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（資料1） 
福島学院大学への志願・受験・合格・入学者数（直近5年） 

年度 学科
入学定員

（Ａ） 

志願者

（Ｂ） 

志願倍率

(Ｂ)/(Ａ) 

受験者

（Ｃ） 

合格者

（Ｄ） 

受験倍率

(Ｃ)/(Ｄ) 
入学者 

定員 

超過率 

平成

29

年度 

福祉心理 70 58 0.82 52 52 1.00 49 0.70 

こども 40 53 1.32 49 49 1.00 45 1.12 

計 110 111 1.00 101 101 1.00 94 0.85 

平成

30

年度 

福祉心理 70 64 0.91 63 60 1.05 55 0.78 

こども 40 46 1.15 44 44 1.00 38 0.95 

計 110 110 1.00 107 104 1.03 93 0.84 

令和

元 

年度 

福祉心理 70 82 1.17 75 74 1.01 61 0.87 

こども 40 36 0.90 34 32 1.06 26 0.65 

計 110 118 1.07 109 106 1.03 87 0.79 

令和

2 

年度 

福祉心理 70 90 1.28 86 86 1.00 81 1.15 

こども 40 40 1.00 40 40 1.00 39 0.97 

計 110 130 1.18 126 126 1.00 120 1.09 

令和

3 

年度 

福祉心理 70 88 1.25 80 77 1.04 70 1.00 

こども 40 53 1.32 49 47 1.04 45 1.12 

計 110 141 1.28 129 124 1.04 115 1.04 

5年計 550 610 1.10 572 561 1.02 509 0.92 

福島学院大学短期大学部への志願・受験・合格・入学者数（直近5年） 

年度 学科
入学定員

（Ａ） 

志願者

（Ｂ） 

志願倍率

(Ｂ)/(Ａ) 

受験者

（Ｃ） 

合格者

（Ｄ） 

受験倍率

(Ｃ)/(Ｄ) 
入学者 

定員 

超過率 

平成

29

年度 

保育 170 137 0.80 137 137 1.00 133 0.78 

食物栄養 50 25 0.50 25 25 1.00 25 0.50 

情報ビジネス 40 46 1.15 46 46 1.00 45 1.12 

計 260 208 0.80 208 208 1.00 203 0.78 

平成

30

年度 

保育 170 113 0.66 113 113 1.00 112 0.65 

食物栄養 50 27 0.54 26 26 1.00 26 0.52 

情報ビジネス 40 55 1.37 54 52 1.04 51 1.27 

計 260 195 0.75 193 191 1.01 189 0.72 

令和

元 

年度 

保育 170 125 0.73 125 125 1.00 123 0.72 

食物栄養 50 24 0.48 24 24 1.00 24 0.48 

情報ビジネス 40 58 1.45 58 58 1.00 58 1.45 

計 260 207 0.79 207 207 1.00 205 0.78 

令和

2 

年度 

保育 150 74 0.49 74 74 1.00 73 0.48 

食物栄養 50 27 0.54 27 27 1.00 26 0.52 

情報ビジネス 60 35 0.58 34 34 1.00 33 0.55 

計 260 136 0.52 135 135 1.00 132 0.50 

令和

3 

年度 

保育 150 74 0.49 74 73 1.01 71 0.47 

食物栄養 50 37 0.74 37 37 1.00 36 0.72 

情報ビジネス 60 41 0.68 40 40 1.00 40 0.66 

計 260 152 0.58 151 150 1.01 147 0.56 

5年計 1300 898 0.69 894 891 1.00 876 0.67 
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（資料 2） 
地域別の動向 過去 5 年の推移（短期大学・学校別） 
全国計

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
学校数 304 301 297 291 286 
志願倍率 1.33 1.30 1.30 1.30 1.16 
充足率 90.31 88.06 87.14 87.31 82.56 

東北（宮城を除く）

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
学校数 17 17 17 17 17 
志願倍率 0.87 0.87 0.89 0.80 0.84 
充足率 78.78 78.02 79.84 72.25 75.39 

学科系統別の動向 過去 5 年の推移（短期大学）

教育系 

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
学科数 194 196 192 189 189 
志願倍率 1.18 1.10 1.06 1.02 0.97 
充足率 89.26 84.40 83.06 81.44 78.98 

家政系 

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
学科数 119 117 115 111 112 
志願倍率 1.23 1.20 1.18 1.21 1.15 
充足率 87.01 83.67 80.75 83.35 80.72 

※出展元 日本私立学校振興・共済事業団

「令和 3 年度（2021）年度 私立大学・短期大学等入学動向」
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（資料 3） 

社会科学系学部の志願状況 

【全国】 

区分 
平成 令和 

29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 1,421,465 1,558,788 1,665,089 1,576,350 1,379,159 

指数 100.00 109.66 117.13 110.89 97.02 

※出展元 日本私立学校振興・共済事業団

「令和 3年度私立大学・短期大学等入学志願動向調査」 

※ 指数は、平成 29年度を 100とした場合

資料－3

－学生確保（資料）－5－



（資料４） 

福島学院大学 2021 年度入学者アンケート集計結果（併願校） 

福祉学部 

福心理学科 こども学科 

大学名 所在地 大学名 所在地 

国）福島大学(4) 福島県 国）福島大学(4) 福島県 

私）東北福祉大学(4) 宮城県 私）東北文教大学(1) 山形県 

私）尚絅学院大学(4) 宮城県 公）会津大学(1) 福島県 

公）岩手県立大学(2) 岩手県 公）会津大学短期大学部(1) 福島県 

私）白鷗大学(1) 栃木県 私）白鷗大学(1) 栃木県 

私）明星大学(1) 東京都 

国）秋田大学(1) 秋田県 

私）宮城学院女子大学(1) 宮城県 

私）郡山女子大学(1) 福島県 

私）日本大学(1) 東京都 

私）埼玉学園大学(1) 埼玉県 

私）島根大学(1) 島根県 

私）札幌学院大学(1) 北海道 

※（ ）回答数 
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（資料 5） 

近隣の競合が予想される大学 

国）福島大学 人文社会学群経済経営学類 

募集定員：225名（平成 30 年度まで）220名（平成 31年度から） 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 951 723 774 804 676 

指数 100.00 76.02 81.38 84.54 71.08 

国）山形大学 人文社会科学部 人文社会科学科 

  募集定員：165名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 472 459 582 420 451 

指数 100.00 97.24 123.30 88.98 95.55 

国）茨城大学 人文社会科学部 法律経済学科 

  募集定員：120名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 395 738 619 492 619 

指数 100.00 186.83 156.70 124.55 156.70 

公）宮城大学 事業構想学群 

  募集定員：200名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 714 901 737 772 901 

指数 100.00 126.19 103.22 108.12 126.19 

※ 出展元 各大学ＨＰ

私）東北学院大学 経営学部経営学科 

  募集定員：341名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 1,489 1,349 1,135 1,166 1,297 

指数 100.00 90.59 76.22 78.30 87.10 

私）東北福祉大学 総合マネジメント学部産業福祉マネジメント学科 

  募集定員：100名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 533 532 658 580 523 

指数 100.00 99.81 123.45 108.81 98.12 
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私）東北工業大学 ライフデザイン学部経営コミュニケーション学科 

  募集定員：80名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 206 246 225 284 231 

指数 100.00 119.41 109.22 126.2 112.13 

私）東北文化学園大学 総合政策学部総合政策学科（平成 29年度～令和 2年度） 

  経営法学部経営法学科（令和 3年度） 

  募集定員：70名（総合政策学部総合政策学科）、100名（経営法学部経営法学科） 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 163 135 284 235 201 

指数 100.00 82.82 174.23 144.17 123.31 

私）石巻専修大学 経営学部情報マネジメント学科 

  募集定員：45名 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 139 160 216 205 243 

指数 100.00 115.10 155.39 147.48 174.82 

近隣の競合が予想される大学計（全体） 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 

志願者数 5,062 5,243 5,230 4,958 5,142 

指数 100.00 103.57 103.31 97.94 101.58 

近隣の競合が予想される大学計（私立５大学のみ） 

元号 平成 令和 

年度 29年度 30年度 31年度 2 年度 3年度 

志願者数 2,530 2,422 2,518 2,470 2,495 

指数 100.00 95.73 99.52 97.62 98.61 

※ 指数は、平成 29年度を 100とした場合

※ 出展元 各大学ＨＰ

及びベネッセコーポレーション 受験結果データ（2017年度～2021 年度） 

※ 東北学院大学以外の各大学志願者数は、指定校推薦選抜結果を除く
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（資料 6） 

令和 3年度 競合が予想される大学の入学者数及び入学定員充足率 

国立大学 

大学名 学類・学科 入学定員 入学者数 
入学定員

充足率 

福島 経済経営 220 227 103.18 

山形 人文社会科 165 167 101.21 

茨城 法律経済 120 125 104.16 

公立大学 

大学名 学類・学科 入学定員 入学者数 
入学定員

充足率 

宮城 事業構想 200 215 107.50 

私立大学 

大学名 学類・学科 入学定員 入学者数 
入学定員

充足率 

東北学院 経営 341 354 103.81 

東北福祉 産業福祉マネジメント 100 115 115.00 

東北工業 経営コミュニケーション 80 99 123.75 

東北文化学園 経営法 100 83 83.00 

石巻専修 情報マネジメント 45 25 55.55 

※出展元 各大学ホームページ

※ 東北文化学園大学 総合政策学部総合政策学科

令和 2年度 70 名定員 入学者数：92名 入学定員充足率：131.4 
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福島学院大学
「マネジメント学部 地域マネジメント学科」

（仮称）
設置に関するニーズ調査

結果報告書

【高校生対象調査】

令和４年１月

株式会社 進研アド

Ⓒ Shinken-Ad. Co., Ltd. All Rights Reserved.
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１．調査目的

３．調査項目

2023年４月開設予定の福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」
新設構想に関して、高校生からの進学ニーズを把握する。

高校生対象調査

• 性別

• 高校種別

• 高校所在地

• 所属クラス

• 高校卒業後の希望進路

• 興味のある学問系統

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する
魅力度

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への受験意向

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への入学意向

２．調査概要

高校生対象 調査概要

高校生対象調査

調査対象 高校２年生

調査エリア 宮城県、山形県、福島県

調査方法 高校留置き調査

調査
対象数

依頼数
（依頼校数）

6,694人（37校）

有効回収数
（回収校数）

4,877人（34校）
有効回収率：72.9％

調査時期 2021年10月７日（木）～2021年11月５日（金）

調査実施機関 株式会社 進研アド
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高校生対象 調査結果まとめ
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高校生対象 調査結果まとめ

※本調査は、福島学院大学の「マネジメント学部 地域マネジメント学科」に対する需要
を確認するための調査として設計。福島学院大学の主な学生募集エリアである宮城
県、山形県、福島県に所在する高校の高校２年生に調査を実施し、4,877人から回
答を得た。

