調査結果の概要
Ⅰ 事業所の概要について
１．事業所の概要
回答状況について
□調査対象は 400 事業所で、うち 118 事業所（29.5％）から回答があった。
□産業分類別の回答状況では、
「建設業」が 35 事業所（29.7％）
、次いで「卸売業・小
売業」が 21 事業所（17.8％）、「製造業」が 20 事業所（16.9％）となっている。

区分

比率

事業所数

（事業所数／総計）

建設業

35

29.7

製造業

20

16.9

運輸業・郵便業

12

10.2

卸売業・小売業

21

17.8

金融業・保険業

1

0.8

不動産業・物品賃貸業

4

3.4

宿泊業・飲食サービス業

4

3.4

2

1.7

医療・福祉

5

4.2

サービス業

14

11.9

0

0

118

100

生活関連サービス業・娯楽
業

その他
合計

事業所の形態について
□事業所の形態では、
「単独事業所」が 62 事業所（52.5％）、次いで「本社・本店」が
21 事業所（17.8％）
、
「支社・支店」が 19 事業所（16.1％）となっている。

(事業所)

1

労働組合の有無について
□回答 116 事業所のうち、労働組合「あり」が 20 事業所（17.2％）
、労働組合「なし」
が 96 事業所（82.8％）となっている。
就業規則の有無について
□回答 115 事業所のうち、就業規則「あり」が 100 事業所（87.0％）、就業規則「なし」
が 15 事業所（13.0％）となっている。
□就業規則「あり」と回答した 100 事業所のうち、非正規職員への適用「あり」が 65
事業所（65％）
、適用「なし」が 22 事業所（22.0％）となっている。

Ⅱ従業員の雇用状況について
２．従業員数
正規雇用者の状況について
□回答 117 事業所のうち正規雇用「あり」は 105 事業所（89.7％）で雇用の総数は 2,325
名、内訳は男性が 1,754 名（75.4％）、女性は 571 名（24.6％）となっている。

(人)

□産業分類別では、男性の割合が最も高いのは「宿泊業・飲食サービス業」で 100.0％、
次いで「運輸業・郵便業」が 93.5％となっており、女性の割合が最も高いのは「金
融業・保険業」が 56.2％、次いで「医療・福祉」の 51.2％となっている。
□正規雇用者のうち、障がい者の雇用総数は 33 名（1.4％）で、内訳は男性が 25 名、
女性が 8 名となっている。

2

□外国人の雇用総数は 1 名となっている。
□正規雇用者のうち、市内在住者は 515 名（22.2％）で、内訳は男性が 294 名、女性
が 221 名となっている。
正規雇用者の年齢構成について
□正規雇用者の年齢構成では、回答 117 事業所のうち、
「40～49 歳」が 707 名（30.4％）
、
次いで「50～59 歳」が 570 名（24.5％）となっている。
(人)

非正規雇用者の状況について
□回答 117 事業所のうち、113 事業所が非正規雇用者「あり」で、雇用者の総数は 1,558
名となっている。
□雇用形態別では、パートタイマーが 900 名（57.8％）、次いで契約社員・嘱託等が 456
名（29.3％）
、季節労働者が 145 名（9.3％）となっている。
(人)

3

□契約社員・嘱託等の採用が多い業種は、「サービス業」の 47.0％、次いで「製造業」
の 45.9％となっている。パートタイマーの採用が多い業種は、「金融業・保険業」、
「不動産業・物品賃貸業」
、
「宿泊業・飲食サービス業」でそれぞれ 100.0％、次いで
「生活関連サービス業・娯楽業」の 94.5％、
「卸売業・小売業」の 80.7％となって
いる。また、季節労働者の採用が多い業種は、
「建設業」が 89.9％、次いで「運輸業・
郵便業」の 10.6％となっている。
正規雇用者と非正規雇用者の状況について
□回答 117 事業所における正規雇用者と非正規雇用者を合わせた雇用総数は 3,883 名
で、内訳は正規雇用者が 2,325 名（59.9％）
、非正規雇用者が 1,558 名（40.1％）と
なっている。
３．採用状況
新規学卒者の採用状況について
□回答 114 事業所のうち、19 事業所（16.7％）が新規学卒者を採用しており、採用さ
れた雇用者の総数は 63 名で、内訳は「正規雇用者」が 60 名（95.2％）
、
「非正規雇
用者」が 3 名（4.8％）となっている。
(人)

□回答 114 事業所のうち、95 事業所（83.3％）が新規学卒者を採用しなかったとして
いる。その理由としては、｢現状維持（先行き不透明）｣が 48 事業所（50.5％）
、次
いで「その他」が 26 事業所（27.4％）となっている。

4

中途採用の状況について
□回答 114 事業所のうち、53 事業所で 360 名が中途採用となっている。内訳は正規雇
用者が 139 名（38.6％）で、うち男性が 101 名（72.7％）
、女性が 38 名（27.3％）
となっている。
一方、非正規雇用者は 221 名（61.4％）で、うち男性が 91 名（41.2％）
、女性が
130 名（58.8％）となっている。
□中途採用者のうち、障がい者の雇用は、総数で 13 名（3.6％）となっており、正規
雇用者はなく、非正規雇用 13 名のみとなっている。また、外国人で中途採用された
ものはいなかった。
□中途採用者のうち、市内在住者は 114 名（31.7％）で、正規雇用者が 31 名（27.2％）
、
非正規雇用者が 83 名（72.8％）となっている。
中途採用者の年齢構成について
□回答 114 事業所における中途採用者の年齢構成では、360 名中 40～49 歳が 102 名
（28.3％）
、次いで 30～39 歳の 80 名（22.2％）
、50～59 歳の 69 名（19.2％）となっ
ている。
男女別では、正規雇用者が、男性 101 名中 50～59 歳の 26 人（25.7％）、女性が 38
名中 40～49 歳の 16 人（42.1％）となっており、非正規雇用者では男性 91 名中 30
歳～39 歳、40～49 歳がそれぞれ 18 名（19.8％）
、女性が 130 名中 40～49 歳で 43 名
（33.1％）となっている。
(人)

