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日頃から市政運営につきましてご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対して、各自治体において、人口

減少に歯止めをかけるとともに、特徴を生かした自律的で持続的な社会をつくるために、まち・

ひと・しごと創生法が制定されました。これを受けて、佐久市では、今後目指すべき将来の方向

と人口の将来展望を提示する「佐久市人口ビジョン」及び「佐久市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定することになりました。 

※より詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下の佐久市ＨＰをご覧ください。 

（http://www.city.saku.nagano.jp/shisei/seisaku_shisaku/tihosousei/kossian.html） 

 

そこで、このたび市内の大学・専門学校生の就職の傾向について伺う調査を実施します。 

本調査には貴校において、学生の進路及び就職支援のご担当者様がご回答いただけると幸い

です。お忙しいところ誠に恐縮ですが何卒ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

平成 27年７月 

佐久市長 栁 田 清 二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<この調査についてのお問い合せ先> 

佐久市役所 企画部企画課企画調整係   電話：０２６７－６２－３０６７（直通） 

※本調査は、特定非営利活動法人 SCOP（スコップ）に委託し、実施しています。 

電話：０２６３－３６－９１８０ 

 

 

 

 

＜大学・専門学校用＞ 

〈用語について〉  ※本調査のなかに出てくる用語について、以下の点にご注意ください。 

佐久市近郊地域：上田市、小諸市、東御市、軽井沢町、御代田町、立科町、佐久穂町 

企業：病院や行政機関等に就職する学生がいる場合はそれらを含む団体として読みかえてください。 

 

 

 

佐久市 

大学・専門学校生の就職の傾向に関する調査 

 

<記入にあたってのお願い> 

●本調査では、貴校生徒の進路や就職の傾向について伺っております。数値的な把握が
されていない場合は、生徒の就職支援の概算値でも構いません。 

●調査結果は、佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策検討に活用し、個別の回
答内容を公表することはありませんので、忌憚ないご意見をお書きください。 

●記入が終わりましたら、返信用封筒に入れ、７月２３日（木）までにポストへ投か
んしてください。 

http://www.city.saku.nagano.jp/shisei/seisaku_shisaku/tihosousei/kossian.html
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はじめに貴校名、ご記入者、ご連絡先をお書きください。 
※不明な点等をお問い合わせさせていただくことがございます。 

貴校名  

ご記入者  

電話番号  

メールアドレス             ＠ 

 

Ⅰ．在籍する学生及び卒業生の就職状況について   

 

問１-１ 現在、在籍する学生の男女別人数をお

書きください。 

 

問１-２ 学生の出身地域について、長野県内・

県外の割合はどれくらいですか。 

合計が 100％になるようにお書きください。 

 

 

問１-３ 学生の居住形態について、どのような

割合ですか。 

合計が 100％になるようにお書きください。 

詳細な数値が不明な場合概算でも結構です。 

 

問１-４ 学生の居住地は市内・市外で、どのよ

うな割合ですか。 

合計が 100％になるようにお書きください。 

詳細な数値が不明な場合概算でも結構です。 

 

問１-５ 貴校の教育プログラムごとに、主な就職先を記述してください。 

 学部・学科・コース 主な就職先  主な職種 

例 ○○学部・○○学科 県内製造業/県内病院 等 会社員／公務員／看護師 等 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

男性 人 

女性 人 

佐久市内 ％ 

佐久市以外の長野県内 ％ 

長野県外 ％ 

合計 100 ％ 

実家から通学 ％ 

下宿（一人暮らし） ％ 

寮 ％ 

合計 100 ％ 

佐久市内 ％ 

佐久市外 ％ 

合計 100 ％ 
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Ⅱ．学生の入学状況について    

 

問２-１ 貴校の平成 27 年度入学者における入学定員数

および入試倍率をお書きください。 

 

 

問２-２ 志願者数の傾向は、近年（直近 5 年）でどのような傾向ですか。 

1．大きく増加している  2. やや増加している    3. 横ばい    

4. やや減少している   5. 大きく減少している 

 

 

