KK （高知県工業会） ホットコーナー
２０２０年10月号 （５P版）
■8/２０ 工業系高校等との意見交換会を開催（人材確保委員会）
今回の意見交換会では、就職状況について報告後、県内就職を促進するためには、どのように取
り組みを進めたらよいのか、企業の継続的な採用や福利厚生面の充実等について意見交換がなさ
れました。
新型コロナの影響がある中、「ものづくり人材」の確保は以前にも増して大きな課題であり、
地域の産業界が果たす役割は大きなものであると考えます。
下表に工業高校の就職状況及び入学状況を示します。

◇参加機関：
・安芸桜ヶ丘高校、高知東工業高校、高知工業高校、須崎総合高校、宿毛工業高校
・高知職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ高知）、高知高等技術学校
・県教委高等学校課、県商工政策課
・工業会人材確保委員会（9社/1１名）

■工業高校4校の県内企業への就職状況
平成30年度 卒業者

令和元年度 卒業者

県内企業
就職者数(人）

県内企業
就職率（％）

県内企業
就職者数(人）

県内企業
就職率（％）

高知東工業高校

39

60.0

45

61.6

高知工業高校

63

44.4

65

47.1

須崎総合高校

42

47.7

34

50.0

宿毛工業高校

15

20.8

18

24.7

注）県内企業就職率＝県内企業就職者数/県内・外企業就職者数

注）公務員は除く

■令和元年度 工業高校4校の合格者数
学校

学科

定員(人）

合格者数(人）

高知工業高校

機械
電気

高知東工業高校

機械
電気

須崎総合高校

機械
電気

宿毛工業高校

機械
電気

40
40
40
40
20
20
20
40

37
35
40
19
15
11
20
10

注）上表は高知県庁ホームページより抜粋して作成
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■9/9 高知高等技術学校との交流事業 ❝とさとーく❞ の開催
主催 高知県中小企業青年中央会（中央会の青年部）

青年中央会（会長は工業会理事の島田誠氏）の会員企業と高知高等技術学校の学生が気軽に本音で
語り合うための交流事業を開催しました。
企業側は学生を理解する場として、また学生にとっては働くことを考えるきっかけとして、相互理
解を深める場の提供を行うことにより、雇用のミスマッチ低減や県内企業に目を向けてもらうきっか
けとすることを目的としています。
当日は、製造業、電気工事業、自動車整備業等の企業14社/15名
が参加し、工業会からは匠和会の所属企業等7社/7名が参加しました。

■2020 関西機械要素技術展 10/7～9開催
場所 :インテック大阪
●昨年まで、産業振興センターと連携し、受注拡大委員会として参加してきましたが、今年は
個々の企業を公募で決めていくこととなり、工業会会員企業3社が参加することとなっています。
●新型コロナによる経済活動への影響もあるところですが、感染も一定落ち着いてきており、
新規取引先の開拓など、活発な商談が図られることが期待されます。

■四国ビジネスマッチング2020（合同広域商談会）
11/５ 高知開催

●公益財団法人とくしま産業振興機構、公益財団法人かがわ産業支援財団、公益社団法人えひめ
産業振興財団及び公益財団法人高知県産業振興センター並びに公益財団法人全国中小企業振興機
関協会が合同で中小企業の広域的な取引促進を図るための商談会です。
●新規協力企業の開拓や四国の中小企業が有する優れた加工技術や開発製品などの情報収集の場
として活用が図られます。
●開催場所：サンピアセリーズ
●参加数：発注企業58社

受注企業150社(予定)
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■新会員のご紹介

■年内の行事予定
・10/30：工業会の取組み事例発表会 ・11/10-11：プレゼンテーション実践研修
・11/13：高知高専連携活動
※次ページに案内チラシを掲載
「県内企業研究会」
・11/15：ソフトボール大会
・12/22：県議会との交流会
（商工農林水産委員会）

■工業会の取組み事例発表会プログラム
日時：10月30日（金） 14：30～17：00
テーマ名

賛助会員

四国アイティサービス㈲
代表者 井上 博文氏
通信機器販売・施工・保守

※現在、参加者募集中
一般の方の参加もOK

場所：サンピアセリーズ

発表企業等

発表時間（分）

● 生産性向上のためのIE技術の紹介

田村IE技術事務所

４5

● 海外部会の取り組み報告

井上石灰工業㈱
(海外部会長)

２０

休 憩

10

● IT/IoT活用「産業機械への導入事例」

㈲上田電機

２５

● 自動給餌システム「餌ロボ」の開発

パシフィックソフトウエア開発㈱

２５

㈱土佐電子

２０

● 高機能無人搬送車の開発

≪編集後記≫
新型コロナの感染者数が一定落ち着いてきたこと等から
緊急事態宣言が解除され、感染拡大の防止と経済活動活性
化の両立が急がれています。
産業界でも見本市等が徐々に感染症防止対策を施しなが
ら開催されてきており、各方面でwithコロナ、ポストコロ
ナが模索されています。
高知のおまちでは大道芸フェアが開催され、達者な芸を
披露し、観客の皆さんから沢山の拍手を浴びていました。
（かのすえ）
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受講料
無料

