
平成29年度福島県しらかわ地域企業展示交流会　出展者アンケート　出展64団体集計結果

１．展示について

（１）-１　展示スペースに問題はありましたか。

問題なし 42

広い 0

狭い 12

無回答 10

（１）-2　時間配分は問題はありましたか。

問題なし 46

長い 4

短い 1

無回答 13

（２）　次回の開催時も出展したいですか。

出展したい 50

出展をとりやめたい 0

わからない 4

無回答 10

（３）　取引拡大に繋がる商談等はできましたか。

できた 8

後日改めて行うことになった 19

できなかった 20

無回答 17

２．高校生について

（１）-１スペース

問題なし 46

広い 0

狭い 8

無回答 10

問題なし 

広い 

狭い 

無回答 

問題なし 

長い 

短い 

無回答 

出展したい 

出展をとり

やめたい 

わからない 

無回答 

できた 

後日改めて行

うことになった 

できなかった 

無回答 

問題なし 

広い 

狭い 

無回答 



（１）-2　時間

問題なし 46

長い 1

短い 2

無回答 15

（２）　企業の人材確保に繋がると思いますか。

なると思う 36

ならないと思う 2

改善する余地がある 3

わからない 7

目的ではない 5

無回答 11

（３）　高校生の進路選択の参考になると思いますか。

なると思う 51

ならないと思う 0

改善する余地がある 3

わからない 1

無回答 11

４．展示交流会を通しての感想

大変良かった 24

良かった 25

良くなかった 0

改善の余地がある 5

無回答 10

問題なし 

長い 

短い 

無回答 

なると思う 

ならないと思

う 

改善する余

地がある 

わからない 

無回答 

大変良かっ

た 

良かった 

良くなかった 

改善の余地

がある 

無回答 

なると思う 

ならないと思

う 

改善する余

地がある 

わからない 

目的ではな

い 

無回答 



平成29年度福島県しらかわ地域企業展示交流会　出展者アンケート　出展64団体

各質問に対するコメント

１．展示について

（２）次回の開催も引き続き出展したいですか。

機会があればいつでもokです。

次回もよろしくお願い致します。

使用会場にもよるが１つの会場で開催できれば良いと思う。

地区の企業の交流は出来ました。

昼の時間をもう少し確保してもらいたい

年々充実している感じはする。

もっと多くの高校が参加できると尚良いと思う。

継続して参加させて下さい。

（３）今後の取引に繋がる商談等はできましたか。

学生の対応で商談は出来なかった。

新卒学生向けの企業紹介が目的なので商談は必要ないと思います。

学生中心であり一般入場者が少ない。

今回は取引拡大する機会と考えておりませんのでOKです。

現状では困難であるが、検討してもらえる。

目的にしていない。

今回初めての参加の為、一般来場（業者）の入場が分からなかったので総務が参加した。次回は商談に繋
がるように出席者を営業も入れた方が良いと思った。

高校生の対応で追われてしまい余裕がなかった。

交流を行うことができました。

出展者、来場者に対する事業周知ができました。

求人を出していただけることとなりました。



２－（３）進路選択の参考になると思いますか

事前の業態／業種の研究をした上で来場したほうがよい

高校生（２年）で各企業のものづくり、どんな製品を作っているか、社会勉強につながると思います。

２年生向けにこの時期で１回、３年生向けに２月ぐらいで、年２回実施してほしい。

学校名と科名が分かるように、各人に名札等を付けると良いと思う。

多少は参考になりますが、後は企業見学とかで、深めるしかないかもしれません。

弊社は別としてなると思う。

地元企業が揃って展示会を開くことはないので、有益なイベントだと思う。

時期について、２年生が対象だと反応が薄いような気がする。３年生になってからの方がいいのではない
かと思います。

そういった業種があると知ってもらう機会にはなったのではと思う。

（会社名）という会社を知ってもらうことができ、女の子の進路選択の参考になると思う。

県中県南の高校生を呼んでほしい。高校生にも名札を。

介護や福祉を学ぶ興味が高められた。

２－（４）高校生とどのような話をしましたか

出展先を出来る限りみてまわり、資料をもらい説明をきくこと。来年のためです。

必要な資格、一製品の生産時間、男女比

業務内容、製品群

製造業、ものづくりについてのご説明。加工の動画に興味を示して下さる生徒さんも多くいました。

製品の説明、どのような工程で作られているか、自動車のどんな所に使用されているかなど。