問２-３ 学生の獲得のために貴校で実施している取組があればお書きください。 

1. ホームページなどでの情報公開 2. 資格取得率の向上 

3. 地元高校への情報提供 

5. オープンキャンパスの開催 

4. 県外への情報提供 

6. クラブなど課外活動の充実 

7. 寮など受け入れ体制の充実  

8. その他（ ） 

 

問２-４ 貴校の定員について今後、どのようにされる方針ですか。 

 

 

Ⅲ．卒業後の就職について   

 

問３-１ 卒業後の就職先の地域について、佐久市内・佐久市近郊地域・長野県内・県外の地域別

の就職者数を平成 24～26 年度の実績でお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入学定員 人 

入試倍率 ％ 

1．大きく拡大したい     2. 少し拡大したい   3. 現状を維持したい    

4. 少し縮小したい      5. 大幅に縮小したい 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

佐久市内 人 人 人 

佐久市近郊地域 人 人 人 

その他の長野県内 人 人 人 

長野県外 人 人 人 

合計 人 人 人 
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問３-２ 就職先を探す地域について、どのような地域を希望する学生が多いですか。 

 

問３-３ 就職相談を受けるなかで、就職先を選ぶにあたり、学生はどのようなことを重視する傾

向にありますか。（該当するもの 3 つまでに〇） 

１. 給料 ２. 企業の安定性・将来性 

３. 就業時間・福利厚生など待遇面 ４. 勤務地 

５. 仕事の面白さややりがい 

７. 自分のキャリアアップにつながること 

６. 自分のスキル、経験を生かせること 

８. 社会に貢献できること 

９. ワークライフバランスを重視していること １０. その他（              ） 

 

問３-４ 貴校ではどのような人材の育成に力をいれていますか。（該当するもの全てに〇） 

 

   

学生の就職先希望地域の傾向について所感をお書きください。 

・どのような地域を希望する傾向にありますか。 

学生の傾向について所感をお聞かせください。 

１．高い基礎学力を身につけた人材 

３．判断力のある人材 

５．協調性のある人材 

７．リーダーシップのある人材 

２．特定の高いスキルを持った人材 

４．やる気のある人材 

６．適応力のある人材 

８．その他（                 ） 

具体的な取組内容をお書きください。 



5 

 

Ⅳ．地元※就職の増加に向けて 

 

   ※地元：佐久市及び佐久市近郊地域を指すものとします。 

 

問４-１ 学生の卒業後の進路について、貴校のお考えに最も近いものは以下のどれですか。 

（ひとつだけに〇） 

 

問４-２ 地元就職への支援として貴校で実践している取組をお答えください。（ひとつだけに〇） 

 

問４-３ 地元への若者の就職についてどのような課題があるとお考えですか。 

（該当するもの全てに〇） 

 

  

１． できれば地元に残って、活躍してもらいたいが本人の希望が大切 

２． できれば都市部や海外に出て、活躍してもらいたいが本人の希望が大切 

３． 進路については本人が決めることなので、学校としての希望はない 

 

１． 地元企業への採用枠の確保 

２． 地元企業への学生の推薦 

３． 地元企業へのインターンシップの実施 

４． 具体的な企業等を想定した試験対策 

５． その他（                       ） 

６． 特にない 

 具体的な取組内容をお書きください。 

１．都市部など他地域に住みたい若者が多い 

３．地元に学生のスキル・資格にあった企業がない 

５．地元企業の新卒採用が少ない 

６．その他（           

７．特に課題はない 

 

２．給与や待遇面で都市部の企業が選ばれる 

４．地元企業の求人情報が十分入手できない 

 

            ） 

  
課題について具体的にお書きください。  
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問４-４ 行政としてどのような取組があれば地元就職が進むと思いますか。 

（該当するもの全てに〇） 

 

 

Ⅴ．その他 

 

問５-１ 佐久市行政や若者の教育、就職に関しましてご意見がございましたら、お書きください。 

 

 

アンケートは以上で終了です。誠にありがとうございました。 

１． 地元の企業の事業や業務の内容を広く伝える取組 

２． 学校と地元企業とのつながりのコーディネート 

３． 地元企業のニーズに対応する教育プログラムを学校で実施する場合の支援 

４． 企業への地元学生の採用の呼びかけ 

５． その他（                   ） 

 

 

 具体的な取組案があればお書きください。 