• 回答者の性別は「男性」が46.0％、「女性」が53.6％である。

• 回答者の在籍高校種別は「公立」が83.5％、「私立」が16.5％である。

• 回答者の在籍高校所在地は、福島学院大学の所在地である「福島県」が83.8％

を占め、最も多い。次に「宮城県」が13.5％、「山形県」が2.7％と続く。

• 回答者の所属クラスは「文系クラス（文系コース）」が35.9％で最も多い。次いで

「その他」が24.6％、「コース選択はない」が19.2％と続く。

回答者の属性

高校卒業後の希望進路や興味のある学問系統

• 回答者の高校卒業後の希望進路を複数回答で聴取したところ、「私立大学に進学」

の割合が36.4％で最も高い。次いで「国公立大学に進学」が34.0％、「専門学校・専

修学校に進学」が29.7％と続く。私立大学への進学志望者が多いことから、福島学

院大学がターゲットとする対象に調査を実施出来ていると考えられる。

• 回答者の興味のある学問系統を複数回答で聴取したところ、「マネジメント学部

地域マネジメント学科」の学びと関連する「経済・経営・商学」が23.3％で最も高

い。次いで「文学（心理学、考古学、地理学、歴史学、哲学など含む）」が16.3％、

「教員養成・教育学」が16.1％と続く。

－学生確保（資料）－13－



高校生対象 調査結果まとめ

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に
対する魅力度

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する魅力度

（※）は、すべての項目において７割を超える。

• 最も魅力度が高いのは、「Ａ．【知識集約型社会の到来に向けて、個々人の可能

性を最大限に伸ばします。】時代は、知識集約型社会に向けて変化しつつありま

す。その時代に向けて、基礎的で普遍的な知識を修得し、さらに専門的な知識と

技能を修得することによって、課題を克服する力、コミュニケーション能力など、自

立した個人を育成する教育課程の構成になっています。」（82.0％）である。

次に魅力度が高いのは、「Ｂ．【地域を活性化する活動を通して、社会に貢献して

いきます。】福島が直面するさまざまな課題を、現在から将来に持続的に解決して

いくために必要な知識や技能を、実践的に修得します。地域の課題を現場でとら

え（フィールドワーク）、課題を抽出して提起・検討し（演習授業）、具体的な提案や

解決策へと導く「福島ならではの学び」が教育課程に組みこまれています。」

（77.0％）、さらに「Ｃ．【「地域経営」と「地域政策」の二つの領域を実践的に学びま

す。】マネジメント学部・地域マネジメント学科は、基礎的な教養教育はもとより、専

門教育課程で『地域経営』と『地域政策』の二つの領域に関連する科目を配置して

います。この二つの領域を通して、地域と社会に具体的に向き合っていきます。」

（74.3％）と続く。

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値
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高校生対象 調査結果まとめ

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への
入学意向者数

※ここからは、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」に対して、Ｑ４で
「受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「入学したいと思う」と回答した人を入学意
向者と定義し、分析を行う。

• 回答者全体における入学意向は8.3％（407人）で、予定されている入学定員90人

を４倍以上上回る入学意向者がみられた。

＜属性別＞

◇性別

• 「男性」の入学意向は8.2％（2,245人中、183人）、「女性」の入学意向は8.5％

（2,616人中、223人）と、男女ともに予定している入定員数を２倍以上上回る入学

意向者がみられた。

◇高校所在地別

• 福島学院大学の所在地である「福島県」の高校在籍者からの入学意向は8.4％

（4,086人中、343人）と、予定している入学定員数を３倍以上上回る入学意向者が

みられた。

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への
受験意向・入学意向

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」を「受験したいと思う」と

答えた人は、9.2％（4,877人中、451人）である。

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」を「受験したいと思う」と

答えた451人のうち、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」に

「入学したいと思う」と回答した人は、90.2％（407人）である。

－学生確保（資料）－15－



高校生対象 調査結果まとめ

◇所属クラス別

• 「文系クラス（文系コース）」に所属している回答者の入学意向は11.2％（1,752人

中、197人）と、予定している入学定員数を２倍以上上回る入学意向者がみられ

た。

◇高校卒業後の希望進路別

• 福島学院大学を受験・入学する可能性が高い「私立大学に進学」を考えている回

答者の入学意向は10.0％（1,774人中、178人）と、予定している入学定員数を上

回る入学意向者がみられた。また、「国公立大学に進学」を考えている回答者の入

学意向は10.9％（1,657人中、180人）と、予定している入学定員数の２倍の入学意

向者がみられた。

◇「私立大学希望」×「興味のある学問系統」

• 私立大学進学希望者のうち、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント

学科」の学びと関連する「経済・経営・商学」「政策学」のいずれか一つ以上の学問

系統に興味がある回答者の入学意向は17.3％（539人中、93人）と、予定している

入学定員数を上回る入学意向者がみられた。ターゲットの条件をより精緻に

限定した場合でも、予定している入学定員数を上回る入学意向者がみられ

た。

◇福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する

魅力度別

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に魅力を感じて

いる回答者の入学意向は、いずれの特色でも10％を超えており、入学意向者数

はすべて、予定している入学定員数を４倍以上上回っている。
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高校生対象 調査結果
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(n=4,877) 男性

46.0%
女性

53.6%

無回答

0.3%

(n=4,877)

国立

0.0%

公立

83.5%

私立

16.5%

無回答

0.0%

■性別

回答者の属性（性別／高校種別／高校所在地／所属クラス）

■高校種別

■高校所在地

宮
城
県

山
形
県

福
島
県

無
回
答

(n=4,877)

13.5 
2.7 

83.8 

0.0 
0%

20%

40%

60%

80%

文系クラス
（文系コース）

理系クラス
（理系コース）

コース選択は
ない

その他 無回答

全体 (n=4,877) 35.9 18.0 19.2 24.6 

2.3 

【単位：％】

200 40 60 80 100

■所属クラス
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私
立
大
学
に
進
学

国
公
立
大
学
に
進
学

短
期
大
学
に
進
学

専
門
学
校
・

専
修
学
校
に
進
学

就
職

そ
の
他

無
回
答

(n=4,877)
36.4 

34.0 

11.4 

29.7 

21.4 

2.3 0.6 
0%

10%

20%

30%

■高校卒業後の希望進路

高校卒業後の希望進路

Ｑ１. あなたは、高校卒業後の進路について、現時点ではどのように考えていますか。

以下の項目から、あてはまるものすべてに○をつけてください。（いくつでも）
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総
合
科
学

看
護
・
保
健
学

医
・
歯
・
薬
学

理
学

工
学

農
・
水
産
学

そ
の
他

ま
だ
決
め
て
い
な
い

無
回
答

1.4 

14.9 

9.0 8.5 
10.3 

3.6 

10.7 
8.7 

0.6 
0%

10%

20%

経
済
・
経
営
・
商
学

政
策
学

文
学

（
心
理
学

、
考
古
学

、

地
理
学

、
歴
史
学

、
哲
学
な
ど

含
む

）

語
学

（
言
語
学
な
ど
含
む

）

法
学

（
政
治
学
な
ど
含
む

）

社
会
学

国
際
関
係
学

教
員
養
成
・
教
育
学

生
活
科
学

（
食
物
・
栄
養
学

、

被
服
学

、
児
童
学
な
ど
含
む

）

芸
術
学

（
美
術
・
デ
ザ
イ
ン

、

音
楽
な
ど
含
む

）

(n=4,877)
23.3 

2.9 

16.3 

8.8 
6.9 6.4 7.6 

16.1 

10.6 

14.7 

0%

10%

20%

■興味のある学問系統

興味のある学問系統

Ｑ２. あなたは、どのような学問に興味がありますか。以下の項目から、興味のある学問系統すべてに○をつけてください。

（いくつでも）（現時点で進学を希望されていない方も、進学する場合を想像してお答えください。）
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■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する魅力度

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値

Ｑ３. 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）には、以下のような特色があります。
それぞれの特色について、あなたはどの程度魅力を感じますか。（それぞれ、あてはまるもの１つに○）

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」
の特色に対する魅力度

※魅力度は、人数をもとに％を算出し、小数点第二位を四捨五入しているため、「とても魅力を感じる」と「ある程度魅力を感じる」の合計値と必ずしも一致しない

(各n=4,877)

とても魅力を
感じる

ある程度
魅力を感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

無回答

Ａ．

【知識集約型社会の到来に向けて、個々人
の可能性を最大限に伸ばします。】
時代は、知識集約型社会に向けて変化しつ
つあります。その時代に向けて、基礎的で普
遍的な知識を修得し、さらに専門的な知識と
技能を修得することによって、課題を克服す
る力、コミュニケーション能力など、自立した
個人を育成する教育課程の構成になってい
ます。

82.0

Ｂ．

【地域を活性化する活動を通して、社会に貢
献していきます。】
福島が直面するさまざまな課題を、現在から
将来に持続的に解決していくために必要な
知識や技能を、実践的に修得します。地域の
課題を現場でとらえ（フィールドワーク）、課題
を抽出して提起・検討し（演習授業）、具体的
な提案や解決策へと導く「福島ならではの学
び」が教育課程に組みこまれています。

77.0

Ｃ．

【「地域経営」と「地域政策」の二つの領域を
実践的に学びます。】
マネジメント学部・地域マネジメント学科は、
基礎的な教養教育はもとより、専門教育課程
で「地域経営」と「地域政策」の二つの領域に
関連する科目を配置しています。この二つの
領域を通して、地域と社会に具体的に向き
合っていきます。

74.3

19.2 

21.0 

17.0 

62.8 

55.9 

57.4 

13.1 

17.6 

19.7 

3.1 

3.5 

3.9 

1.9 

1.9 

2.0 

【単位：％】
200 40 60 80 100

魅力度

（※）
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入学したいと思う 入学したいと
思わない

全体 (n=4,877)

受験したいと思う 受験したいと
思わない

無回答

【単位：％】

200 40 60 80 100

8.3

（407人）
0.9

（44人）
89.0

（4,339人）

1.8

（87人）

入学したいと思う 入学したいと思わない 無回答

受験
意向者

(n=451)
90.2

（407人）

9.8

（44人）

0.0

（0人）

【単位：％】

200 40 60 80 100

受験したいと思う 受験したいと思わない 無回答

全体 (n=4,877)
9.2 

（451人）

89.0 

（4,339人）

1.8

（87人）

【単位：％】

200 40 60 80 100

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」
への受験意向／入学意向／受験意向別入学意向

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への受験意向

Ｑ４. あなたは、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）を受験してみたいと思いますか。
あなたの気持ちに近いもの１つに○をつけてください。（１つだけ）

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への入学意向

Ｑ５. あなたは、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）に合格したら、入学したいと
思いますか。あなたの気持ちに近いもの１つに○をつけてください。（１つだけ）

「受験したいと思う」と答えた451人のみ抽出

「受験意向（Ｑ４）」と「入学意向（Ｑ５）」を
かけあわせて集計（母数は全回答者）

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への
受験意向別入学意向
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■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」への
受験意向別入学意向＜属性別＞

