
事業所向け調査票 
 この調査は、南檜山地域通年雇用促進支援協議会が厚生労働省北海道労働局委託事業 「通年雇用促進支 
援事業」の一環として行う実態調査です。 

  つきましては、季節労働者の通年雇用促進に係る施策等を検討する資料として活用させていただきますので、
調査へのご協力をお願いいたします。 

   記入上の注意事項 

    ◇調査票はできれば事業主様もしくは人事・労務担当者の方のご記入をお願いします。 

    ◇ご回答は、該当する設問の項目を選び、先頭に記載している「□」に「□」を付けてください。 

    また、その他などを選択する場合は、設問項目の後に記載されている〔  〕内にその内容をご記入ください。 

    ◇ご回答いただいた調査票は、同封した返信用封筒に入れ、平成２９年２月２８日までにご返送ください。 

    ◇ご回答いただいた内容や個別の事業所名や回答者の情報を公開することは一切ございません。 

    資料として活用する以外の目的では使用せず、個票での公表はいたしません。また、ご回答いただいた内容を 

    活用した資料についても、目的以外での使用は行いません。 

✔ 

お問合せ先 

 南檜山地域通年雇用促進支援協議会 

 〒043-8560檜山郡江差町字中歌町１９３－１ 江差町産業振興課商工係内 

TEL０１３９－５２－６７１７ FAX０１３９－５２－０２３４ 

 E-mail:esashi.hanrokakudai@hokkaido-esashi.jp 

平成２８年度 

事業所名をお書きください。 事業所の所在地を〇で囲んでください。 

厚沢部町 江差町 奥尻町 

乙部町 上ノ国町 

【問１】貴社の業種を教えてください。 

□建設業 □砕石業、砂・砂利・玉石採取業 □食料品製造業 

□窯業・土石製品製造業 □その他製造業 □運輸業 

□卸売業、小売業 □宿泊業、飲食サービス業 □その他サービス業 

□農業 □林業 □漁業 □農業・漁業・水産加工業協同組合 

□観光業 □製材業 □その他 【                                     】 

【問２】貴社は法人経営ですか？個人経営ですか？ 

□法人経営⇒【問３】へ進んでください。 □個人経営⇒【問４】へ進んでください。 

【問３】法人経営の資本金規模についてお尋ねします。※【問２】で「法人経営」を選択した方のみお答えください。 回答後【問４】へ 

□５百万円未満 □５百万～１千万円未満 □１千万～３千万未満 □３千万～５千万未満 

□５千万～１億円未満 □１億円以上 



【問６】季節雇用している従業員はいますか（平成２８年１１月の時点でお答えください） 

  季節雇用している従業員はいない 
   ⇒【問７】へ進んでください。 

  季節雇用している従業員はいる 
   ⇒【問９】へ進んでください。 

【問７】季節雇用している従業員がいない（いなくなった）状況についてお聞きします。 

□創業以来、季節雇用の従業員はいない⇒【問１８】へ進んでください。 

□平成２８年に通年雇用した。または退職したため⇒【問８】へ進んでください。 

□平成２７年に通年雇用した。または退職したため⇒【問８】へ進んでください。 

□平成２６年に通年雇用した。または退職したため⇒【問８】へ進んでください。 

□平成２５年に通年雇用した。または退職したため⇒【問８】へ進んでください。 

□平成２４年以前に通年雇用した。または退職したため⇒【問８】へ進んでください。 

【問８】季節雇用している従業員がいない（いなくなった）のはなぜですか？  回答後【問１８】へお進みください 

□人材確保のため通年雇用した □事業減少のため雇用できなかった □本人の自己都合で退職した 

□その他【                                                              】 

回答後【問１８】へお進みください 

季節雇用している従業員がいる事業所にお聞きします。 
【問９】総従業員数は何名ですか？そのうち季節雇用している従業員は何名ですか？ 

総従業員数    【        】名             季節雇用者数    【        】名 

【問４】ここ３年間の動向についてお聞きします。 

売上（取扱い）高の動向⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

従業員の動向（全体）⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

従業員数の動向（季節雇用）⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

従業員数の動向（正社員）⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

従業員数の動向（その他パート・アルバイトなど）⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

【問５】現在事業を行なう上で、悩みや問題点はありますか   ※複数回答可 

□仕事量の減少等 □仕事の先行きが不安 □季節変動や不安定な状態 

□公共事業の減少 □得意先の減少 □大手事業者の市場進出 

□資金繰りの不安 □消費減少による売上減 □仕入価格の上昇 