会社の内容等。

企業紹介や自社製品の話

業務内容について。３次元CADによるモデリングやプラスチック金型設計について。

事業内容説明、社会人としての心構え、企業が求める人材。

モノづくりの楽しさを伝えるような話をしました。

求められる人材、会社の特長。

企業が欲する人材についての質問について対応。

県南地方の企業にも良い所があるので良く見て下さいと話しをした。



一年間の業務内容、休日、残業、必要スキルの説明。

製品について。世界水準の技術について。会社事業内容について。

当社加工品の内容、使用等。

業務内容説明等。社会人としての心得等。

自動車（特にGT-R)のどの部分の部品になるのかという説明。800トンの重さの説明。

自分がどんな仕事につきたいか具体的に決まっているのか。今回の展示会で就職したい会社は有ったか。
実際の就職活動まで、まだ１年有るため、具体的に決めている生徒は少ないようだった。

製品について。就職に関する説明。

自社の製品をどうやって作るか、どのような製品なのか、一人前になるまで、どれくらいの期間が必要か
等です。

仮に入社した場合に必要な資格等

当社の製品の特色を知っていただきました。

一方的に会社説明をして終わりました。

高校2～3年生の心がまえ。企業PR.

冷却方法の仕組、どのような所に取付されているか?

元気な子が欲しい。（就職希望の生徒へ要求することの質問に対して）知力、体力が大事だよ。

製造業、ものづくりに対する想いや加工方法など。

会社案内。将来の希望職種を聞いた。

製品説明、求める人材、工場の場所、興味ある方への工場見学。

工場見学の案内は全員にお願いした。

地元に日本一のレンジフードメーカーが存在すること。

加工、モノづくりについての説明

会社全体の説明。資格取得のすすめ。求める人材。

会社説明、特色を話した。

企業説明

（会社名）という会社を知らない子がほとんどでしたが、出身中学校を聞くとほとんどの子が当社の従業
員が作っている給食を食べていたと話すと親しみを感じていた。

研究職とはどういうものか。

資格取得、授業料、修学資金貸付など。説明来場者数、修明28名、塙工業６名、鮫川校７名、実業10名、
一般２名、合計53名。

進路先について



大学の内容

就職するにしても進学するとしても将来を考える上でひとつでも多くのブースを回り知見を広めることが
重要ではないかと話しました。

進学の相談、入試の説明。

４．展示交流会・展示説明会を通しての感想

他の企業の事をより深く知る事ができた。また、自分たちの企業の事を改めて知る事ができた。人に伝え
る難しさを実感した。（新入社員）

産業サポート白河のみなさんご苦労様でした。今後も宜しくお願い致します。

ランチタイムが短い。ランチする場所が限られている。

但し、食事がホテル内で食べる時間がとれなかった。ゴルフの方、展示の方、食事が出来るように希望し
ます。

板金加工他、加工会社との交流が出来ました。後日、打合せ致します。

引率の先生にも話が聞けるように校名入りの名札をつけて欲しい。進路担当の先生の来場も良いと思う。

もう少し他校も呼んでほしい。

来場企業様と高校生がごちゃ混ぜになってしまっている為、対応方法に多少困惑してしまいました。来場
された企業様の意見としましても、高校生対応している所に、割って話すのは、申し訳ないので、後日会
社に伺いますという流れが多かったです。

昼食に時間がかかっていた。給水所の水がなくなっていて、水分補給ができなかった。改善していただけ
るとよろしいかと思います。

昼食に時間がかかった。

毎年異なる環境であるが、高校生の意見、質問をもっとわかりやすく説明できるような展示方法を考えた
い。

今までになく立ち寄ってくれて驚いた。（修明の生徒が20人位来た。）去年と何が違うのか分からない。
午後は実業の生徒が４人だけだったが、内２人は熱心だった。駐車場をゴルファー優先にしないと、今日
はクレームが来たと思う。

たくさんの高校生や企業の方と話す事が出来て良かったです。また来年も宜しくお願い致します。

高校生の見学時間が出展ブース増加にも増やされてなく、会社側、学生側共に貴重な機会なので改善を望
みます。昼食について、展示会場で食べる事をすすめておられましたが、何ら工夫もされておらず、ゴル
フ客も展示会関係者も長蛇の列に大迷惑。結局食べる事ができずブースに戻った来客。予測される事態へ
の対応改善を望みます。

のみものがたりませんでした。それと、PETボトルくらいは持込みを認めてほしい。エアコンの効きが悪
かったです。Wi-Fiも最初つながりませんでした。それと、駐車場が絶対的に不足していると思います。高
校生が帰ると時間があまってしまうので、少しおわりを早めてもよいのでは?