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」
への受験意向別入学意向＜属性別＞

※入学意向者数＝「受験したいと思う」かつ「入学したいと思う」と回答した人の人数

※福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」に対して、Ｑ４で「受験した
いと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「入学したいと思う」と回答した人を福島学院大学「マ
ネジメント学部 地域マネジメント学科」の入学意向者と定義する。

＜属性別＞ 入学したいと思う 入学したいと
思わない

全体 (n=4,877) 407人 

男性 (n=2,245) 183人 

女性 (n=2,616) 223人 

宮城県 (n=659) 52人 

山形県 (n=132) 12人 

福島県 (n=4,086) 343人 

文系クラス（文系コース） (n=1,752) 197人 

理系クラス（理系コース） (n=876) 50人 

私立大学に進学 (n=1,774) 178人 

国公立大学に進学 (n=1,657) 180人 

経済・経営・商学 (n=525) 88人 

政策学 (n=57) 16人 

経済・経営・商学ｏｒ政策学 (n=539) 93人 

特色Ａ　魅力あり (n=3,998) 398人 

特色Ｂ　魅力あり (n=3,753) 393人 

特色Ｃ　魅力あり (n=3,624) 396人 

無回答

性
別

高
校

所
在
地
別

「
私
立
大
学
希
望

」

×

「
興
味
の
あ
る
学
問
系
統

」

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部

地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科

」

の
特
色
に
対
す
る
魅
力
度
別

所
属

ク
ラ
ス
別

受験したいと思う 受験したいと
思わない

高
校

卒
業
後
の

希
望
進
路
別

【単位：％】

200 40 60 80 100

8.3 

8.2 

8.5 

7.9 

9.1 

8.4 

11.2 

5.7 

10.0 

10.9 

16.8 

28.1 

17.3 

10.0 

10.5 

10.9 

0.9 

1.1 

0.8 

0.8 

1.5 

0.9 

1.4 

0.6 

1.1 

1.0 

2.1 

1.8 

2.0 

1.1 

1.1 

1.1 

89.0 

89.0 

89.0 

89.5 

85.6 

89.0 

85.8 

92.2 

87.0 

87.0 

79.8 

70.2 

79.4 

88.9 

88.4 

87.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.8 

3.8 

1.7 

1.5 

1.5 

1.8 

1.1 

1.3 

0.0 

1.3 

0.1 

0.1 

0.1 

入学

意向者数

（※）
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調査票
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調査票
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福島県 宮城県
エリア 学校名 エリア 学校名
県北 福島県立福島東高等学校 仙南 宮城県大河原商業高等学校
県北 福島県立福島商業高等学校 仙南 宮城県角田高等学校
県北 福島県立福島南高等学校 仙南 宮城県白石高等学校
県北 福島県立保原高等学校 仙南 宮城県名取北高等学校
県北 福島県立安達高等学校
県北 私立福島高等学校 山形県
県北 私立福島成蹊高等学校 エリア 学校名
県北 私立福島東稜高等学校 置賜 山形県立米沢商業高等学校
県中 福島県立郡山東高等学校 置賜 私立米沢中央高等学校
県中 福島県立あさか開成高等学校 置賜 山形県立長井高等学校
県中 福島県立郡山商業高等学校
県中 福島県立須賀川高等学校
県中 福島県立須賀川桐陽高等学校
県中 福島県立清陵情報高等学校
県中 福島県立田村高等学校
県南 福島県立白河高等学校
県南 福島県立白河旭高等学校
県南 福島県立光南高等学校
県南 私立石川高等学校
会津 福島県立葵高等学校
会津 福島県立若松商業高等学校
会津 福島県立喜多方高等学校
会津 福島県立大沼高等学校
いわき 福島県立湯本高等学校
相双 福島県立相馬高等学校
相双 福島県立小高産業技術高等学校
相双 福島県立ふたば未来学園高等学校

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査回答高等学校一覧
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（資料 8） 
進学者数・進学率（現役）の推移（県別：平成 23 年～令和 2 年） 
福島県

年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 

卒業者数 19,726 19,100 19,067 18,103 17,847 17,387 17,607 16,967 16,850 16,479 

大学
進学者 7,069 7,016 7,019 6,884 6,796 6,848 6,942 6,760 6,669 6,559 
進学率（現役） 35.8 36.7 37.2 38.0 38.1 39.4 39.4 39.8 39.6 39.8 

短期大学
進学者 1,176 1,131 1,059 1,014 994 1,008 992 998 940 894 
進学率（現役） 6.0 5.9 5.6 5.6 5.6 5.8 5.6 5.9 5.6 5.4 

宮城県

年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 

卒業者数 20,594 19,965 20,453 19,851 19,983 19,749 19,967 19,877 19,629 19,363 

大学
進学者 8,674 8,608 9,020 8,836 8,927 9,003 9,025 8,942 8,850 8,807 
進学率（現役） 42.1 43.1 44.1 44.5 44.7 45.6 45.2 45.0 45.1 45.5 

短期大学
進学者 644 591 741 739 802 755 801 851 848 846 
進学率（現役） 3.1 3.0 3.6 3.7 4.0 3.8 4.0 4.3 4.3 4.4 

山形県

年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 

卒業者数 11,254 10,901 11,176 10,553 10,632 10,204 10,073 9,943 9,849 9,791 

大学
進学者 4,402 4,303 4,232 4,041 4,069 3,864 3,876 3,865 3,736 3,912 
進学率（現役） 39.1 39.5 37.9 38.3 38.3 37.9 38.5 38.9 37.9 40.0 

短期大学
進学者 741 657 649 610 656 639 628 570 590 540 
進学率（現役） 6.6 6.0 5.8 5.8 6.2 6.3 6.2 5.7 6.0 5.5 

※ 出展元 リクルート総研 マーケットリポート VOL.84 2021 年 4月号

 18歳人口予測 大学・短期大学・専門学校 進学率地元残留率の動向 東北版

資料－８
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（資料 9） 
本学福祉学部および近隣の競合が予想される大学の初年度納付金（令和 3 年度） 

設置別）大学名 学部 学科 入学金 授業料 施設費 
教育充実

費他 
諸会費 

初年度 

納付金 

入学時最低

納入金 

本学初年度 

納付金との

比較 

私）福島学院 マネジメント 地域マネジメント 150,000 800,000 280,000 20,000 1,250,000 710,000 

私）福島学院 福祉 福祉心理、こども 150,000 800,000 280,000 20,000 1,250,000 710,000 0 

国）福島 人文社会学群 経済経営学類 282,000 535,800 817,800 △482,200

国）山形 人文社会科学 人文社会科学 282,000 535,800 817,800 △482,200

国）茨城 人文社会科学 法律経済 282,000 535,800 817,800 △482,200

公）宮城 事業構想学群 事業プランニング学類 
564,000 

（県外者） 
535,800 47,660 1,147,460 608,660 △102,540

私）東北学院 経営 経営 270,000 780,000 180,000 20,000 29,800 1,279,800 789,800 29,800 

私）東北福祉 総合マネジメント 産業福祉マネジメント 100,000 733,000 241,000 50,000 44,200 1,168,200 776,700 △81,800

私）東北工業 ライフデザイン 経営コミュニケーション 250,000 680,000 200,000 68,660 1,198,660 748,660 △51,340

私）東北文化学園 経営法 経営法 240,000 760,000 250,000 18,000 29,660 1,268,000 754,000 18,000 

私）石巻専修 経営 情報マネジメント 230,000 700,000 230,000 50,000 30,000 1,240,000 508,000 △10,000

資料－9

－学生確保（資料）－31－



（資料 10） 

令和 2 年度 進学説明会参加状況

月 県名 開催都市 

4月 

福島県 福島市（30）、郡山市（17）、いわき市（1） 
宮城県 仙台市（4）、大崎市（6）
山形県 山形市（7） 

5月 

福島県 福島市（11）、郡山市（14）、いわき市（1）、会津若松市（3） 
山形県 山形市（9） 
秋田県 秋田市（1）

6月 

福島県 福島市（9）、郡山市（14）、相馬市(3)、会津若松市（6）、白河市（1） 
宮城県 気仙沼市（3）、栗原市（1）
山形県 山形市（6）

7月 
福島県 福島市 （5）、郡山市（8）
宮城県 仙台市（1）

9月 

福島県 福島市（13）、郡山市（0）
宮城県 仙台市（2）
山形県 山形市（11）

10月 
宮城県 仙台市（3）、気仙沼市（3）、大河原市（1）
山形県 山形市（1）

12月 

福島県 
福島市（3）、郡山市（9）、いわき市（6）、会津若松市（3）、 
相馬市（3）、須賀川市 

宮城県 仙台市（7）、栗原市（11）
山形県 山形市（1）

1月 
宮城県 名取市（6）
山形県 米沢市（3）、新庄市（2）

2月 福島県 福島市（延期）、郡山市（中止）、白河市（3）、いわき市（4）
3月 福島県 福島市（予定）、郡山市（予定） 

※（ ）は本学への相談者数 
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資料１１ 調査 福島県内における新卒者就職の現状分析に

ついて 

 

出典：とうほう地域総合研究所 発行 「福島の進路 2021.2」 

引用範囲：（9～19ｐ） 
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（資料 12） 
福島学院大学・福島学院大学短期大学部 学部学科別就職希望者数・就職者数・就職率（平成 28 年度～令和 2 年度） 

学部 学科 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

福祉学部

福祉心理学科

就職希望者数 40 人 38 人 35 人 43 人 32 人 
就職者数 40 人 38 人 30 人 43 人 29 人 
就職率 100.00％ 100.00％ 85.71％ 100.00％ 90.62％ 

こども学科

（平成 30 年度以降） 

就職希望者数 － － 24 人 14 人 38 人 
就職者数 － － 24 人 14 人 36 人 
就職率 － － 100.00％ 100.00％ 94.73％ 

短期大学部

保育学科

（計画履修生含む）

就職希望者数 126 人 129 人 115 人 102 人 109 
就職者数 124 人 128 人 115 人 100 人 108 
就職率 98.41％ 99.22％ 100.00％ 98.03％ 99.08％ 

食物栄養学科

就職希望者数 38 人 32 人 20 人 22 人 24 人 
就職者数 38 人 32 人 20 人 22 人 24 人 
就職率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 

情報ビジネス学科

就職希望者数 21 人 33 人 38 人 44 人 45 人 
就職者数 21 人 33 人 38 人 44 人 45 人 
就職率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 
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（資料 13） 
福島学院大学福祉学部 卒業生就職先所在地（平成 28 年度から令和 2 年度） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 
福島県 24 人 30 人 37 人 40 人 58 人 
宮城県 3 人 6 人 3 人 5 人 5 人 
山形県 1 人 4 人 4 人 2 人 
茨城県 2 人 1 人 
岩手県 1 人 1 人 
その他 8 人 2 人 7 人 6 人 6 人 

県内就職率 66.66％ 76.92％ 71.15％ 70.17％ 80.55％ 
県外就職率 33.34％ 23.08％ 28.85％ 29.83％ 19.45％ 

福島学院大学短期大学部情報ビジネス学科 卒業生就職先所在地（平成 28 年度から令和 2 年度） 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

福島県 28 人 26 人 27 人 39 人 33 人 
宮城県 1 人 3 人 1 人 2 人 3 人 
山形県 1 人 1 人 
栃木県 1 人 
岩手県 1 人 
その他 1 人 1 人 4 人 3 人 6 人 

県内就職率 93.33％ 83.87％ 84.37％ 88.63％ 73.33％ 
県外就職率 6.67％ 16.13％ 15.63％ 11.37％ 26.67％ 
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令和４年１月

株式会社 進研アド

Ⓒ Shinken-Ad. Co., Ltd. All Rights Reserved.