□低価格競争の激化 □金融機関の貸し渋り □人手不足 

□その他【                                                             】 

【問１０】貴社が季節雇用を行っている理由についてお伺いします。  ※複数回答可 

□特定時期に業務量が増加するから □人件費が割安だから □雇用調整が容易だから 

□積雪等により事業の継続が困難だから □簡単な仕事の内容だから □人員の確保が容易だから 

□その他【                                                              】 



【問１１】季節雇用をしている従業員の人数、雇用状況についてお聞きします。   ※複数回答可 

土木・建設作業員 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

型枠工 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

大工（造作） 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

軽作業員（雑役など） 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

その他の土木・建設関連職種 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

運転手 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

製造関連技能職 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

サービス関連職種 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

その他の職種 【      】名 ⇒ □増加傾向 □横ばい □減少傾向 

【問１２】季節労働者の通年雇用化に対する考え方を教えてください。 

□希望する季節労働者の通年雇用を積極的に進めたい ⇒【問１４】へ進んでください 

□季節労働者のうち、必要な技能・資格を有するものに限り、通年雇用化を進めたい ⇒【問１４】へ進んでください 

□季節雇用者のうち、若年層に限り、通年雇用化を進めたい ⇒【問１４】へ進んでください 

□新規分野の事業が軌道に乗った場合、季節雇用者の通年雇用化を進めたい ⇒【問１４】へ進んでください 

□季節雇用者の通年雇用化は考えていない ⇒【問１３】へ進んでください 

□わからない（業績の動向により変化するなど不透明） ⇒【問１８】へ進んでください 

【問１３】【問１２】で季節雇用者の通年雇用化は考えていないと答えた方にお聞きします。 
      通年雇用を考えない理由はなんですか？ 

□雇用する季節労働者自身が通年雇用を望んでいないため 

□業務量の増減に応じた雇用調整が容易な季節労働者を一定数確保する必要があるため 

□通年雇用する方策等について自社に手だてがないため 

□必要な人材育成に係る投資を行っても、他社に移動されると損失になるため 

□その他【                                                              】 

※この設問の回答終了後【問１７】へ進んでください 

【問１４】貴社が行っている（予定している）季節労働者の通年雇用の取組は何ですか。  ※複数回答可 

□閑散期に主事業とは別の事業を行なっているので、それを活用する 

□通年で主事業とは別の事業を行なっているので、それを活用する 

□通年で主事業の事業量を確保しているので、通年雇用の取組は特に行っていない 

□閑散期の事業量確保を図り、通年雇用に努めたい 

□その他【                                                              】 



【問１５】通年雇用した（予定している）季節労働者の職種はなんですか？  ※複数回答可 

□運転手 □一般土木・建設作業員 □製造関連技能職 

□型枠工 □軽作業員（雑役など）  
□その他 
 
【                       】 

□販売員 □その他の土木・建設関連職種 

□サービス関連職種 □大工（造作） 

【問１６】季節労働者を通年雇用する上で、特に重視する条件についてお聞きします。  ※複数回答可 

□必要な技能・資格を有するものであること □若年であること 

□職場等でのリーダーシップが発揮できること □これまでの勤務成績が良好であること 

□季節労働者本人の希望が強いこと □その他【                                】 

【問１７】通年雇用に役立つと思われる資格等はありますか？ 

資格名【                                                                  】 

【問１８】南檜山地域通年雇用促進支援協議会を知っていますか？ 

□知っている □名前は聞いたことがある □知らない 

【問１９】当協議会では、季節労働者の通年雇用化に向けて下記の事業を行なっています。今までに活用したこ
とが有ったり、聞いたことが有ったり、興味がある事業はありますか？  ※複数回答可 