各企業が限られたスペースの中で、最大限に会社の特徴を出し、それを高校生にアピール出来る機会を設
けて頂けた事に感謝します。

忙しい時期と重なったこともあり、準備に時間がとれなかった為、次回以降もう少ししっかり準備した
い。

もう少し高校生がバラケてもらった方が良かった。最初が忙しく、後ひまであった。

もう少し高校生から仕事について質問があると良い。

多くの企業を知ることができた。



高級な会場で展示交流会ができ良かった。改善点①駐車場がいっぱいで停めるのに時間がかかった。②お
昼、ゴルフ客と一緒で待たされたので、交流会参加者用の昼食があると良かった。③休憩時間１時間は欲
しかった。

昼食が混雑しすぎて困った。

できれば高校生にもイスがあるとよい。

人材確保困難な折、在県高校（生）との交流は重要である一方、販路開拓にも腐心している中小企業を考
えると時間配分が会場設営・運営に一工夫あった方が良いかもしれないですね。



平成29年度福島県しらかわ地域企業展示交流会　来場者アンケート　回答数83集計結果

１．ご来場の目的は何ですか（複数回答可）

商談・取引 24

製品・技術の情報収集 29

他社の情報収集 34

企業間交流 15

就職活動の一環 3

その他 7

無回答 0

２．製品・技術情報は参考になるものがありましたか。

大変参考になった 24

参考になった 48

参考にならなかった 3

どちらともいえない 7

無回答 1

３．他社情報収集で参考になる企業はありましたか

大変参考になった 19

参考になった 44

参考にならなかった 5

どちらともいえない 10

無回答 5

商談・取引 

製品・技術の情報収

集 

他社の情報収集 

企業間交流 

就職活動の一環 

その他 

無回答 

大変参考になった 

参考になった 

参考にならなかった 

どちらともいえない 

無回答 

大変参考になった 

参考になった 

参考にならなかった 

どちらともいえない 

無回答 



４．展示交流会全体についてお聞かせください（複数回答可）

企業経営の課題解決に繫がる 6

商談・取引の拡大に繋がる 28

技術情報収集に有効 28

地域企業の相互理解に繋がる 27

企業間交流・連携に繋がる 29

人材確保に繋がる 18

特に効果はない 3

その他 2

無回答 0

５．次回も開催された場合、ご来場いただけますか

是非来場したい 39

予定が合えば来場したい 39

わからない 4

来場しないと思う 0

無回答 1

企業経営の課題解

決に繫がる 

商談・取引の拡大に

繋がる 

技術情報収集に有

効 

地域企業の相互理

解に繋がる 

企業間交流・連携に

繋がる 

人材確保に繋がる 

特に効果はない 

その他 

無回答 

是非来場したい 

予定が合えば来場し

たい 

わからない 

来場しないと思う 

無回答 



平成29年度福島県しらかわ地域企業展示交流会　来場者アンケート　回答数83

各質問に対するコメント

１．来場目的　その他コメント

見学

企業情報の収集

支援事業者参加のため

２．製品・技術情報は参考になるものがありましたか

二葉企画

二葉企画

各社技術の向上にカンシン

素形材

地企業の製品理解ができました。

オートメーション技術

会社概要が分かったので今後の活動に役立つ

企業特色がわかり今後の参考になった。

３．他社情報収集で参考になる企業はありましたか

三輪工業、コンド電気（自社ブランド品）

（白河）コスモス電機

基板加工等の情報

再訪問の機会ができた。

４．展示交流会全体についてお聞かせください（複数回答可）

高校生相手の説明と聞きましたが、もっと判りやすい説明があると良かった。

学生が見学にこられ、次世代の人材確保に役立つ。



６．今後、より良い事業にするために、お気づきのことがございましたら、お聞かせください

地域の高校生を対象とした企業展示交流会は活気もあり、企業の雇用問題解消にも繋がる良い施策だと思
いました。

学生様の多さに感心、大変重要だと思います。学生様に製造業のみりょくをアピールする良い機会です！

生徒へのガイダンスが主な事だったと思うが、まずは、先生に絞ったガイダンスあると良いと思います。

来年も行って下さい。

もう少し会場が広い方が良い。

大盛況でよかったです。



