の送付(年2回/郵送)

登録は
無料です！



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。

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！



◆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

◆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）

JR「新橋駅」

徒歩5分!

御堂筋線

「本町駅」

徒歩5分!

高知県内での相談窓口

◆高知県商工政策課（高知市）

「高知で働く！」応援窓口
＊専任の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

困ったときは？「高知で働く！応援窓口」

元・企業の人事担当の経験を

活かし、インターンシップ等

様々なお悩みにお答えします！

ご相談はお気軽に

メールやお電話でどうぞ！



次回セミナーのお知らせ

仕事研究＆インターンシップ

高知UIターン WEBセミナー

第２回

12.17（金）19:00～20:00

高知で活躍する企業を知るチャンス！
先輩社員が語る高知で働く魅力とは？

▼予約はこちら▼

高知の企業 ４社出演！

高知にはどんな

企業があるの？

入社後の

キャリアプランは
？

仕事と休日の

ワークライフ

バランスは？
自宅から

再発見！



県内優良企業４社による企業紹介

和建設





「わっわっわっ、わっと書いて、和建設」

その言葉とともに成長してきた和建設は、2021年秋

次の10年の成長を目指した「和建設らしさ」の再定義を行いました。

和建設は、他のどの建設会社とも違うその存在意義を再確認すると同時に、

これから10年を支えるコミュニケーションワードを策定しました。

全社が一丸となって次のステージを突き進む土台固めを行っていきます。



『見たこともない わっと驚く世界へ』

この言葉に表現された自分たち価値を信じて、

新たな挑戦の10年をスタートさせます。





（2021.8月末時点）

5 拠点

●高知 本社
住宅
分譲マンション

〃
〃

●岡山 支店
住宅〃

129
社員数

名

社員年齢層
売上高

● 2021年87億円

● 2020年78億円

（各年決算時）

● 2019年83億円

カノウのデータ





2030年の和建設を真剣に考える会議
in スノーピークおち仁淀川 キャンプフフィールド















Welcome to Kano!

まずはインターンシップ
で

お会いしましょう！







質問タイム



県内優良企業４社による企業紹介

轟組



株式会社 轟組

会社説明



【創業】

1946年1月29日

【業種】建設業

・土木工事業

・建築工事業

【業種】宿泊業

・ホテル経営

(CHRES)

【資本金】

１億円

轟組について①

【代表者】

代表取締役社長

吉村文次

【従業員数】

建設事業部

100名

【従業員数】

セリーズ事業部

33名

【売上高】

60億円(108期)



【本社】

高知県高知市

萩町1-5-13

土木･建築

【名古屋営業所】

愛知県名古屋市

西区又穂町1-45-3

トンネル

【甲府営業所】

山梨県甲府市

住吉2-3-4

JR敷設･保線他

【東京支店】

東京都大田区

北嶺町1-3

土木･建築

轟組について②

【グループ企業】

陽和産業㈱

ワシオ工業㈱

【CHRES】

高知県高知市

高須砂地155

ホテル・プール他

【中国支店】

島根県松江市

上乃木5-15-70

トンネル



【経営理念】
和の精神を尊び英知と情熱を結集して、社業の

発展をはかり、職業を通じて社会に奉仕します。

【経営理念に基づいたISO規格】

①品質方針(ISO9001)

顧客の信頼が得られる建設物を提供し、地域社会へ貢献
します。

②環境方針(ISO14001)

環境保全・保護に努め、次の世代に変わらぬ自然を引き
継ぐことを目指し、事業活動に取り組みます。

③労働安全衛生方針(ISO45001)