福島学院大学
「マネジメント学部 地域マネジメント学科」

（仮称）
設置に関するニーズ調査

結果報告書

【企業対象調査】
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企業対象調査

調査対象 企業の採用担当者

調査エリア

（発送エリア）
宮城県、山形県、福島県

調査方法 郵送調査

調査
対象数

依頼数 720社

回収数（回収率） 229社（31.8％）

調査時期 2021年10月７日（木）～2021年10月29日（金）

調査実施機関 株式会社 進研アド

１．調査目的

３．調査項目

2023年４月開設予定の福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」新
設構想に関して、企業のニーズを把握する。

企業対象調査

• 人事採用への関与度

• 本社所在地

• 業種

• 従業員数

• 正規社員の平均採用人数

• 本年度の採用予定数

• 採用したい学問分野

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する
魅力度

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の社会的必要性

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生に対する
採用意向

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生の毎年の
採用想定人数

２．調査概要

企業対象 調査概要
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企業対象 調査結果まとめ

－学生確保（資料）－38－



※本調査は、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」に対する人材需
要を確認するための調査として設計。福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメ
ント学科」の卒業生就職先として想定される企業の人事関連業務に携わっている人を
対象に調査を実施し、229企業から回答を得た。

• 回答者の人事採用への関与度を聞いたところ、「採用の決裁権があり、選考にか

かわっている」人は30.1％、「採用の決裁権はないが、選考にかかわっている」人

が57.2％と、採用や選考にかかわる人事担当者からの意見を聴取できていると考

えられる。

• 回答企業の本社所在地は、福島学院大学の所在地である「福島県」が86.5％を占

め、最も多い。次いで「宮城県」が8.7％、「山形県」が2.6％である。

• 回答企業の業種としては「製造業」が28.8％で最も多い。次いで「卸売・小売業」が

21.4％、「建設業」が17.0％である。

• 回答企業の従業員数（正規社員）は、「50名未満」が41.5％で最も多い。次いで

「100名～500名未満」が33.2％、「50名～100名未満」が17.5％である。

企業対象 調査結果まとめ

回答企業（回答者）の属性

回答企業の採用状況（過去３か年）／
本年度の採用予定数／採用したい学問分野

• 回答企業の平均的な正規社員の採用人数は、「１名～５名未満」が52.4％で最も多

い。次いで「５名～10名未満」が17.5％、「10名～20名未満」が8.3％である。

• 回答企業の本年度の採用予定数は、「昨年度並み」が44.5％で最も多い。次いで

「未定」が25.8％、「増やす」が23.6％である。採用が未定の企業も一定数みられる

ものの、回答企業の多くで昨年と同等かそれ以上の採用が予定されている様子で

ある。

• 回答企業の採用したい学問分野を複数回答で聴取したところ、「学んだ学問分野

にはこだわらない」が37.1％で最も高い。次いで「工学」が35.8％、「経済・経営・商

学」が29.7％である。
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企業対象 調査結果まとめ

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の
特色に対する魅力度

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する魅力度

（※）は、すべての項目で８割を超える。

• 最も魅力度が高いのは、「Ａ．【知識集約型社会の到来に向けて、個々人の可能

性を最大限に伸ばします。】時代は、知識集約型社会に向けて変化しつつありま

す。その時代に向けて、基礎的で普遍的な知識を修得し、さらに専門的な知識と

技能を修得することによって、課題を克服する力、コミュニケーション能力など、自

立した個人を育成する教育課程の構成になっています。」（88.6％）である。

次に魅力度が高いのは、「Ｃ．【「地域経営」と「地域政策」の二つの領域を実践的

に学びます。】マネジメント学部・地域マネジメント学科は、基礎的な教養教育はもと

より、専門教育課程で『地域経営』と『地域政策』の二つの領域に関連する科目を配

置しています。この二つの領域を通して、地域と社会に具体的に向き合っていきま

す。」（86.5％）、さらに「Ｂ．【地域を活性化する活動を通して、社会に貢献していき

ます。】福島が直面するさまざまな課題を、現在から将来に持続的に解決していく

ために必要な知識や技能を、実践的に修得します。地域の課題を現場でとらえ

（フィールドワーク）、課題を抽出して提起・検討し（演習授業）、具体的な提案や解

決策へと導く「福島ならではの学び」が教育課程に組みこまれています。」

（84.7％）と続く。

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した企業の合計値
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企業対象 調査結果まとめ

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生に
対する採用意向・毎年の採用想定人数

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生を「採用したいと思

う」と答えた企業は、56.8％（229企業中、130企業）である。

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の卒業生を「採用したいと

思う」と答えた130企業へ福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」

卒業生の採用を毎年何名程度想定しているか聞いたところ、採用想定人数の合

計は175名で、予定している入学定員数90名を上回っている。このことから、安定し

た人材需要があることがうかがえる。

＜属性別＞

◇本社所在地別

• 「東北（宮城・山形・福島）」エリアに本社がある企業からの採用意向は、57.6％

（224企業中、129企業）。採用想定人数の合計は172人で、予定している入学定員

数を上回っている。また、「福島県」に本社がある企業で絞ると、採用意向は、

58.1％（198企業中、115企業）。採用想定人数の合計は150人で、予定している入

学定員数を上回っている。

◇業種別

• 「卸売・小売業」の企業からの採用意向は、87.8％（49企業中、43企業）。採用想

定人数の合計は62人で、一定の採用意向がみられる。

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の社会的必要性につい

ての評価は、90.0％（229企業中、206企業）が「必要だと思う」と回答しており、多く

の企業からこれからの社会にとって必要な学部学科であると評価されていることが

うかがえる。

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の
社会的必要性
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◇従業員数別

• 従業員数が「50名未満」から「500名以上」まで従業員数にかかわらず、一定の採

用意向がみられる。

◇正規社員の平均採用人数別

• 正規社員を１名以上採用している企業は、「１名～５名未満」から「20名以上」まで

一定の採用意向がみられる。

◇本年度の採用予定数別

• 本年度の採用予定数を「増やす」「昨年度並み」と回答した企業からは、一定の採

用意向がみられる。

◇採用したい学問分野別

• 「学んだ学問分野にはこだわらない」と回答した企業からの採用意向は、62.4％

（85企業中、53企業）。採用想定人数の合計は85人で、一定の採用意向がみられ

る。また採用したい学問系統について「経済・経営・商学」「政策学」のいずれか一

つ以上を回答した企業からの採用意向は、73.5％（68企業中、50企業）。採用想定

人数の合計は58人で、一定の採用意向がみられる。

◇福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する

魅力度別

• 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に魅力を感じてい

る企業の採用意向は、いずれの特色でも６割を超えている。採用想定人数の合計

もいずれも160人以上と、予定している入学定員数を上回っている。

◇社会的必要性別

• 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」が社会的に「必要だと思う」と回答した

企業からの採用意向は、62.6％（206企業中、129企業）。採用想定人数の合計は

175人で、予定している入学定員数を上回っている。

企業対象 調査結果まとめ
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企業対象 調査結果
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(n=229)
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全体 (n=229) 30.1 57.2 11.8 
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【単位：％】

200 40 60 80 100

回答企業（回答者）の属性（人事採用への関与度／本社所在地）

■人事採用への関与度
Ｑ１. アンケートにお答えいただいている方の、人事採用への関与度をお教えください。（あてはまる番号１つに○）

■本社所在地
Ｑ２. 貴社・貴団体の本社（本部）所在地について、都道府県名をお教えください。
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■業種
Ｑ３. 貴社・貴団体の業種について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

回答企業（回答者）の属性（業種／従業員数）
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28.8 

4.4 

21.4 

0.9 

17.0 

3.5 4.4 
2.6 1.7 1.3 

8.7 

1.3 0.4 
0%

10%

20%

■従業員数
Ｑ４. 貴社・貴団体の従業員数（正規社員）について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

5
0
名
未
満

5
0
名
～

1
0
0
名
未
満

1
0
0
名
～

5
0
0
名
未
満

5
0
0
名
～

1
,
0
0
0
名
未
満

1
,
0
0
0
名
～

5
,
0
0
0
名
未
満

5
,
0
0
0
名
以
上

無
回
答

(n=229)
41.5 

17.5 

33.2 

3.9 3.9 
0.0 0.0 

0%

20%

40%
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増やす 昨年度並み 減らす 未定 無回答

全体 (n=229) 23.6 44.5 6.1 25.8 

0.0 

【単位：％】

200 40 60 80 100

０
名

１
名
～

５
名
未
満

５
名
～

1
0
名
未
満

1
0
名
～

2
0
名
未
満

2
0
名
～

3
0
名
未
満

3
0
名
～

5
0
名
未
満

5
0
名
～

1
0
0
名
未
満

1
0
0
名
以
上

無
回
答

(n=229)

7.4 

52.4 

17.5 

8.3 
3.5 3.5 3.5 3.9 

0.0 
0%

20%

40%

正規社員の平均採用人数／本年度の採用予定数

Ｑ５. 貴社・貴団体の過去３か年の平均的な正規社員の採用数について、お教えください。（あてはまる番号１つに○）

■正規社員の平均採用人数

■本年度の採用予定数

Ｑ６. 貴社・貴団体の本年度の採用予定数は、昨年度と比較していかがですか。(あてはまる番号１つに○)

－学生確保（資料）－46－



(n=229)

経
済
・
経
営
・
商
学

政
策
学

文
学

語
学

法
学

社
会
学

国
際
関
係
学

教
員
養
成
・
教
育
学

生
活
科
学

芸
術
学

29.7 

3.5 2.6 3.9 3.9 
6.6 

3.5 1.7 2.6 3.1 

0%

10%

20%

30%

総
合
科
学

看
護
・
保
健
学

医
・
歯
・
薬
学

理
学

工
学

農
・
水
産
学

そ
の
他

学
ん
だ
学
問
分
野
に
は

こ
だ
わ
ら
な
い

無
回
答

3.9 
0.9 0.9 

10.9 

35.8 

12.7 

5.2 

37.1 

0.0 
0%

10%

20%

30%

採用したい学問分野

Ｑ７. 貴社・貴団体では、今後、大学でどのような学問分野を学んだ人物を採用したいとお考えですか。
（あてはまる番号すべてに○）

■採用したい学問分野

－学生確保（資料）－47－



(各n=229)