平成29年度福島県しらかわ地域企業展示交流会　高校生アンケート集計結果（全体）

Q１．学校名を教えてください

塙工業高等学校 58

白河実業高等学校 222

修明高等学校２年 149

修明鮫川校２年 21

修明鮫川校１年 18

Q2．性別

男 317

女 148

無回答 3

Q3卒業後の進路は

就職 254

進学 136

決めていない 75

Q4．将来就きたい職業は決まっていますか

決まっている 93

なんとなくイメージはある 232

決まっていない 139

職には就かない 2

塙工業高等学校 

白河実業高等学校 

修明高等学校２年 

修明鮫川校２年 

修明鮫川校１年 

男 

女 

無回答 

就職 

進学 

決めていない 

決まっている 

なんとなくイメージは

ある 

決まっていない 

職には就かない 



Q5．就職先を決める際に優先する事は？

仕事内容 274

安定性がある 218

給料が高い 195

職場の雰囲気 160

土日祝日が休み 140

自分が成長できそう 85

自宅から近い 69

世の中の役に立つ 54

今の勉強を活かせる 37

大企業や有名企業 32

残業が少ない 29

先輩や知っている人が働いている 12

最先端の分野 9

無回答 1

仕事内容 

安定性があ

る 

給料が高い 

職場の雰囲

気 

土日祝日が

休み 

自分が成長

できそう 

自宅から近

い 

世の中の役

に立つ 

今の勉強を

活かせる 



平成29年度福島県しらかわ地域企業展示交流会　高校生アンケート　各質問に対する記述回答

６．あなたが就職や進学に関して感じている、不安や心配なことはどんなことですか

自分の能力などに不安を持つという回答が80件と最も多かった。以下は抜粋。

仕事をまかせられて、しっかりこなせるか不安。

自分の力で働いていけるか。社会に通用するか。

自分の持っている資格などが役に立つか、その職業が自分に合っているのかなど。

自分が何をやりたいのかがわからないという回答が52件。

自分のやりたいことが見つからない。

自分には何が一番適しているのか、分からないから焦っている。

希望がかなうかが心配という回答が45件。

希望の会社に入れるのか心配。

しっかりとした就職場所を見つけて、自分のやりたいことができるか不安です。

安定していて、給料が高くて、休みがもらえて、ボーナスが多いところはあるか。

やめずに続けられるか不安だという回答が36件。

一度就いた職業を最後までやっていけるか不安。

飽きずに続けられるか、やりがいを感じることができるかということ。

勉強や成績に関する不安が26件。

就職試験などが不安

自分の成績で入れるか

職場での人間関係が心配との回答が25件。

上司や先輩との人間関係。職場でのコミュニケーションができるか。

慣れない仕事で、職場になじめるか心配。

就職して、いじめとか嫌がらせがないか。

経済面での不安は、進学希望者に多く12件。

進学を希望しているため、お金のことが心配です。就職をすれば親に迷惑をかけないのではと、少し迷っています。

入学金、生活費。

その他さまざまな心配事が30件。

全部が不安

安定した生活ができるかどうか

仕事がきついか

やりたい事が自分に向いているのか

産休をしても仕事を続けられる会社があるか

親が納得してくれるかどうか

内容や環境についていけるかどうか



８．今回の展示交流会は将来の進路選択に役立つと思いますか。その理由を教えてください。

企業や職種を知ることができたので進路選択に役立つと思うという回答が229件。以下は抜粋。

仕事内容や必要な資格が分かったため、進路選択に役立つと思う。

就職するまでに、何をすれば良いか分かったから。

自分が学んでいる分野の仕事を知ることができる。

名前を知っていただけの企業が、何をしている企業かわかったから。

進路選択の幅が広がったという回答が63件。

選択肢がたくさんあることがわかった。

自分が思っている職業以外にもやってみたい職業に関心をもてたから。

幅広くさまざまな企業を比べながら話を聞けたのが良かったという回答が45件。

色々な企業の方が来て下さったので、いくつかの企業の内容を比べながら話を聞くことができたから。

初めて知った企業が多くあり、多くの企業のお話から、自分に合う職を見つけられそうだから。