快適な職場環境の形成に努め、職場で働く全員の創意工夫
と法令遵守により、無事故・無災害で製品とサービスを提供
します。

轟組の
経営方針



～建築施工実績～



新築工事や耐震工事、修繕工事などを行います。
およそ7割が民間工事で、設計施工一貫の物件を
扱うこともあります。

【公共工事】
競技場、学校、庁舎などの公共施設をはじめとする官公庁の大

型プロジェクトを施工します。

【民間工事】
各種商業施設、病院、銀行、オフィスビル、マンション、

一般住宅など、様々な物件を施工します。

轟組の
建築工事



～土木施工実績～



公共工事を中心に、トンネル工事、明かり工
事、港湾工事などを施工します。

【トンネル工事】

それぞれ1～3年の期間を掛けて、掘削・覆工までの工事を

行います。

【明かり工事】※トンネル以外の工事

高速道路や生活道路、橋梁の下部工事、上下水道やガス管、

各種ケーブルなどを埋設する共同溝工事、地盤改良や堰堤など

の防災・減災工事を施工します。

【港湾工事】

防波堤工事や港の改修工事を施工しています。2隻の起重機船

(400t吊り,160t吊り)を所有し、津波を計測するGPS波浪計の設置

や、東日本大震災の復旧工事の他、全国各地で工事を行っていま

す。

轟組の
土木工事

これまで200本以上施工!!



土木・港湾・建築の現場において、施工管理
を行います。

【施工管理とは？】

施工管理とは、工事現場において、工事全般の管理を行う仕

事です。

具体的な業務は多岐にわたり、施工計画の策定・原価管理・

安全管理・工程管理・業者の手配等、工事が計画通りに進むよ

う全体を把握して管理する必要があります。現場の指揮以外に

も、業者との打合せやデスクワーク、実際に作業をすることも

あります。

轟組の
現場の仕事



【安全施工サイクル】

①安全朝礼(体操)

②安全ミーティング

(KY活動:危険予知活動)

③始業前点検

④作業所長の巡視

⑤安全当番による点検

⑥安全・工程会議

作業安全指示書交付

⑦持ち場の片付け

⑧終業時確認

～とある作業所長の就業日～

【帰宅後の過ごし方】

育児や家事をしたり、家

族でドラマを観たりしてい

ます。



～とある作業所長の休日～

【休日の過ごし方は？】

家族で買い物に行くほか、県内の山や海で趣味のキャンプや釣り

をしたり、ロードバイクで沿岸部を走ったり、高知県の自然を満喫して

います！

※轟組の休日は、第2・4土曜日、日曜、祝祭日。

夏季休暇や年末年始休暇、特別休暇などもあります。

勤務体系や福利厚生など、
マイナビ2023にて確認出来ます

季節毎に
楽しみ方が
変わる!!



～社内写真～



～仕事風景～



【新型コロナウイルス感染症対策】

社内では検温・手指消毒・パーテーション設置・マスク着

用・室内換気・リモート会議など、現場では検温・手指消毒・

マスク着用・室内換気などの対策を行っています。

轟組の
感染症対策



株式会社 轟組

インターンシップ情報



建設業の役割や轟組の仕事内容、｢土木系・
建築系｣の実際の現場管理などについて体感し
ていただきます。

【インターンシップの内容】

①会社概要等説明

本社で轟組のことを詳しく説明します。

②現場での施工管理体験

先輩社員と実際の現場の施工管理を見学・体験します。

③フィードバック

最終日に本社でフィードバックを行います。現場では聞け

なかった、疑問点などを解消してお帰りください。

轟組の
インターン①

受入事例はマイナビ2023の
各コースにて公開中!!