とても魅力を
感じる

ある程度
魅力を感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

無回答

Ａ．

【知識集約型社会の到来に向けて、個々人
の可能性を最大限に伸ばします。】
時代は、知識集約型社会に向けて変化しつ
つあります。その時代に向けて、基礎的で普
遍的な知識を修得し、さらに専門的な知識と
技能を修得することによって、課題を克服す
る力、コミュニケーション能力など、自立した
個人を育成する教育課程の構成になってい
ます。

88.6

Ｂ．

【地域を活性化する活動を通して、社会に貢
献していきます。】
福島が直面するさまざまな課題を、現在から
将来に持続的に解決していくために必要な
知識や技能を、実践的に修得します。地域の
課題を現場でとらえ（フィールドワーク）、課題
を抽出して提起・検討し（演習授業）、具体的
な提案や解決策へと導く「福島ならではの学
び」が教育課程に組みこまれています。

84.7

Ｃ．

【「地域経営」と「地域政策」の二つの領域を
実践的に学びます。】
マネジメント学部・地域マネジメント学科は、
基礎的な教養教育はもとより、専門教育課程
で「地域経営」と「地域政策」の二つの領域に
関連する科目を配置しています。この二つの
領域を通して、地域と社会に具体的に向き
合っていきます。

86.5

24.5 

28.4 

23.6 

64.2 

56.3 

62.9 

10.9 

14.4 

13.1 

0.4 

0.9 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

【単位：％】
200 40 60 80 100

魅力度

（※）

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の特色に対する魅力度

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値

Ｑ８. 福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）には、以下のような特色があります。
貴社・貴団体（ご回答者）にとって、これらの特色はそれぞれどの程度魅力に感じますか。
（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の
特色に対する魅力度

※魅力度は、人数をもとに％を算出し、小数点第二位を四捨五入しているため、「とても魅力を感じる」と「ある程度魅力を感じる」の合計値と必ずしも一致しない

－学生確保（資料）－48－



標
本
数

単
位

１
名

２
名

３
名

４
名

５
名
～

９
名

1
0
名
以
上

毎
年
の
採
用
想
定
人
数
を

示
し
た
企
業
数
・
計

お
よ
び
採
用
想
定
人
数
・

計

（
※

）

％ 60.8% 20.0% 10.0% 0.0% 0.8% 0.0%

企業数 79 26 13 0 1 0 119

名 79 52 39 0 5 0 175

 全体 130 ⇒

採用したいと思う 採用したいと思わない 無回答

全体 (n=229)
56.8

（130企業）

34.9

（80企業）

8.3

（19企業）

【単位：％】

200 40 60 80 100

必要だと思う 必要だと思わない 無回答

全体 (n=229)
90.0

（206企業）

8.3

（19企業）

1.7

（4企業）

【単位：％】

200 40 60 80 100

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の社会的
必要性／卒業生に対する採用意向／卒業生の毎年の採用想定人数

「採用したいと思う」と答えた130企業のみ抽出

※ 毎年の採用想定人数・計 「５名～９名」＝５名、「10名以上」＝10名 を代入し合計値を算出

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生に対する
採用意向

Ｑ10.貴社・貴団体（ご回答者）では、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）を
卒業した学生について、採用したいと思われますか。（あてはまる番号１つに○）

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生の毎年の
採用想定人数

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」の社会的必要性
Ｑ９. 貴社・貴団体（ご回答者）は、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）は、

これからの社会にとって必要だと思われますか。（あてはまる番号１つに○）

Ｑ11.Ｑ10で「１．採用したいと思う」と回答された方におたずねします。
採用を考える場合、福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」（仮称、設置構想中）を卒業した学生に
ついて、毎年何名程度の採用を想定されますか。（あてはまる番号１つに○）

－学生確保（資料）－49－



全体 (n=229) 130企業 175人 

東北（宮城・山形・福島） (n=224) 129企業 172人 

　福島県 (n=198) 115企業 150人 

製造業 (n=66) 29企業 32人 

卸売・小売業 (n=49) 43企業 62人 

サービス業 (n=20) 13企業 24人 

50名未満 (n=95) 48企業 60人 

50名～100名未満 (n=40) 19企業 23人 

100名～500名未満 (n=76) 49企業 70人 

500名以上 (n=18) 14企業 22人 

１名～５名未満 (n=120) 68企業 78人 

５名～10名未満 (n=40) 22企業 34人 

10名～20名未満 (n=19) 13企業 25人 

20名以上 (n=33) 22企業 35人 

増やす (n=54) 33企業 53人 

昨年度並み (n=102) 62企業 81人 

経済・経営・商学 (n=68) 50企業 58人 

政策学 (n=8) 6企業 10人 

学んだ学問分野にはこだわらない (n=85) 53企業 85人 

経済・経営・商学ｏｒ政策学 (n=68) 50企業 58人 

特色Ａ　魅力あり (n=203) 127企業 172人 

特色Ｂ　魅力あり (n=194) 124企業 169人 

特色Ｃ　魅力あり (n=198) 127企業 172人 

社
会
的

必
要
性

別 必要だと思う (n=206) 129企業 175人 

採
用
し
た
い

学
問
分
野
別

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部

地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

学
科

」
の

特
色
に
対
す
る

魅
力
度
別

本
社

所
在
地
別

業
種
別

本
年
度
の

採
用

予
定
数
別

従
業
員
数
別

正
規
社
員
の

平
均
採
用

人
数
別

56.8 

57.6 

58.1 

43.9 

87.8 

65.0 

50.5 

47.5 

64.5 

77.8 

56.7 

55.0 

68.4 

66.7 

61.1 

60.8 

73.5 

75.0 

62.4 

73.5 

62.6 

63.9 

64.1 

62.6 

0 20 40 60 80 100
【単位：％】

採用意向

企業

・合計

採用

想定人数

・合計

採用意向（％）

■福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」卒業生に対する
採用意向／採用想定人数＜属性別＞

福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」
卒業生に対する採用意向／採用想定人数＜属性別＞

※福島学院大学「マネジメント学部 地域マネジメント学科」に対して、Ｑ10で「採用したいと
思う」と回答した企業を【採用意向企業】と定義し、さらに【採用意向企業】のうち、Q11で
回答した企業が示す具体的な人数を【採用想定人数】と定義する。

＜属性別＞

※ 採用想定人数・合計 「５名～９名」＝５名、「10名以上」＝10名 を代入し合計値を算出－学生確保（資料）－50－



巻末資料 調査票
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調査票

Ｑ１． アンケートにお答えいただいている方の、人事採用への関与度をお教えください。

（あてはまる番号１つに○）

1. 採用の決裁権があり、選考にかかわっている

2. 採用の決裁権はないが、選考にかかわっている

3. 採用時には直接かかわらず、情報や意見を収集・提供する立場にある

Ｑ２． 貴社・貴団体の本社（本部）所在地について、都道府県名をお教えください。

Ｑ３． 貴社・貴団体の業種について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

1. 公務 6. 卸売・小売業 11. 不動産業

2. 金融・保険業 7. 飲食店・宿泊業 12. 医療・福祉

3. 農・林・漁・鉱業 8. 建設業 13. 複合サービス事業

4. 製造業 9. 電気・ガス・熱供給・水道業 14. サービス業

5. 運輸業 10. 情報通信業 15. その他

Ｑ４． 貴社・貴団体の従業員数（正規社員）について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

1. 50名未満 3. 100名～500名未満 5. 1,000名～5,000名未満

2. 50名～100名未満 4. 500名～1,000名未満 6. 5,000名以上

Ｑ５． 貴社・貴団体の過去３か年の平均的な正規社員の採用数について、お教えください。

（あてはまる番号１つに○）

1. 0名 4. 10名～20名未満 7. 50名～100名未満

2. 1名～5名未満 5. 20名～30名未満 8. 100名以上

3. 5名～10名未満 6. 30名～50名未満

Ｑ６． 貴社・貴団体の本年度の採用予定数は、昨年度と比較していかがですか。(あてはまる番号１つに○)

1. 増やす 3. 減らす

2. 昨年度並み 4. 未定

裏面へ続く→

福島学院大学では2023年（令和５年）４月より、「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称）を新設する
ことを構想しています。
このアンケートは採用ご担当者の皆様からご意見をお伺いし、より充実した大学や学部・学科にするための参
考資料とさせていただくものです。
このアンケートで得られた情報や回答内容は、上記の目的のための統計資料としてのみ活用し、個人を特定
することは一切ありません。
つきましては、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。

福島学院大学「マネジメント学部　地域マネジメント学科」（仮称） に
関するアンケート

都 ・ 道 ・ 府 ・ 県　←１つに○本社(本部)所在地

※このアンケートや同封した資料に記載されている 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称、設置構想
中）に関する事項はすべて予定であり内容が変更になる可能性があります。

はじめに、貴社・貴団体についてお伺いいたします。

－学生確保（資料）－52－



調査票

Ｑ７． 貴社・貴団体では、今後、大学でどのような学問分野を学んだ人物を採用したいとお考えですか。

（あてはまる番号すべてに○）

1. 経済・経営・商学 7. 国際関係学 13. 医・歯・薬学

2. 政策学 8. 教員養成・教育学 14. 理学

3. 文学 9. 生活科学 15. 工学

4. 語学 10. 芸術学 16. 農・水産学

5. 法学 11. 総合科学 17. その他

6. 社会学 12. 看護・保健学 18. 学んだ学問分野にはこだわらない

Ｑ８． 福島学院大学 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称、設置構想中）には、以下のような特色があります。

貴社・貴団体（ご回答者）にとって、これらの特色はそれぞれどの程度魅力に感じますか。

（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

とても ある程度 あまり まったく

魅力を 魅力を 魅力を 魅力を

感じる 感じる 感じない 感じない

例． ○○である。 → １ ２ ３ ４

Ｑ９． 貴社・貴団体（ご回答者）は、福島学院大学 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称、設置構想中）は、

これからの社会にとって必要だと思われますか。（あてはまる番号１つに○）

1. 必要だと思う 2. 必要だと思わない

Ｑ10． 貴社・貴団体（ご回答者）では、福島学院大学 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称、設置構想中）を

卒業した学生について、採用したいと思われますか。（あてはまる番号１つに○）

1. 採用したいと思う 2. 採用したいと思わない

Ｑ11． Ｑ10で「１．採用したいと思う」と回答された方におたずねします。

採用を考える場合、福島学院大学 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称、設置構想中）を

卒業した学生について、毎年何名程度の採用を想定されますか。（あてはまる番号１つに○）

1. １名 3. ３名 5. ５名～９名

2. ２名 4. ４名 6. 10名以上

～質問は以上です。ご協力ありがとうございました。～

C. →

【「地域経営」と「地域政策」の二つの領域を実践的に学びます。】
マネジメント学部・地域マネジメント学科は、基礎的な教養教育はもとよ
り、専門教育課程で「地域経営」と「地域政策」の二つの領域に関連する
科目を配置しています。この二つの領域を通して、地域と社会に具体的
に向き合っていきます。 

