
（様式１）アンケート用

経営者の皆様

【構想中の学部・学科（主な内容）】※予定であり、ニーズ等を踏まえて変更が想定されます。

■学部・学科名：社会福祉学部（継続）、経営・地域創造系学部（仮称）、理工学部（仮称）

■設置時期：2025年度開設予定

■場所：長野県上田市下之郷

※正規職員数および非正規職員数（臨時採用、嘱託、派遣、アルバイト等）の合計人数

公立大学法人長野大学　理事長　白井汪芳

【調査事務局】

学部学科再編室長　小宮山　剛

担当：増澤　智史

主要事業（主な出荷

品・サービス等）

所在地市町村名 従業員数※

年間売上高 百万円　 資本金 百万円　

代表者名

記入者職・氏名

電話番号 電子メール

公立大学法人長野大学　学部学科再編に係る地域産業界等のニーズ調査票

　平素より公立大学法人長野大学に対し、格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　今般、本学では地域の産業界等の経営者の皆様を対象に、業界のトレンドや将来動向ならびに「求める人材像」を把握

し、今後の学部学科再編構想の実行施策に反映するため、標記調査を実施させていただきます。大変ご多忙中とは存じま

すが、 調査の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

（本内容は構想中であり、お取り扱いにはご注意をお願いいたします。）

１ 本調査の情報は、上記目的外には使用されることはありません。また、調査結果については、個々の企業の内容が公表さ

れることはありません。

２ 経営者又は経営全体が分かるご担当者の方に、ご回答いただきますようお願いいたします。

３ 各設問では、あてはまる番号に○マル をつけ、また、（ ）内や枠内に該当する事項を具体的に記入してください。

４ アンケート回答後、ヒアリング調査を実施させていただくことがございますのでご承知おきください。

■設置目的：地域産業界等が「求める人材像」のニーズを踏まえ、既存の学部・学科をコンパクトに充実させ、

新たに理工系学部を新設・再編し求められる学問を強化する。当該学問の基本的な知識並びに実践的なビジネス対応

力を身につけるとともに、事業課題を自ら発見し解決する能力を持つ人材を育成する。

企業名

アンケートへの御回答は、下記ＵＲＬからお願いします。

https://forms.gle/Tdk9My12PQt48rBFA
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問Ⅰ　事業全体の状況について