【参加条件】※専門知識を要するため
大学院・大学・高等専門学校・専門学校などに

在籍で、土木系・建築系の専攻経験がある方

【受入場所】
・土木：高知市近郊 土木工事現場
・建築：高知市本町2丁目

マンション工事現場

轟組の
インターン②

【開催期間】

2021年7月1日

～2022年2月28日

【受入期間】

①3日間(受入日の指定あり)⇒現在土木のみ

②2日間から10日間のうち希望日数

③1日現場体験

※各日程は当社ページにてご確認ください

【受入人数】

1回につき3名まで

【報酬】

・報酬なし

・昼食の支給あり

※建築については12月中旬頃

のみ受入予定



【交通費・宿泊費】

公共交通機関等で遠方よりお越しの

場合は交通費を支給します。宿泊が必

要な場合は当社指定の宿泊施設にて宿

泊していただきます。

轟組の
インターン③

【保険加入について】

今回のインターンシップに対し、学校側で掛けている保険が適用

されるかを事前に確認してください。

【持参物】

作業服

ヘルメット

安全靴 など

※無ければ貸与可



【参加学生の感染症対策】

参加1週間前よりご自身で検温をしていただきます。発熱等が

ある場合は、参加延期、または参加中止となります。当日は必ず

マスクを着用してお越しください。

轟組の
インターン④

【注意事項】

①新型コロナウイルス感染症の流行状態により、参加対象地域

を限定する場合や日程の変更、または中止となる場合がござい

ますのでご留意ください。

②受入予定現場の作業状況により、当初の受入日程が変動する

場合や受入現場の変更がある場合がございますのでご了承くだ

さい。



【申込方法】
マイナビ2023の当社ページより、ご希望のイン

ターンシップのコースへエントリーしてください。

【エントリー後の流れ】

それぞれのコース詳細を必ずご確認ください。

事前確認事項のアンケートに回答していただいた内容を元に、スケ

ジュール等をお知らせします。

担当者からは、マイナビのメッセージ、メール、電話などでご連絡しま

す。

轟組へ
参加申込

【問い合わせ先】

担当者：宮崎功司・山中千春

ＴＥＬ：088-834-1011

メール：k-miyazaki@todoroki.co.jp

【注意事項】

迷惑メールを拒否してい

る場合、｢@todoroki.co.jp｣

を受信出来るように設定し

てください。



＊＊＊最後に＊＊＊



1946年創業以来、｢建設は創造なり｣の言葉を胸に、『建築』

『土木』『港湾』の3分野において、轟組は全国で幅広く事業展開

を行ってきました。

私たちの仕事は、一人ひとりが情熱と誇りをもって｢ものづくり｣

に真摯に向き合い、｢仲間｣と力を合わせ、建物や社会基盤をつくる

事です。

これまでに培ってきた技術や知識を活かし、ゆとりある生活文化

の創造と確かな品質で人を取り巻く快適環境を提案し、地域の皆様

のお役に立っていきたいと考えています。

建設業は、決して一人の力で成し得るものではありません。

これからの新しい轟組の歴史を共に築いてくれる｢仲間｣をお待ち

しています。

株式会社轟 組

work chest roars
胸、轟く仕事



100年への歩みを、私たちと共に！

エントリーを
受付中です!!

マイナビ2023

にて



質問タイム



県内優良企業４社による企業紹介

浜幸



株式会社浜幸
企業説明



本日の流れ

・会社紹介

・お仕事内容説明

・先輩社員インタビュー



お菓子 × リゾートホテル



高知のお土産といえば、

「かんざし」！



果物そのままの美味しさを
生かしたゼリーです♪







会社概要
•創業 1952年

•資本金 3,440万円

•年商 12億円(2020年10月実績)