３

１

４

２ ３ ４１

B. → １ ２

【地域を活性化する活動を通して、社会に貢献していきます。】
福島が直面するさまざまな課題を、現在から将来に持続的に解決してい
くために必要な知識や技能を、実践的に修得します。地域の課題を現場
でとらえ（フィールドワーク）、課題を抽出して提起・検討し（演習授業）、具
体的な提案や解決策へと導く「福島ならではの学び」が教育課程に組み
こまれています。

福島学院大学では、2023年（令和５年）４月に、
新しく 「マネジメント学部 地域マネジメント学科」 （仮称）を設置することを構想しています。

※ ここからは、アンケートに同封している資料をご覧いただいた上でお答えください ※

A. → ２ ３ ４

【知識集約型社会の到来に向けて、個々人の可能性を最大限に伸ばし
ます。】
時代は、知識集約型社会に向けて変化しつつあります。その時代に向け
て、基礎的で普遍的な知識を修得し、さらに専門的な知識と技能を修得
することによって、課題を克服する力、コミュニケーション能力など、自立
した個人を育成する教育課程の構成になっています。
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福島県
業種 企業名
電気・ガス・熱供給・水道業 相馬共同火力発電株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ジェイ・ケイ・インフォメーション
金融業・保険業 株式会社東邦銀行
製造業 日東紡績株式会社
金融業・保険業 株式会社福島銀行
学術研究・専門・技術サービス業 ゼビオホールディングス株式会社
金融業・保険業 株式会社大東銀行
金融業・保険業 いわき信用組合
卸売業・小売業 株式会社ヨークベニマル
製造業 株式会社タンガロイ
卸売業・小売業 株式会社郡山大新青果
運輸業・郵便業 小名浜石油株式会社
卸売業・小売業 株式会社ハニーズホールディングス
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
金融業・保険業 とうほう証券株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社幸楽苑ホールディングス
製造業 テクノメタル株式会社
製造業 いわき大王製紙株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社スタンレーいわき製作所
金融業・保険業 ゼビオカード株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 常磐興産株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 アレンザホールディングス株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 ソーラーパワー南相馬・鹿島株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 エア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜株式会社
製造業 株式会社日ピス福島製造所
製造業 株式会社デンソー福島
運輸業・郵便業 阿武隈急行株式会社
運輸業・郵便業 会津鉄道株式会社
情報通信業 株式会社福島放送
製造業 北芝電機株式会社
情報通信業 株式会社テレビユー福島
電気・ガス・熱供給・水道業 ソーラーパワー南相馬・原町株式会社
製造業 株式会社福島芝浦電子
医療・福祉 一般財団法人太田綜合病院
金融業・保険業 福島県酪農業協同組合
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社フクシマエコテック
製造業 福島製鋼株式会社
建設業 常磐開発株式会社
製造業 株式会社アサカ理研
学術研究・専門・技術サービス業 こころネット株式会社
製造業 モルデック株式会社

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社いわき市観光物産センター
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社福島県食肉流通センター
電気・ガス・熱供給・水道業 サミット小名浜エスパワー株式会社
製造業 株式会社福島製作所
製造業 ビシェイポリテック株式会社
宿泊業・飲食サービス業 株式会社Jヴィレッジ
電気・ガス・熱供給・水道業 株式会社トーヨーエネルギーファーム
製造業 トキワ印刷株式会社
卸売業・小売業 若松ガス株式会社
製造業 パラマウント硝子工業株式会社
情報通信業 株式会社福島県農協電算センター
製造業 福島アビオニクス株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社エフオン白河
運輸業・郵便業 福島臨海鉄道株式会社
製造業 日吉工業株式会社
不動産業・物品賃貸業 株式会社ラトブコーポレーション
製造業 米沢電線株式会社
情報通信業 株式会社福島中央テレビ
不動産業・物品賃貸業 株式会社大東リース
建設業 クレハ錦建設株式会社
情報通信業 福島テレビ株式会社
製造業 永大小名浜株式会社
建設業 株式会社内藤工業所
製造業 株式会社アイザック
製造業 浅井ショーワ株式会社
製造業 北部通信工業株式会社
農業・林業 株式会社ワンダーファーム
運輸業・郵便業 クレハ運輸株式会社
製造業 AGCエレクトロニクス株式会社
不動産業・物品賃貸業 郡山駅西口再開発株式会社
製造業 丸三製紙株式会社
サービス業（他に分類されないもの） ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社
製造業 古河電子株式会社
製造業 岩通マニュファクチャリング株式会社
複合サービス事業 ふくしま中央森林組合
製造業 アルパインマニュファクチャリング株式会社
製造業 川俣精機株式会社
製造業 大日ケミカル株式会社
情報通信業 株式会社エフコム
卸売業・小売業 株式会社マルト商事

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
製造業 酪王乳業株式会社
卸売業・小売業 福島日石株式会社
製造業 東北アンリツ株式会社
製造業 福島ゴム株式会社
製造業 JUKI会津株式会社
卸売業・小売業 伊達物産株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社クレハ環境
建設業 株式会社クレハエンジニアリング
製造業 曹鉄メタル株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 福島ガス株式会社
製造業 フクシマフーズ株式会社
卸売業・小売業 株式会社ホンダカーズ福島
製造業 アサヒ通信株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 アイパワーアセット株式会社
製造業 会津オリンパス株式会社
卸売業・小売業 日本バイオロジカルズ株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 棚倉開発株式会社
サービス業（他に分類されないもの） ALSOK福島株式会社
運輸業・郵便業 小名浜石油埠頭株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社同仁社
卸売業・小売業 株式会社イワキ
金融業・保険業 株式会社ふくぎんリース&クレジット
製造業 株式会社ヨコハマ・モーターセールス
製造業 株式会社マコト精機
製造業 会津コスモス電機株式会社
建設業 株式会社四季工房
情報通信業 株式会社スイッチスマイル
製造業 日本全薬工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社ブイワン
学術研究・専門・技術サービス業 アライ株式会社
製造業 株式会社リビングロボット
製造業 サンヨー缶詰株式会社
製造業 東芝プレシジョン株式会社
卸売業・小売業 佐藤株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 福島スポーツエンタテインメント株式会社
建設業 東開工業株式会社
運輸業・郵便業 小名浜海陸運送株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 常磐湯本温泉株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社あらかわEサービス
製造業 住鉱エナジーマテリアル株式会社

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
電気・ガス・熱供給・水道業 合同会社ユーラスエナジー滝根小白井
情報通信業 株式会社ウェブレッジ
卸売業・小売業 福島県南酒販株式会社
農業・林業 ベルグ福島株式会社
製造業 株式会社クリナップステンレス加工センター
卸売業・小売業 株式会社福島マツダ
情報通信業 株式会社ラジオ福島
製造業 株式会社ライフフーズ
金融業・保険業 東邦信用保証株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 福島発電株式会社
卸売業・小売業 東北アルフレッサ株式会社
卸売業・小売業 株式会社ハニーズ
不動産業・物品賃貸業 小名浜埠頭株式会社
製造業 診療化成株式会社
製造業 株式会社青木食品
宿泊業・飲食サービス業 ハマツ観光株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 アルファクラブ東北株式会社
運輸業・郵便業 福島交通株式会社
他に分類されない小売業 株式会社ダイユーエイト
建設業 佐藤工業株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 奥会津地熱株式会社
卸売業・小売業 株式会社パティズ
卸売業・小売業 株式会社JA福島さくら燃料サービス
製造業 株式会社常磐エンジニアリング
製造業 エスケー電子工業株式会社
製造業 奥の松酒造株式会社
建設業 セコムエンジニアリング株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 アルファクラブ株式会社
製造業 福島太陽誘電株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社JA福島さくら協同サービス
不動産業・物品賃貸業 福島空港ビル株式会社
製造業 株式会社コンド電機
建設業 三金興業株式会社
製造業 株式会社ファーストフーズ福島
製造業 株式会社トプコンオプトネクサス
卸売業・小売業 株式会社東北むらせ
製造業 ムネカタ株式会社
情報通信業 株式会社インフオメーシヨン・ネツトワーク福島
建設業 庄司建設工業株式会社
製造業 株式会社東北東海

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
不動産業・物品賃貸業 株式会社カナヤマコーポレーション
製造業 不二石橋印刷株式会社
製造業 富士通アイソテック株式会社
情報通信業 福島民友新聞株式会社
宿泊業・飲食サービス業 福島協同施設株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 山木工業ホールディングス株式会社
製造業 ファインクリスタルいわき株式会社
サービス業（他に分類されないもの） クリナップキャリアサービス株式会社
製造業 株式会社MARUWA QUARTZ
建設業 株式会社福島リアライズ
卸売業・小売業 株式会社うすい百貨店
製造業 協三工業株式会社
製造業 東北住電精密株式会社
製造業 喜多方軽金属株式会社
運輸業・郵便業 株式会社いわき小名浜コンテナサービス
卸売業・小売業 福島日野自動車株式会社
製造業 株式会社中外フーズ
運輸業・郵便業 桑折商事倉庫株式会社
製造業 アズビル金門エナジープロダクツ株式会社
製造業 株式会社フレッシュまるいち
情報通信業 株式会社アクシス
製造業 笠原工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社ユニフォームネット
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ニラク
サービス業（他に分類されないもの） ゼノジェンファーマ株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社福島まちづくりセンター
製造業 太陽誘電エナジーデバイス株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 勿来IGCCパワー合同会社
製造業 株式会社東北村田製作所
製造業 オン・セミコンダクター会津株式会社
製造業 北日本印刷株式会社
製造業 小名浜吉野石膏株式会社
農業・林業 太平洋ブリーディング株式会社
製造業 株式会社ピュアロンジャパン
製造業 東洋システム株式会社
情報通信業 株式会社エフエム福島
宿泊業・飲食サービス業 株式会社シャポンドゥ
製造業 朝日機工株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 広野IGCCパワー合同会社
卸売業・小売業 ゼビオ株式会社

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
電気・ガス・熱供給・水道業 株式会社南相馬サステナジー
製造業 株式会社アクレーテク・パワトロシステム
製造業 沖マイクロ技研株式会社
卸売業・小売業 福島県酒類卸株式会社
卸売業・小売業 日産部品福島販売株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 あぶくま南風力発電合同会社
製造業 株式会社川金ダイカスト工業
製造業 株式会社アート段紙器
サービス業（他に分類されないもの） 滝建設工業株式会社
建設業 マルト建設株式会社
製造業 株式会社ミヤタ
建設業 株式会社佐藤組
卸売業・小売業 株式会社サクマ
卸売業・小売業 今野貴石株式会社
運輸業・郵便業 磐城通運株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社フローラアクティブHD
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社フローラ
建設業 株式会社加地和組
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社JAライフクリエイト福島
卸売業・小売業 株式会社ニノテック
製造業 アルス株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社DMCaizu
電気・ガス・熱供給・水道業 相馬ガス株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 山北調査設計株式会社
製造業 株式会社長登屋
建設業 株式会社陰山組
宿泊業・飲食サービス業 株式会社大昌

