
事業所の概要
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3 4

5

１ 農業，林業　２ 漁業　３ 鉱業，採石業，砂利採取業　４ 建設業　５ 製造業　　

６ 電気･ガス･熱供給･水道業　７ 情報通信業　８ 運輸業，郵便業　９ 卸売業･小売業 

10 金融業･保険業　11 不動産業，物品賃貸業　12 学術研究，専門・技術サービス業　　

13 宿泊業，飲食サービス業　14 生活関連サービス業・娯楽業　15 教育･学習支援業　　

16 医療･福祉　17 複合サービス事業　18 サービス業（他に分類されないもの）

6

人 人 人 人 人 人 人 人

うち
休業者数

従業員合計うち
休業者数

３ パートタイ
ム従業員

うち
休業者数

２ 契約･臨時
従業員

事業所名

業　　種

※業種が複数にわたる場合は，主たる業種を一つだけ選択してください。

従業員数

＋ ＋ ＝

１ 正規従業員　

函館市

所 在 地

号丁目

電話番号

○ 常用従業員数（常用パートを含む。）が，「１人以上」の場合のみご回答ください。
　（常用従業員がいない場合，回答は不要です。）

○ 調査事項は特に指定のない限り令和２年８月３１日現在の状況でお答えください。

( )

○ 調査票は，同封の返信用封筒に入れて，令和２年９月３０日（水）までに，
　 ポストに投函してください。

担 当 者
番

番地

秘 令和２年度 函館市労務状況調査票
（新型コロナウイルス感染症に係る影響調査）

うち
休業者数

町

　この調査は，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市内事業者への影響を把握し，行

政上の基礎資料とすることを目的として実施するものです。

　調査票に記入された情報はすべて統計的に処理し，他の目的に使用することは決して

ありません。また，調査により得られた情報，調査票については，調査終了後に責任を

もって処分いたします。お忙しいところ恐縮ですが，重要な基礎資料となりますので，

調査の趣旨をご理解いただき，ぜひご協力くださいますようお願い申し上げます。
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１ 新型コロナウイルス感染症拡大による影響

(1) 企業活動への影響

 ① 企業活動への影響について

② 影響の内容について（複数回答可）

③ 現在の影響に対する対応策について（複数回答可）

④ 今後懸念される影響について（複数回答可）

⑤ 影響から回復する時期の見込みは

影響について，どのよ
うな対応策をとった
（あるいは）とってい
ますか。

影響から回復する時期
の見込みはいつです
か。

　　１　すでに回復している
　　２　3ヶ月以内
　　３　半年以内
　　４　1年以上かかる
　　５　回復の見込みがつかない

企業活動への影響につ
いて教えて下さい。

どのような影響が出
た（あるいは）出て
いますか。

今後懸念される影響は
何ですか。

　　１　影響あり
　　２　現在はないが，今後影響が見込まれる
　　３　特に影響なし。今後も影響ない見込み

　　→１を選択した方は②へ，２,３を選択した方は３ページへお進み下さい

　　１　売上・受注の停滞，不振　　　　　　　２　資金繰り
　　３　従業員の雇用（休業等の勤務調整）　　４　生産・営業活動の継続
　　５　イベント等の中止・各種キャンセル　　６　取引先の再開・確保
　　７　原材料の調達・仕入れの確保　　　　　８　在庫過大
　　９　販売価格の変動　　　　　　　　　　　10   生産・販売能力の不足
　　11　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　１　売上・受注の停滞，不振　　　　　　　２　資金繰り
　　３　従業員の雇用（休業等の勤務調整）　　４　生産・営業活動の継続
　　５　イベント等の中止・各種キャンセル　　６　取引先の再開・確保
　　７　原材料の調達・仕入れの確保　　　　　８　在庫過大
　　９　販売価格の変動　　　　　　　　　　　10   生産・販売能力の不足
　　11　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　１　従業員の雇用調整　　　　　　　　２　運転資金の借入・資金繰り
　　３　休業，事業の縮小，営業の縮小　　４　感染予防対策の実施
　　５　テレワーク・在宅勤務　　　　　　６　新規サービス・顧客対策
　　７　仕入・受注調整　　　　　　　　　８　助成金等の活用
　　９　経費削減　　　　　　　　　　　　10   未対応
　　11　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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２ 勤務について