•従業員数 150名

•事業所一覧 店舗/はりまや橋本店他8店舗
ホテル/リゾートホテル海辺の果樹園
工場/大津本社工場・果樹園工房



浜幸の企業目的

•「心の栄養」となるお菓子、サービスを提供し、

人々が幸せになるお手伝いをする

•地元高知に貢献する



お菓子は心の栄養

心から元気に過ごすために。
大切な人との絆を深めるために。
お菓子はなくてはならないもの。



リゾートホテル「海辺の果樹園」

高知のすばらしさ
伝統行事を
体感して頂く場



お仕事紹介
①製造部門
②販売部門
③ホテル部門

☆資格・学部不問です☆



①製造部門

仕事内容：商品製造、開発 など



ヒ
ッ
ト
商
品
作
る
ぞ
！



②販売部

仕事内容：店舗での自社製品販売・営業



イベントも色々
やりゆうよ♡



③ホテル部門

海辺の果樹園接客スタッフ





製造部 井上です！

・入社５年目 和生係所属
・和菓子のスペシャリストになるべく
日々奮闘中！

休日は同僚と
バドミントンを

したり
お菓子づくりを
しています！



仕事のやりがい・目標
①地元、高知の人々に美味しいお菓子を提供する

②高知の人のお菓子への向き合い方・製造業への取り組み方を変える

③高知に貢献できる一人の人間・企業であらねばならぬ、という信念を持つ

④これからを担う若者に託したいものを創り上げる

学び続けることの重要性を再確認。

社内でも定期的に
勉強会を開催しています。



皆さんへメッセージ

・まずは仕事への情熱さえあればオッケー！

・チャレンジしたい！と思える仕事を見つけるために
一歩踏みだしてみて下さい。

アットホームな社風の浜幸では
部署の垣根を越えて
サポートしてくれる

先輩がたくさんいます！



ご視聴ありがとうございました！



質問タイム



県内優良企業４社による企業紹介

ローソン高知



令和３年度ＷＥＢセミナー

ローソン高知

令和3年11月22日(月)



■会社概要 株式会社ローソン高知

創業 ２０１５年４月１日

設立 ２０１５年４月１日

（株）サニーマートと（株）ローソンが出資し合弁会社を設立

資本金 ５,０００万円

代表者 代表取締役社長 中村暢男

従業員数 ５７名（社員 ４０名、準社員 １７名）

事業内容 コンビニエンスストアエリアＦＣ本部

売上高 ３８．９億円（２０２０年２月期）

事業所 本社／高知市北御座９－１１

高知県 １３９店（直営 ４店 ・ 加盟店 １３５店）



■ローソン高知 その先のキャリアに広がり

部長

マネジャー

リーダー
スーパーバイザー

SVで学ぶからこそ、様々なキャリアが待っている



■フランチャイズの知識

■仕事内容・職務例

スーパーバイザー

■今後の予定ご案内

■本日、お伝えしたい内容



フランチャイズ店舗全国約14,425店舗
オーナー約6,400名 ※2020年8月末時点 ローソン本社

店舗・商品
経営ノウハウを提供

利益を生んでもらえる！
店舗数を増やす
ことができる！

資金少なく成功率高く
起業・独立できる！

最新ノウハウを教えてもらえる！

■フランチャイズビジネスの知識

ローソンのFC状況

オーナーやクルーさんに気持ちよく、前向きに働いてもらえるように
Win-Winの関係を築くことは、ローソンの成長に不可欠

・ブランドの使用権利
・商品、仕組みの開発
・会計業務代行
・店舗整備
・コンサルティング派遣

・ブランドの使用権利
・商品、仕組みの開発
・会計業務代行
・店舗整備
・コンサルティング派遣

・店舗経営
・加盟金、収益の一部



■企業理念

私たちは

みんなと暮らすマチを

幸せにします



信頼関係構築（コミュニケーション）

利益計画（数値分析）

対人折衝

市場調査（３C分析）

課題対策立案

提案・説得・実現のバランス

■目指すべき ファーストキャリア



この数字は何でしょう？

■スーパーバイザーの前には大きな２つの課題がある



■身につくスキルや知識は多岐にわたる



私しかできないこと

私だからこそできること

起点は、これからも「人」

人にしかできない仕事を、もっとできるように

■技術革新が進んでも必要な “人”