営業での，売込み・説明の仕方と資料作成のノウハウを習得しましょう！

プレゼンテーション実践研修
（交渉力強化実践研修）

会場

日程

11/10 （火） ９：３０～１６：３０
11 （水） ９：３０～１６：３０
（※２日間の研修プログラムになります。）

高知県立地域職業訓練センター
本館２階 第４研修室
（コロナ対応：２日目の実習は２教室に分けます）

（高知市布師田3992-4） ※駐車場有

研修のねらい

■自社の販路拡大にむけて，顧客開拓にいかせるよう営業力・交渉力強化を目的とします。
□営業での，プレゼンテーションにおける説明や準備のノウハウを，ポイントを体感しながら理解・習得します。
□実習を繰り返し行い，他の受講生からのコメントをうけることで，自らのプレゼンテーション能力を実践的に高めていきます。

対象者

講師

二瓶 哲 （学校法人産業能率大学）
高知県内の事業所にお勤めの方
募集人数
１６名（開催当日受付可。ただし，募集人員に達し次第，締め切りとなりますので，事前に事務局にご確認ください。)
準備物（持参していただく物）
■ノートパソコン（パソコンを使用してプレゼンテーションを行います。パワーポイント等のプレゼン可能なソフトが必須です。）
■会社案内等の自社を紹介できる資料 （データをノートＰＣに保存し，持参ください。） □筆記用具
※ノートパソコンは２日目のみ持参ください。

１日目 9:30～16:30
①オリエンテーション
②プレゼンテーションの技術（概論）
③プレゼンテーション内容の構成
・基本的な構成
・基本構成をもとにした作成のスキル
④プレゼンテーションスライドの作成
・スライドの構成要素と作成のポイント
⑤プレゼンテーションのすすめ方
・好感を持たれるプレゼンテーションの手法
・わかりやすい話し方の基本スキル
・ボディランゲージの手法
⑥プレゼンテーションに磨きをかける

２日目 9：30～16：30
<午前>
⑦プレゼンテーション資料作成
⑧第１回プレゼンテーション実習
・プレゼンテーション発表（５名程度）
・相互コメントによる検討
<午後>
⑨プレゼンテーション資料修正
・スライドの修正 等
⑩第２回プレゼンテーション実習
・プレゼンテーション発表
⑪研修の振り返り

お申し込み先／高知県工業会
TEL ０８８-８５４-８９９３
FAX ０８８-８５４-８９９４

住所 〒781-5101
高知市布師田3992-3
高知県工業技術センター内

◆お申し込みについては， お申込書にご記入の上，FAXもしくは郵送にてお申し込みください。
◆申込期限は10月27日（火）
◆定員は１６名とします。参加希望者多数の場合は，申し込みの先着順とさせていただきます。
◆受講後アンケート及び，受講６か月後アンケートにご協力ください。
◆１日目，２日目それぞれ受付時に検温・健康確認を行います。37.5℃以上の発熱，その他，体調異常
がみられる場合は，来室をお控えいただく可能性があります。

◆参加時は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクのご着用をお願いします。
お問合せについては，
高知市商工振興課（088-823-9375）でもお受けできます。

主催：高知県工業会・高知市商工振興課
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募集スタート！

第 35 回高知県地場産業大賞
高知県内で製造または加工された優れた地場産品や地場産業に貢献のあった活動を募集
します。応募の中から、地場産業大賞はじめ、産業振興計画賞、地場産業賞、地場産業奨励
賞、高校生を対象とした高知県次世代賞の各賞を決定します。
また今年度に限り、新型コロナウィルス感染症対策に取り組む事業者を応援することと
し、各賞の中からコロナ感染症対策への取り組み１案件を今年度限りの特別賞として選出
します（該当案件がある場合のみ）
。
皆さまのご応募をお待ちしております。
応募対象
【地場産品】高知県内で製造又は加工された優れた地場産品
（概ね過去２年以内に商品化されたもの）
【活

動】高知県内の地場産業振興に貢献のあった活動
（概ね過去２年以内に実施されたもの）

【高 校 生】地域資源を活かした新しいものづくりや地域振興等につながっている活動 等
（農林水産物や鉱工業製品、地域の観光資源などの地域資源を活かしたものづ
くりや地域と連動した活動）

応募期間

10 月 30 日（金）まで
※高校生対象の「次世代賞」は 12 月 11 日(金)まで

応募書類

高知県産業振興センターホームページからダウンロード可
詳しくは「ぢばさん大賞」で検索→＜公式＞高知県地場産業大賞
https://joho-kochi.or.jp/jibasantaisho.php

応募先

問い合わせ先

781-5101 高知市布師田 3992－2
(公財)高知県産業振興センター 経営支援課 担当：吉本、小松

TEL

088-845-6600

FAX

088-846-2556

Email

kigyousinkou@joho-kochi.or.jp 5/5