(1) 職場での取り組みについて

 ① 勤務形態について（複数回答可）

 ② 職場でのコロナ対策について（複数回答可）

(2) テレワークについて

 ① テレワークの導入について

 ② テレワーク導入による効果について（複数回答可）

 ③ テレワークを導入した際に課題となったものまたは導入できない理由について（複数回答可）

 ④　テレワーク導入に必要な支援について（複数回答可）

テレワーク導入による
効果についてあてはま
るものを選んで下さ
い。

　　１　感染症拡大の防止（従業員が安心して仕事ができる）
　　２　生産性の向上
　　３　ワーク・ライフ・バランスの促進
　　４　オフィスコストの削減
　　５　特にない
　　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

勤務の形態で取り組ん
だことは何ですか。

　　１　時差出勤
　　２　時短勤務
　　３　在宅勤務・テレワーク
　　４　交代での勤務
　　５　特別休暇の導入
　　６　変形労働時間制の解約等
　　７　特に実施していない
　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

テレワークを導入した
際に課題となったもの
や導入できない理由は
何ですか。

　　１　テレワークの導入の仕方が分からない
　　２　環境整備のコスト負担
　　３　社員により就業環境が異なる
　　４　労働時間の管理，労務管理規定の整備
　　５　コミュニケーションの減少につながる
　　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

テレワーク導入に必要
な支援についてあては
まるものを選んで下さ
い。

　　１　必要機器の購入補助
　　２　ネットワーク関係の専門家相談支援
　　３　労務管理の専門家相談支援
　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　１　実施した（している）
　　２　実施していない

　→１を選択した方は②へ，２を選択した方は③へお進み下さい

　　１　マスク着用
　　２　定期的な換気
　　３　こまめな手洗い，手指消毒
　　４　体温測定，健康チェック
　　５　会議等の「３密」の回避
　　６　オンライン会議
　　７　特に実施していない
　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職場で実施した（ある
いは）している対策を
選んで下さい。

テレワークを導入した
（あるいは）していま
すか。
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３ その他

(1) 労働力

①  現在の労働力と今後の採用

 ② 新規学卒者の採用状況

１　新型コロナウイルス感染症の影響による業績不振

３　採用条件に合わない

４　現員で充足している

５　その他  （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③  今後の採用活動（新卒および中途採用）について

(2) 新型コロナウイルス感染症関連支援策

 ①　事業所向けの支援策について （複数回答可）

企業説明会や面接の
web化が進んでいる
が，どのように考えて
いますか。

　１　民間就職サイト（マイナビ・リクナビ等）を活用
　２　自社のwebサイトで情報発信，web説明会・面談を実施
　３　１･２による採用を行いたいが，経費やＩＴ環境の整備面等で未実施
　４　今後もwebを用いない形態での採用活動を行う

今後の中途採用
  　１　例年どおり採用する　　　２　人材がいれば随時採用

  　３　欠員があれば補充採用　　４　採用予定なし

)人(

２ 採用しない

1 高 校 卒

)人

)人2

3 大　　卒 (

令和３年度
新卒採用予定
（R４.３.３１

卒業者）

１ 採用予定

高 校 卒 男性（　　　）人　　女性（　　　）人

２　不足している ３　過剰気味

･････募集時期（令和　　　年　　　月頃）

･････募集時期（令和　　　年　　　月頃）

新型コロナウイルス関
連の支援策で知ってい
るものを選んで下さ
い。

　１　資金繰り支援（融資・貸付）２　持続化給付金（国）
　３　家賃支援給付金（国）　　　４　設備投資・販路開拓支援制度
　５　経営相談支援　　　　　　　６　休業協力・感染リスク低減支援金（道）
　７　函館市事業者等特別支援金（市）
　８　新しい生活様式普及協力支援金（市）
　９　新しい生活様式対応店舗等改修補助金（市）
　10   雇用調整助成金，緊急雇用安定助成金（国）
　11   雇用調整助成金等申請費用補助金（市）
　12　税や国民健康保険料，厚生年金保険料，公共料金等の支払い猶予制度
　13　その他（　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　）