株式会社ギフトプラザ
製造業 株式会社会津タムラ製作所
卸売業・小売業 TOHOピクス株式会社
製造業 常磐パッケージ株式会社
製造業 木村可鍛株式会社
製造業 株式会社SCREEN SPEクォーツ
製造業 株式会社ニットーボー・エフアールピー研究所
電気・ガス・熱供給・水道業 福島電力株式会社
建設業 株式会社石井工務店
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社みなみあいづ
建設業 株式会社兼子組
運輸業・郵便業 東日本倉庫株式会社
卸売業・小売業 株式会社奥会津昭和村振興公社

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
製造業 株式会社銀嶺食品
卸売業・小売業 テイエスケー株式会社
宿泊業・飲食サービス業 株式会社ホテルクレスト札幌
建設業 福浜大一建設株式会社
製造業 八洲ゴム工業株式会社
不動産業・物品賃貸業 株式会社大内屋
製造業 日東グラスフアイバー工業株式会社
卸売業・小売業 たもかく株式会社
製造業 株式会社郡山製餡
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社内郷館
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社ライト・エージェンシー
運輸業・郵便業 磐栄運送株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 福島総合開発株式会社
製造業 フリースペースエンジニアリング株式会社
宿泊業・飲食サービス業 春好観光株式会社
建設業 株式会社エコ・ビレッジ
卸売業・小売業 いわき魚類株式会社
卸売業・小売業 飯島米穀株式会社
製造業 福島キヤノン株式会社
卸売業・小売業 コマツ福島株式会社
製造業 白河オリンパス株式会社
製造業 福島産業株式会社
建設業 福島中央建設株式会社
建設業 総合工事業
建設業 関場建設株式会社
製造業 株式会社磯上商事
卸売業・小売業 ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社
卸売業・小売業 株式会社東邦フードサービス
建設業 株式会社小野中村
製造業 人気酒造株式会社
卸売業・小売業 株式会社鎌倉屋
生活関連サービス業・娯楽業 福島交通観光株式会社
建設業 しいね産業株式会社
運輸業・郵便業 郡山運送株式会社
製造業 株式会社福島明工社
製造業 株式会社福島オチアイ
運輸業・郵便業 いわきカーゴ株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ヘレナ・インターナショナル
製造業 株式会社コスモテック
卸売業・小売業 共同ガス株式会社

「マネジメント学部地域マネジメント学科」（仮称）の設置に関するニーズ調査依頼企業一覧
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福島県
業種 企業名
製造業 株式会社以輪富
建設業 田中建設株式会社
卸売業・小売業 株式会社エヌジェイアイ
製造業 只見特産株式会社
建設業 株式会社常磐ボーリング
卸売業・小売業 佐藤燃料株式会社
不動産業・物品賃貸業 根本興産株式会社
建設業 株式会社エディソン
農業・林業 株式会社アグリテクノ
建設業 八光建設株式会社
製造業 吉川紙業株式会社
情報通信業 東邦情報システム株式会社
製造業 株式会社エム・ティ・アイ
製造業 株式会社日進堂印刷所
不動産業・物品賃貸業 佐藤マシナックス工商株式会社
製造業 会津酒造株式会社
卸売業・小売業 株式会社小野屋漆器店
卸売業・小売業 株式会社シンセイ
製造業 大同化工株式会社
建設業 株式会社トーカン
運輸業・郵便業 磐梯貨物株式会社
建設業 堀江工業株式会社
製造業 株式会社中川水力
製造業 池田食品工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社ネモト
卸売業・小売業 日化トレーディング株式会社
建設業 株式会社石建工匠
卸売業・小売業 北辰通商株式会社
製造業 アサヒ電子株式会社
製造業 株式会社三恵クレア
製造業 福島双羽電機株式会社
卸売業・小売業 株式会社オーエイチエスジャパン
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社まちづくり会津
不動産業・物品賃貸業 株式会社道の駅猪苗代
宿泊業・飲食サービス業 株式会社ガンマーサード
サービス業（他に分類されないもの） エスエフシー株式会社
医療・福祉 株式会社介護支援センターふじの里
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社エナジア
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社ジェット
卸売業・小売業 富士屋産業株式会社
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福島県
業種 企業名
建設業 株式会社東北総建工業
建設業 多田建設株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 永山産業株式会社
卸売業・小売業 福島エヌビーエス株式会社
建設業 株式会社小野工業所
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ウェディングエルティ
農業・林業 南相馬復興アグリ株式会社
情報通信業 デロイトトーマツテレワークセンター株式会社
農業・林業 株式会社JRとまとランドいわきファーム
建設業 株式会社ヤスタ創建

福島液酸株式会社
グリーンパーク須賀川株式会社
富士フイルム和光バイオソリューションズ株式会社
株式会社相双スマートエコカンパニー

製造業 福島エコクリート株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ワイ・ケーコーポレーション
卸売業・小売業 丸果会津青果株式会社
製造業 東北シール工業株式会社
製造業 相馬秩父生コン株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社東日本建設コンサルタント
卸売業・小売業 根本通商株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社サンサン
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社東コンサルタント
製造業 福島サンケン株式会社
卸売業・小売業 株式会社横山鋼業
建設業 株式会社福島地下開発
運輸業・郵便業 福島観光自動車株式会社
建設業 明誠建設株式会社
建設業 だいわ大光建設株式会社
建設業 阿武隈建設株式会社
卸売業・小売業 東都クリエート株式会社
サービス業（他に分類されないもの） アシスト株式会社
宿泊業・飲食サービス業 株式会社裏磐梯高原ホテル
運輸業・郵便業 磐梯リゾート開発株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 双葉運輸株式会社
建設業 伊藤冷機工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社オカダホールディングス
不動産業・物品賃貸業 いわき文化交流パートナーズ株式会社
卸売業・小売業 大友水産株式会社
運輸業・郵便業 丸山物流株式会社
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福島県
業種 企業名
製造業 株式会社星総合印刷
宿泊業・飲食サービス業 株式会社マコト
製造業 株式会社福豆屋
運輸業・郵便業 株式会社キャッチロード
建設業 香野建設株式会社
建設業 文化設備工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社追分
製造業 OKIシンフォテック株式会社
建設業 有限会社三浦建設
学術研究・専門・技術サービス業 エールパートナーズ会計株式会社
卸売業・小売業 株式会社ジャスト
建設業 株式会社久工業所
建設業 大昭和エンジニアリング株式会社

株式会社エヌ・ティー・エス
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社まち工房たなぐら
建設業 CMA公栄株式会社
卸売業・小売業 東北実業株式会社
宿泊業・飲食サービス業 郡山ビューホテル株式会社
製造業 株式会社エヌケー製作所
卸売業・小売業 株式会社安藤物産
食料・飲料卸売業 株式会社ナカノ
建設業 株式会社カネマン
製造業 株式会社三栄精機製作所
卸売業・小売業 株式会社マルセイ
卸売業・小売業 株式会社松屋
建設業 株式会社春光園
卸売業・小売業 株式会社小関秀雄商店
サービス業（他に分類されないもの） キョウワセキュリオン株式会社
製造業 東北タツミ株式会社
建設業 会津建設株式会社
製造業 有限会社テクノサンショウ
建設業 磯邉工業株式会社
運輸業・郵便業 郡東エクスプレス株式会社
運輸業・郵便業 会津乗合自動車株式会社
建設業 株式会社相模
建設業 穴澤建設株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 会津交通観光株式会社
卸売業・小売業 株式会社マツバヤ
学術研究・専門・技術サービス業 フタバコンサルタント株式会社
運輸業・郵便業 川合運輸株式会社
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福島県
業種 企業名
不動産業・物品賃貸業 株式会社郡中ビルディング
卸売業・小売業 株式会社マルショウ田母神

株式会社メディサン
卸売業・小売業 東栄産業株式会社
卸売業・小売業 八巻石材工業株式会社
運輸業・郵便業 福島運送株式会社
卸売業・小売業 株式会社瀬戸商会
卸売業・小売業 信夫山福島電力株式会社
建設業 玉川エンジニアリング株式会社
製造業 株式会社東北電子
運輸業・郵便業 斎藤運輸工業株式会社
製造業 株式会社アイ・イーエス
サービス業（他に分類されないもの） 四倉自工株式会社
卸売業・小売業 株式会社丸ほん
製造業 フクデン株式会社
製造業 日東電工株式会社
製造業 株式会社小島製作所
学術研究・専門・技術サービス業 ベストファーム株式会社
製造業 福島ルビコン株式会社
製造業 日昇工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社MIDORI
運輸業・郵便業 福島青果運輸倉庫株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 株式会社田村バイオマスエナジー
卸売業・小売業 国見まちづくり株式会社
卸売業・小売業 株式会社東北エンタープライズ
卸売業・小売業 株式会社JA会津よつば総合サービス
建設業 横山建設株式会社
鉱業・採石業・砂利採取業 株式会社イシフクフタバ
生活関連サービス業・娯楽業 せきの株式会社
卸売業・小売業 山菱水産株式会社
製造業 南産業株式会社
建設業 株式会社泉建工
運輸業・郵便業 株式会社ANAエアサービス福島
製造業 千駒酒造株式会社
建設業 菅野建設工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社ハシドラッグ
情報通信業 株式会社福島映像企画
卸売業・小売業 大内わら工品株式会社
建設業 株式会社植留緑化土木
製造業 西田精機株式会社
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福島県
業種 企業名
製造業 有限会社高商
製造業 会津富士通セミコンダクターウェハーソリューション株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 日本精測株式会社
製造業 トミー株式会社
建設業 株式会社倉伸
卸売業・小売業 みのり工房株式会社遠藤海苔店
製造業 株式会社浮間化学研究所
卸売業・小売業 岡田電気産業株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ルネサンス棚倉
建設業 石橋建設工業株式会社
運輸業・郵便業 株式会社マルコ物流
卸売業・小売業 ウインファーマ株式会社
卸売業・小売業 福島スバル自動車株式会社
卸売業・小売業 ネッツトヨタ郡山株式会社
卸売業・小売業 トヨタカローラ福島株式会社
卸売業・小売業 株式会社スズキ自販福島
建設業 株式会社日新土建
建設業 有限会社ストラテジー
宿泊業・飲食サービス業 株式会社中野屋
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社クレハ分析センター
卸売業・小売業 誠信商事株式会社
卸売業・小売業 須賀川瓦斯株式会社
製造業 太陽ファインケミカル株式会社
運輸業・郵便業 株式会社丸や運送
卸売業・小売業 株式会社東心水産
建設業 株式会社エンドウ
建設業 福島県北電気工事株式会社
建設業 日東物産株式会社
建設業 株式会社昭和興業
不動産業・物品賃貸業 東鳳マネジメント株式会社
製造業 ニダック精密株式会社
卸売業・小売業 株式会社マルト
不動産業・物品賃貸業 東洋リース株式会社
製造業 株式会社福島LIXIL製作所