1. 産業機械 11. 防災・減災 21. パチンコ・パチスロ

2. 自動車 12. 農林水産業 22. 住宅・住宅設備機器

3. 鉄道 13. マテリアル（素材系） 23. 教育・人材

4. 航空機 14. ファッション 24. 流通小売

5. 宇宙 15. スポーツ 25. 金融

6. 健康・医療 16. 美容 26. その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

7. 環境・エネルギー 17. 生活雑貨・消費財

8. 情報・通信 18. 食品（飲食業等）

9. 家電・電気器具 19. 建設・建材・不動産

10. 社会インフラ 20. レジャー・エンタメ

２ 貴社の最も強みのある技術・価値を挙げ、そのレベルは、次のどれに該当しますか。（１つに○） 

（お客様や得意先から評価されている点、同業他社に比べた優位点等）

1. 国際的に優位性あり 2. 国内では優位性あり 3. 国内の同業者と同水準

1. 産業機械 6. 健康・医療 11. 防災・減災

2. 自動車 7. 環境・エネルギー 12. 農林水産業

3. 鉄道 8. 情報・通信 13. その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

4. 航空機 9. 家電・電気器具

5. 宇宙 10. 社会インフラ

1. 産業機械 6. 健康・医療 11. 防災・減災

2. 自動車 7. 環境・エネルギー 12. 農林水産業

3. 鉄道 8. 情報・通信 13. その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

4. 航空機 9. 家電・電気器具

5. 宇宙 10. 社会インフラ

５ 前4項の該当する重点産業分野に関して、貴社がそのように考える背景・理由を具体的に記述ください。

４ ウイズコロナ、ポストコロナ時代に向けて、貴社が１０年後に新たに関わりを強めたい産業分野は、次のどれに該当しま

すか。（該当すべてに○）

１　貴社の売上に寄与している出荷品・サービス等は、次のどの産業（お客様・得意先）に関するものですか。

　（該当すべてに○し、最も売上のある産業（お客様・得意先）に◎）

最も強みのある技術・価値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 

３ 今回の新型コロナウイルス感染症の影響以前で、貴社が近年新たに関わり始めた産業分野は、次のどれに該当します

か。（該当すべてに○）
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問Ⅱ　経営課題について

1. 人材育成 7. 取引先の新規開拓 13. 販売価格の維持

2. 従業員の確保 8. 設備の更新・新設 14. 人件費の抑制

3. 技術力の維持・向上 9. 事業承継 15. 価格転嫁

4. 製品開発力 10. 競争激化への対応 16. 原材料の不足・価格上昇

5. 技術承継 11. ニーズ変化への対応 17. 為替相場の変動

6. 納期短縮 12. コストダウン 18. その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

２ 前1項の経営上の重点課題に関して、貴社がそのように考える背景・理由を具体的に記述ください。

３ 特に「人材育成」に関して、現状および将来の課題（困りごと）とその背景・理由を具体的に記述ください。

問Ⅲ　求める人材像について

社会福祉系 社会福祉系 1.社会福祉

2.福祉心理（公認心理師）

3.発達支援

経営・地域創造系 経営系 4.経営戦略・商品開発

5.マネジメント・人的資源管理

6.会計・ファイナンス

社会資源創造系 7.地域創造

8.社会資源

9.観光まちづくり

10.国際文化共生

理工学系 情報・デザイン工学系 11.ソフトウエアシステム

12.コンピュータシステム

13.コンピュテーショナルデザイン

生物資源系 14.生態学・水産資源

15.微生物資源

16.高機能生物資源

淡水生物学研究系 17.淡水生物学研究

大分野 中分野 小分野

１  新型コロナウイルスの感染拡大を機に訪れた「ニューノーマル」（新常態）への適応が求められる環境で、貴社の経

営上の課題について教えてください。（該当すべてに○）

１ 長野大学の学部学科再編構想において、地域産業界等が「求める人材像」ニーズに応えるため、下記分野の人材育

成を想定しております。貴社が期待する分野は、次のどれに該当しますか。（「小分野」欄の番号：該当すべてに○）※

「人材育成分野（想定）」の主な内容は別紙参照。
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２ 前1項の重点的な分野に関して、貴社がそのように考える背景・理由を具体的に記述ください。

４ 長野大学の理工系学部新設によって、長野大学生の雇用に興味はありますか？（１つに○）

1. 大変興味がある 2. 興味はある 3. 興味はない

1. 大変興味がある 2. 興味はある 3. 興味はない

６ 長野大学に対するご期待内容、ご意見等がございましたら、ぜひお聞かせいただきたく存じます。

※以上でございます。ご協力ありがとうございました。

５ 将来的に、貴社のインターンシップ・職場教育において長期間（１年程度）、長野大学の学生を受入れていただける

ことに興味はありますか？（１つに○）

３ ウイズコロナ、ポストコロナ時代に向けて、将来的に、貴社が「求める人材像」はどのようにお考えでしょうか？背景・理

由を具体的に記述ください。
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【別紙】　「人材育成分野（想定）」の主な内容（問Ⅲの1項関連）

1.社会福祉

2.福祉心理（公認心理師）

3.発達支援

4.経営戦略・商品開発

5.マネジメント・人的資源管理

6.会計・ファイナンス

7.地域創造

8.社会資源

9.観光まちづくり

10.国際文化共生

11.ソフトウエアシステム

12.コンピュータシステム

13.コンピュテーショナルデザイン

14.生態学・水産資源

15.微生物資源

16.高機能生物資源

17.淡水生物学研究

以上

大学（信州大学・東京海洋大学・近畿大学等）・研究機関（県水産研究所・漁協

等）と連携し千曲川流域の環境・生態系を再生し水産資源および観光資源の復活と

新たな資源の開発（チョウザメ、ウナギ、ナマズドジョウ等）により流域のアクアイノベー

ションを創発する人材

情報技術とデザイン技術を融合し地域のsociety 5.0　(超スマート社会の実現）、第

四次産業革命に対応する次世代の地域の産業(モノづくり）、生活・文化を発展させる

人材。汎用性の高いソフトウエア技術者、特にAI、ビッグデータ、ネットワークに関する技

術を統合して地域のソフトウエア産業を支える技術者人材

組み込み系エンジニア、IoTエンジニア、ロボット分野のエンジニア、ハードウエアとソフトウ

エアの両面から地域の産業を支える技術者人材。純粋なハードウエアエンジニアではな

く、ハードウエアが使えるソフトウエア技術者人材

コンピュータグラフィックス分野、コンピュータビジョン分野、コンピュテーションデザイン分野を

融合して、地域の産業をデザイン工学とソフトウエア技術で支援する技術者人材。デザ

インイノベーション人材（イノベーションをもたらすデザイン思考）

千曲川流域の植物、動物、微生物を含む多様な生物資源の持続的利用と新たな生

物資源を開発し、多様な関連分野と連携・融合した次世代のアグリビジネス(6次産業

化、スマート農業)の創出をめざしたアグリイノベーションを創発する人材

醸造など発酵資源、キノコなど菌類、藻類資源に関する産業振興と発展に寄与する人

材
生薬、医薬品原料、機能性食品、ハーブ、香粧品原料など高機能・高付加価値植

物、有用昆虫などの生物資源の開発と生産性向上に関する産業振興と発展に貢献す

る人材

社会福祉士・精神保健福祉士・初級障害者スポーツ指導員

経営学を基礎として地域の企業や社会の事象を科学的に究明する「課題解決型プロ

ジェクト」を推進し、「地域企業のイノベーションを推進できる人材」

地域の歴史、文化、地理、自然、暮らしなどの伝統的社会資源の経験値を集積し、

最新の専門知と融合した新たな社会資源を創造しグローバルな視点から地域の活性

化に資する創造的人材。地域事業の創出・運営、地域活性化策の企画・立案ができ

る人材

地域固有の社会資源を発掘し、人々の協働により国際社会の中で価値を創造し地

域の活性化を牽引できる人材
地域の特色を生かした観光産業の担い手・観光経営の専門人材

高い語学力をもち多文化共生の視点からグローカルの課題を発見解決できる人材

小分野 主な内容

福祉専門職、ソーシャルワーカー、社会福祉士・精神保健福祉士、児童福祉施設・福

祉行政・学校・医療機関等の専門職、児童系専門家等

公認心理師、認定心理士
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