専門学校/短大卒

現在の労働力

専門学校
／短大卒

男性（　　　）人　　女性（　　　）人

大　　卒

１　充足している

(

令和２年度新卒採用予定
（R３.３.３１卒業者）

２　即戦力がほしい　

男性（　　　）人　　女性（　　　）人

理由

･････募集時期（令和　　　年　　　月頃）
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 ②　実際に活用した支援策について （複数回答可）

 ③　今後，期待する公的支援策について （複数回答可）

(3) ひとり親家庭の父母の雇用について

 ① ひとり親家庭の父母の雇用状況について

 ② 今後の予定について

　１　ある　　　　２　ない　　　　３　検討中

 ③ ひとり親家庭の父母の雇用拡大について（複数回答可）

(4) その他

雇用対策や労働施策全般についてのご意見・ご提言がありましたら，些細なことでも結構ですので，
ご記入ください。

記入漏れのないようご確認のうえ，返信用封筒に入れて，９月３０日（水）までにポストに
ご投函くださいますようお願いいたします。

　　１　融資の拡充　　　　　　　　　　　２　売上減少への補填
　　３　税や保険料，公共料金等の支払い猶予や分納
　　４　固定費への補填（家賃補助含む）　５　衛生用品の支給
　　６　支援策などの情報の提供　　　　　７　設備投資への支援
　　８　人材確保への支援（合同説明会の開催など）
　　９　イベント開催等消費・需要の拡大　10　販路開拓への支援
　　11　現時点では思いつかない
　　12　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後，新型コロナウイ
ルス感染症に関して，
どのような公的支援策
を期待しますか。

　１　資金繰り支援（融資・貸付）２　持続化給付金（国）
　３　家賃支援給付金（国）　　　４　設備投資・販路開拓支援制度
　５　経営相談支援　　　　　　　６　休業協力・感染リスク低減支援金（道）
　７　函館市事業者等特別支援金（市）
　８　新しい生活様式普及協力支援金（市）
　９　新しい生活様式対応店舗等改修補助金（市）
　10   雇用調整助成金，緊急雇用安定助成金（国）
　11   雇用調整助成金等申請費用補助金（市）
　12　税や国民健康保険料，厚生年金保険料，公共料金等の支払い猶予制度
　13　その他（　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　）

ご協力ありがとうございました。

新型コロナウイルス関
連の支援策で実際に活
用した支援策について
選んで下さい。

今後，ひとり親家庭の父母を雇用する予定があり
ますか。

ひとり親家庭の父母の
雇用を拡大していくた
めには，どのような支
援が必要だと思います
か。

　１　相談支援体制の充実　　　　　　２　資格取得支援制度の充実
　３　各種助成金制度の充実　　　　　４　子どもを預けられる制度の充実
　５　保育所等の優先入所　　　　　　６　公営住宅への優先入所
　７　税控除等の充実
　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在，ひとり親家庭の父母
を雇用していますか。

　　１　現在雇用している　（　　　　　　人）
　　２　過去に雇用したことはあるが，現在は雇用していない
　　３　これまで雇用したことはない

※ひとり親家庭の父母等を一定の条件で新たに雇い入れた場合に，国から「特定求職者雇用開発助成
金」や市から「函館市ひとり親家庭等雇用促進補助金」が支給される可能性があります。詳しくは調査
票に同封のチラシをご覧下さい。
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TEL 21-3309    FAX 27-3350　　　Ｅ-mail：koyo@city.hakodate.hokkaido.jp

ご回答の送り先および本調査に関するお問合せは

〒040-8666　函館市東雲町４番１３号　函館市経済部雇用労政課　担当：進藤
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