三興金属工業株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社東北サファリーパーク
卸売業・小売業 福島小松フオークリフト株式会社
製造業 株式会社サンビックス
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社たまのや
不動産業・物品賃貸業 株式会社ハートライン
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福島県
業種 企業名
卸売業・小売業 株式会社トヨネスト
建設業 株式会社古俣工務店
建設業 第一温調工業株式会社
複合サービス事業 郡山市管工事協同組合
建設業 株式会社南会西部建設コーポレーション
卸売業・小売業 株式会社丸青過足青果
卸売業・小売業 株式会社福島丸公
卸売業・小売業 株式会社成田木材建設
建設業 株式会社ランドエルHD
建設業 株式会社野尻緑産
製造業 アルテクロス株式会社
卸売業・小売業 株式会社ハヤオ
製造業 株式会社タカチホ
製造業 株式会社会津工場
運輸業・郵便業 鮫川運送株式会社
製造業 あぶくま食品株式会社
卸売業・小売業 株式会社シンワ
建設業 株式会社環境建設
製造業 鶴見鋼管株式会社
卸売業・小売業 福島ヤクルト販売株式会社
建設業 株式会社安藤組
建設業 株式会社MCC
製造業 TNK株式会社
卸売業・小売業 天野商事株式会社
運輸業・郵便業 株式会社らくのう乳販
運輸業・郵便業 郡山トラック運送株式会社
建設業 岩電機工事株式会社
建設業 株式会社福島配電
製造業 月電工業株式会社
製造業 株式会社ミルテック
建設業 大宝建設株式会社
教育・学習支援業 ベスト学院株式会社
運輸業・郵便業 福島倉庫株式会社
不動産業・物品賃貸業 株式会社エスアンドシー
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社コムズ
宿泊業・飲食サービス業 株式会社大川荘
建設業 株式会社センチュリーホーム
卸売業・小売業 株式会社いちい
建設業 ノオコー建設株式会社
情報通信業 喜多方シティエフエム株式会社
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福島県
業種 企業名
不動産業・物品賃貸業 株式会社日和田ショッピングモール
製造業 株式会社柏屋
情報通信業 株式会社エフイーシー

葛尾風力株式会社
卸売業・小売業 湯野木材工業合資会社
建設業 栗城馬場工業株式会社
製造業 松川造船株式会社
建設業 株式会社青木屋
卸売業・小売業 株式会社リンペイ
建設業 菅野建設株式会社
製造業 株式会社北越マテリアル
製造業 株式会社営洋
製造業 株式会社吉城光科学
宿泊業・飲食サービス業 有限会社ホテル光雲閣
製造業 会津日本無機株式会社
建設業 株式会社中里工務店
卸売業・小売業 株式会社アイワコーポ
製造業 株式会社坂本乙造商店
製造業 ケー・デー・エル株式会社
卸売業・小売業 株式会社トミタ
卸売業・小売業 石橋ハマプラス株式会社
建設業 オークラ工業株式会社
建設業 田村建材株式会社
建設業 株式会社浦島通信
卸売業・小売業 株式会社グリーンケアブリッジ
卸売業・小売業 株式会社クラシマ
建設業 サンレー工業株式会社
製造業 株式会社テラプローブ会津
製造業 ほまれ酒造株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 庄建技術株式会社
卸売業・小売業 トーアン株式会社
建設業 隂山建設株式会社
建設業 株式会社酒井東栄コーポレーション
製造業 株式会社ハセガワーク
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社ウエステック
建設業 林興業株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社ツナグ・スタッフィング
卸売業・小売業 北東物産株式会社
製造業 ネットアンドプリント株式会社
製造業 常磐硝子株式会社
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福島県
業種 企業名
卸売業・小売業 株式会社あかね福祉
運輸業・郵便業 喜多方観光バス株式会社
建設業 油座建設株式会社

株式会社マクロウェア
医療・福祉 株式会社ピーエイケア
製造業 株式会社野尻金属
製造業 福島セラミック株式会社
運輸業・郵便業 常交南部タクシー株式会社
建設業 新協地水株式会社
建設業 株式会社スミセイユニックス
製造業 株式会社クールテックサガワ
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社EARTHSHIELD
建設業 株式会社野地工業所
卸売業・小売業 森株式会社
建設業 双葉不動産建設株式会社
製造業 池田東北株式会社
建設業 株式会社三立設備
不動産業・物品賃貸業 株式会社双葉不動産
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社シンワ・プランニング
製造業 白河銘醸株式会社
建設業 宮下地区建設業協同組合
卸売業・小売業 株式会社アメ商百貨店
製造業 株式会社エスポアール
建設業 草野建設株式会社
建設業 株式会社光和設備工業所
電気・ガス・熱供給・水道業 会津電力株式会社

株式会社トップレイズ
七福人クリエート株式会社

製造業 株式会社喜多方らーめん本舗
建設業 河村建設株式会社
建設業 東洋建設株式会社
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15
－学生確保（資料）－68－



宮城県
業種 企業名
電気・ガス・熱供給・水道業 東北電力株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
金融業・保険業 株式会社七十七銀行
金融業・保険業 株式会社仙台銀行
学術研究・専門・技術サービス業 フィデアホールディングス株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 株式会社じもとホールディングス
情報通信業 東北インテリジェント通信株式会社
卸売業・小売業 カメイ株式会社
建設業 株式会社ユアテック
運輸業・郵便業 仙台空港鉄道株式会社
製造業 トヨタ自動車東日本株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 東北自然エネルギー株式会社
卸売業・小売業 株式会社バイタルネット
情報通信業 仙台CATV株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 宮城電力株式会社
卸売業・小売業 株式会社やまや
金融業・保険業 新みやぎ農業協同組合
金融業・保険業 七十七証券株式会社
卸売業・小売業 株式会社デンコードー
建設業 株式会社TTK
運輸業・郵便業 ジェイアールバス東北株式会社
製造業 東邦アセチレン株式会社
不動産業・物品賃貸業 株式会社仙台港貿易促進センター
製造業 株式会社ヤマニシ
製造業 JA全農北日本くみあい飼料株式会社
卸売業・小売業 株式会社ホットマン
製造業 株式会社オプトロム
不動産業・物品賃貸業 仙台ターミナルビル株式会社
卸売業・小売業 株式会社高速
卸売業・小売業 トヨタカローラ宮城株式会社
製造業 トヨテツ東北株式会社
金融業・保険業 TDGビジネスサポート株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 石巻産業創造株式会社
卸売業・小売業 仙台トヨペツト株式会社
卸売業・小売業 株式会社サトー商会
建設業 仙台水族館開発株式会社
運輸業・郵便業 センコン物流株式会社
宿泊業・飲食サービス業 株式会社カルラ
卸売業・小売業 株式会社フジ・コーポレーション
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宮城県
業種 企業名
情報通信業 株式会社百戦錬磨
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社宮城県食肉流通公社
製造業 株式会社山大
その他の運輸に附帯するサービス業 東北高速道路ターミナル株式会社
卸売業・小売業 株式会社植松商会
情報通信業 株式会社東日本放送
不動産業・物品賃貸業 東日本興業株式会社
建設業 東北発電工業株式会社
製造業 ヤマセ電気株式会社
生活関連サービス業・娯楽業 表蔵王国際ゴルフクラブ
金融業・保険業 SBIプリズム少額短期保険株式会社
製造業 株式会社 メムス・コア
製造業 東北特殊鋼株式会社
サービス業（他に分類されないもの） 株式会社トスネット
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社仙台カントリークラブ
情報通信業 東北放送株式会社
不動産業・物品賃貸業 株式会社宮城県建設会館
建設業 東北エネルギーサービス株式会社
運輸業・郵便業 仙台臨海鉄道株式会社
金融業・保険業 株式会社日専連ライフサービス
製造業 株式会社ホクエツ
製造業 株式会社エヌウィック
生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ベガルタ仙台
不動産業・物品賃貸業 多賀城駅北開発株式会社
製造業 東京エレクトロン宮城株式会社
製造業 東洋刃物株式会社
卸売業・小売業 国分東北株式会社

株式会社ハイレックス宮城
製造業 セコム工業株式会社
卸売業・小売業 株式会社タイヤワールド館ベスト
運輸業・郵便業 仙台港サイロ株式会社
不動産業・物品賃貸業 東特エステートサービス株式会社
製造業 新日本テクノカーボン株式会社
宿泊業・飲食サービス業 JR東日本東北総合サービス株式会社
製造業 アイシン高丘東北株式会社
製造業 大昭和ユニボード株式会社
製造業 豊田合成東日本株式会社
卸売業・小売業 住友商事東北株式会社
製造業 株式会社スタンレー宮城製作所
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宮城県
業種 企業名
卸売業・小売業 株式会社ホンダ四輪販売南・東北
製造業 株式会社細胞科学研究所
製造業 日本積層造形株式会社
情報通信業 株式会社エフエム仙台
製造業 株式会社仙台ニコン
製造業 東北森永乳業株式会社
製造業 みちのくミルク株式会社
卸売業・小売業 株式会社パールライス宮城
卸売業・小売業 スミダ電機株式会社
宿泊業・飲食サービス業 株式会社エルタス東北
建設業 大和電設工業株式会社
製造業 株式会社NTKセラテック
建設業 東北鉄骨橋梁株式会社
製造業 迫リコー株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 サステイナブルエネルギー開発株式会社
製造業 株式会社丸和製作所
卸売業・小売業 小松物産株式会社
農業・林業 株式会社GRA
卸売業・小売業 株式会社藤崎
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山形県
業種 企業名
電気・ガス・熱供給・水道業 酒田共同火力発電株式会社
金融業・保険業 株式会社きらやか銀行
製造業 丸銀食品株式会社
製造業 Spiber株式会社
金融業・保険業 株式会社山形銀行
金融業・保険業 株式会社荘内銀行
情報通信業 エヌ・デーソフトウェア株式会社
製造業 東北パイオニア株式会社
卸売業・小売業 株式会社ヤマザワ
製造業 ベーリンガーインゲルハイム製薬株式会社
製造業 株式会社かわでん
製造業 株式会社スタンレー鶴岡製作所
製造業 東北東ソー化学株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 ディー・ティー・ホールディングス株式会社
情報通信業 株式会社テレビユー山形
製造業 フジクラ電装株式会社
卸売業・小売業 株式会社山形県食肉公社
製造業 株式会社小森マシナリー
製造業 山形カシオ株式会社
学術研究・専門・技術サービス業 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社
製造業 日東ベスト株式会社
情報通信業 株式会社ニューメディア
不動産業・物品賃貸業 株式会社ヤマコー
不動産業・物品賃貸業 株式会社小国いきいき街づくり公社
情報通信業 株式会社さくらんぼテレビジョン
卸売業・小売業 シワードテクノロジー株式会社
製造業 東ソー・スペシャリティマテリアル株式会社
情報通信業 株式会社ダイバーシティメディア
製造業 ミクロン精密株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業 サミット酒田パワー株式会社
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