さまざまな仕事の内容を知ることにより、自分の可能性を見つけることができるから。

企業の方に直接話を聞けて良かったという回答が22件。

その場で直接話をきいて、質問もでき、分からない事を聞けるから。

主要製品を一つ一つ分かりやすく教えてくれたり、女性でも出来る仕事をすすめてくれたからです。

色々な職業について学べたし、なによりも現場で働く人の話が聞けたのでよかった。

仕事内容だけでなく、仕事するときの心構えも教えられたから。

実際に企業の方のお話を直接聞けて、パンフレットやインターネットには書いてないようなことも知ることができるから。

興味を持てたという回答が21件。

自分の知らない会社がたくさん参加していて、仕事内容を丁寧に教えてくれたので、興味がわいた会社が多々あった。

幅広くいろんな職業の話が聞けて、私はどんなことに興味があるのか少しだけ分かった。

自分が調べていなかった分野の企業のことを知り、興味を持つことができた。

企業を知る数少ない機会だから役に立つと思うという回答が6件。

今回のような機会がなかったら企業について知ろうとは思わないから。

このような機会があると、自分の進路について深く考えることが出来るから。

多くの企業の特色や求める人材を、たった一日で知る事ができる貴重な機会だから。

その他、さまざまな理由で役に立つという回答が37件。

実際の就職説明会と似ていると思った。

〝ものづくり〟について今まで考えていた以上のことを考えました。

会社の雰囲気や、特に何をがんばればいいのか、企業の方が教えてくださった。

役立つとは思わないと回答した理由、11件。

自分がやりたい職業がなかった。

行きたいところが決まっているため。

事務系がなかったからです。



9．今回の展示交流会で感じたこと、改善してほしいことなど、自由にご記入ください。

良かったという回答、抜粋。

企業の人たちは話すのが上手い。笑顔がすごくいい人がいた。

緊張していた私たちに明るく呼びかけてくださって、親しみを感じ、説明を聞きやすかった。

多くの企業が、日本や世界を支える大切な会社であることが分かって良かった。

かたくるしいイメージを持っていたけど、みなさんおもしろくて楽しかったです。

いろいろな企業を見ることができて、白河でこんなにも多くの企業があることにびっくりした。

いろいろな企業の仕事がどのように人の役に立っているのかを知ることが出来て良かった。

会場の雰囲気がとてもよかったので、これからも続けてほしい。

動画で説明している企業があり、とても分かりやすかった。

説明してくれる人たちが明るい！

色々な企業が今の社会を支えているんだなと感じました。

どの職場も楽しいだけではなく大変であるということが分かった。自分のイメージと違っていたのもあった。

企業にはそれぞれ違った役割があり、それが組み合わさって成り立っているということを知った。

高校で学んだことだけでなく、企業で一から学ぶこともあるということが勉強になった。

どの企業も、短い時間で分かりやすく説明してくれて良かった。的確な説明と資料の組み合わせも良かった。

話が分かりやすく、その会社で仕事をしてみたいと感じました。インターンシップがある会社だったので行ってみたいです。

パンフレットを見ただけじゃわからなかった部分も知ることができたのでよかったです。

企業の技術力のことを知りました。

会場の狭さ、混雑、蒸し暑さを改善点としてあげた回答が多かった。

もう少し広い場所が良いと思います。周りの声で聞きとりにくいときがありました。

会社の場所が混雑していて、どこにあるのかが、わからなかった。

もう少し展示場を広くするか人を減らすかしてほしい。人が多すぎて集中できない。

人が多かった。蒸し暑かった。

時間配分について改善してほしいという回答も多かった。

もう少し短い時間でいいと思う。

もっとゆっくり説明が聞きたかったです。大きい声で話しをしないといけない企業さんが大変そうでした。

時間で区切って説明してほしいと思った。

説明の声が聞きづらかったという回答。

声が小さい会社がいくつかあった。何を言っているのか分からない。仕事用語ばかり出してくるとわからない。

いろいろな声が混ざっていて聞こえなかったところもあって、少し残念だった。

もっと幅広い業種の出展を望む回答。

できればもっと幅広く職業や学校をいれていただければ幸いです。

製造系の仕事以外にも、もっと様々な企業があったら嬉しいなと思いました。