□事業所向けのセミナーを開催する事業 

□季節雇用者に係る相談等を行う相談員派遣事業 

□季節雇用者を対象にした建設機械等運転技能の取得を支援する事業 

□職場体験実習事業（異業種の就業体験を通じ適性を確認するための事業） 

【問２０】当協議会では資格等を取得するための支援を行っています。季節労働者を通年雇用する際に、有効だと思
われる資格等を教えてください。  ※複数回答可 

□パソコン講習 □介護職員初任者研修 □介護事務講座 

□危険物取扱者講習（乙種４種） □玉掛け技能講習 □小型移動式クレーン運転技能講習 

□高所作業車運転技能講習 □アーク溶接特別教育 □フォークリフト運転技能講習 

□ガス溶接技能講習 □２級小型船舶操縦士講習 □足場組立等作業主任者技能講習 

□車両系建設機械等運転技能講習 □治山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 

【問２１】上記以外の資格等で、通年雇用のために役立つと思われる資格などがあれば教えてください。 

役立つと思われる資格【                                                        】 

【問２２】本アンケート・協議会に対する意見・要望等があれば、ご記入ください。 

お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 
返信用封筒にてご返送くださいますようお願いいたします。 



平成２８年度 南檜山地域通年雇用促進支援事業 

事業所向け事業 

【事業所向け通年雇用支援セミナー】 
南檜山管内の事業所を対象に、国や道の助成制度の説明や利用事例の紹介、経営の多
角化などによる通年雇用化の成功事例などの紹介を行うセミナーを開催します。 

【情報提供事業】 
季節労働者を雇用、もしくは雇用したことのある事業所へ新分野開拓から雇用に関す
ることなどの各種支援制度を周知するため情報誌を配布します。 
また、協議会事業をより効率的に進めるため、季節労働者の雇用状況等や通年雇用化
に資する資格等について調査を行います。  

【相談員派遣事業】 
季節労働者を雇用または雇用を予定している事業を対象に、通年雇用できる環境を整
えるための対応策や国の助成制度の利用法、経営相談等をアドバイスするため、社会
保険労務士の派遣を行います。 

事業所向け・季節労働者向け事業 

【職場体験実習事業】 
季節労働者が通年雇用を希望するものの、未経験の職種に転職することをためらう
ケースがあることから、異業種の職場を体験し、不安の解消と仕事の適正を判断する
期間として利用してもらう取組です。また事業所としても職場体験を通じ実習者の能
力や適性を判断していただける機会として利用していただく機会となります。 
☆受け入れ事業所には職場体験実習受入謝金が支給されます。 

季節労働者事業 

【季節労働者資格取得支援事業】 
季節労働者の通年雇用化を促進するため、季節労働者の教育訓練の資格取得経費を助成
します。 
当協議会が指定する教育訓練を受講し、資格取得した季節労働者の方に受講料の10分の３

（限度額１０万円）を支給します。 

【建設機械系技能講習事業】 
季節労働者の多様な技能習得を図るため、建設機械系技能講習事業を実施します。 
①車両系建設機械運転（5名）②フォークリフト運転（5名）③玉掛け技能（5名）④小型移動式
クレーン運転（5名）※受講料は協議会が全額助成します。 

【季節労働者向け通年雇用支援セミナー】 
季節労働者の意欲啓発を促すとともに、今後の職業選択などについてアドバイスを行なうセ
ミナー開催します。 