『三方善し』の
経営実践

～買い手善し、売り手善し、世間善し～

優先すべきは顧客！モノ売りを通じて高知のお客様のかかえる問題解決、不を解消する

■ローソン高知が目指していること



■本日、皆さんに伝えたいメッセージ

ローソン高知は

＊若手がチャレンジできる

＊地元に密着



■入社後キャリアパス

■入社後キャリアパス



■本日、皆さんに伝えたいメッセージ

地元食材をいかした商品開発

高知しかない店舗づくり
～LGOSSO～



■ローソン高知の“インターンシップ”のお勧めは？

世の中のすべてのサービスや商品には

必ずお客さまの為に作る、伝える、売る役割が存在する。

みなさんが、将来どんな仕事に就いたとしても、

お客さまの最前線にいるローソンの

ビジネス・商売を学んでも決して損はない。

商品・マーケティングに
興味はありませんか？



■今後の予定

スーパーバイザーの
コンサルティング体験

～インターン１ＤＡＹ～

オンライン開催



この数字は何でしょう？

103

■経営コンサルタント インターン１ＤＡＹ

このお店のスーパーバイザーを体験しませんか？



■経営コンサルタントインターン１ＤＡＹ

■スーパーバイザー体験 ～１day仕事体験～
仮想店舗（ﾎｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ店）のＳＶになりませんか。

周辺の環境をマーケティング。お客様の支持をいただける
店づくり、経営者オーナーさんの利益追求など提案するま
でがゴールです。

先輩社員と一緒になって取り組みましょう！

オンライン開催します！
12月4日(土)、11日(土)、18日(土)、1月随時実施
13:00～17:00予定
詳しくは、マイナビ２０２３をご覧ください。

仮想店舗の現状把握、分析、問題設定、

原因究明、解決策立案まで



本日はご清聴
ありがとうございました。

皆さんに
またお会いできること
楽しみにしております！



質問タイム



高知県商工労働部商工政策課

高知家で働く魅力

高知県の働く環境と県の就活準備サポート



高知県の概要



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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東京都 大阪府 高知県

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」

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
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正社員の多い業種・職種
（産業別新規求人数／正社員／R1.11～R2.10月）

◆求人の傾向として、製造業及び建設業では「資格や技能を持つ人」が、医療、介護では
「看護師・介護士等の有資格者」が求められています。

数字で見る高知家（仕事編）

（出典）高知労働局 職業安定課 「労働市場月報 雇用こうち」
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【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 445社（R3.10)

★「こうちSDGs推進企業登録制度」も始まりました！ 84社(R3.10)

【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

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



高知県による就活準備サポートの取り組み

高知家で働く魅力を

もっと知りたい方へ！

① 「高知求人ネット」学生サイトでの情報発信

② 「こうち学生登録」制度による情報発信

③高知県で働くことを応援！交通費支援制度

④困ったときは？高知で働く！「応援窓口」



「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

＼お役立ちコンテンツがたくさん！／

▼高知の企業約200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

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

「こうち学生登録」制度

＼こんな情報をお届けします！／

▼メルマガの配信（随時）

・イベント情報

・県内企業のインターンシップ情報 等

▼情報誌「サポートガイド」や

イベント案内の送付(年2回/郵送)

登録は
無料です！



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。

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！



◆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

◆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）

JR「新橋駅」

徒歩5分!

御堂筋線

「本町駅」

徒歩5分!

高知県内での相談窓口

◆高知県商工政策課（高知市）

「高知で働く！」応援窓口
＊専任の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

困ったときは？「高知で働く！応援窓口」

元・企業の人事担当の経験を

活かし、インターンシップ等

様々なお悩みにお答えします！

ご相談はお気軽に

メールやお電話でどうぞ！



次回セミナーのお知らせ

仕事研究＆インターンシップ

高知UIターン WEBセミナー

第２回

12.17（金）19:00～20:00

高知で活躍する企業を知るチャンス！
先輩社員が語る高知で働く魅力とは？

▼予約はこちら▼

高知の企業 ４社出演！

高知にはどんな

企業があるの？

入社後の

キャリアプランは
？

仕事と休日の

ワークライフ

バランスは？
自宅から

再発見！



ご視聴いただき
ありがとうございました！



マイナビTV アンケート

①アンケートに回答！

⓶出席票を提出！

※セミナーの最初と最後に表示されます

※セミナー終了間際に表示されます

①

②

②

①