中途採用者の雇用理由について
□「採用あり」の 53 事業所のうち、
「突然の退職者補充」が 30 事業所（50.0％）
、次
いで「その他」が 14 事業所（23.3％）、
「事業の拡大に合わせて中途採用」が 7 事業
所（11.7％）となっている。
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４．今後の雇用方針
今後の雇用方針について
□回答 116 事業所のうち、「現状維持」が 71 事業所（61.2％）、次いで「増員したい」
が 44 事業所（37.9%）
、
「減員したい」が 1 事業所（0.9%）となっている。
□「増員したい」と回答した事業所を産業分類別にみた場合では、
「製造業」、
「運輸業・
郵便業」
、
「生活関連サービス業・娯楽業」がそれぞれ 50.0％、次いで「建設業」が
41.2％、
「卸売業・小売業」が 33.3％となっている。
(事業所)

５．新規採用の予定
来年度の新規採用予定について
□回答 118 事業所のうち、採用予定「あり」が 29 事業所（24.6％）
、採用予定「なし」
が 64 事業所（54.2％）
、検討中が 25 事業所（21.2％）となっている。

(事業所)

□採用を予定している 29 事業所を産業分類別にみた場合では、
「医療・福祉」
が 60.0％、
次いで「製造業」の 45.0％が採用予定となっている。

6

６．障がい者の雇用
障がい者の雇用状況について
□回答 117 事業所のうち、
「雇用している」は 20 事業所（17.1％）、
「雇用していない」
は 97 事業所（82.9％）となっている。
□「雇用していない」と回答した事業所の理由としては、「業務上障がい者の雇用が難
しい」が 58 事業所（59.8％）と最も多かった。
障がい者の雇用予定について
□回答 110 事業所のうち、
「雇用の予定あり」は 4 事業所（3.6％）
、
「雇用の予定なし」
は 91 事業所（82.7％）
、
「検討中」は 15 事業所（13.6％）となっている。
□雇用の予定ありと回答した事業所を産業分類別にみた場合では、「医療・福祉」が
20.0％、
「卸売業・小売業」が 11.1％、製造業の 5.0％となっている。
障がい者の雇用率制度について
□回答 112 事業所のうち、
「知っている」は 87 事業所（77.7％）、
「知らない」は 25 事
業所（22.3％）となっている。
障がい者雇用助成金について
□回答 111 事業所のうち、
「知っている」は 86 事業所（77.5％）、
「知らない」は 25 事
業所（22.5％）となっている。
７．ひとり親の雇用
ひとり親の雇用について
□回答 114 事業所のうち、
「雇用している」は 40 事業所（35.1％）、
「雇用していない」
は 64 事業所（56.1％）
、
「把握していない」は 10 事業所（8.8％）となっている。
８．高年齢者（60 歳以上）の雇用
高年齢者（60 歳以上）の雇用について
□回答 117 事業所のうち、
「雇用している」は 79 事業所（67.5％）、
「雇用していない」
は 38 事業所（32.5％）となっている。
Ⅲ賃金等について
９．労働時間（正規雇用者）
所定内労働時間について

7

【年間の所定内労働日数】
□回答 74 事業所のうち、
「宿泊業・飲食サービス業」は 291 日、次いで「医療・福祉」
が 274 日、
「運輸業・郵便業」が 273.4 日となっている。
(日)

【1 日の所定内労働時間】
□回答 110 事業所のうち、
「7 時間 30 分超 8 時間以下」が 66 事業所（60.0％）
、次いで
「7 時間超 7 時間 30 分以下」が 22 事業所（20.0％）となっている。

(事業所)

8

【1 週間の所定内労働時間】
□回答 107 事業所のうち、
「38 時間以上 40 時間以下」が 68 事業所（63.6％）、次いで
「40 時間超」が 25 事業所（23.4％）となっている。

(事業所)

所定外労働時間（時間外）について ※１ヵ月
□回答 104 事業所のうち、
「なし」が 19 事業所（18.3％）、
「あり」が 85 事業所（81.7％）
で、1 人平均の時間は「20 時間未満」が 40 事業所（47.1％）
、次いで「20 時間以上
40 時間未満」
が 23 事業所
（27.1％）、
「40 時間以上 80 時間未満」が 14 事業所
（16.5％）
となっている。
(事業所)

9

変形労働時間制について
□回答 114 事業所のうち「導入している」は 52 事業所（45.6％）、「導入していない」
は 62 事業所（54.4％）となっている。
□「導入している」事業所では、
「1 年単位」が 32 事業所（61.5％）
、次いで「1 ヵ月
単位」が 13 事業所（25.0％）、
「1 週間単位」が 5 事業所（9.6％）となっている。
10．賃金・一時金等（正規雇用者）
基本賃金（初任給）について
【新規学卒者の初任給】
□回答 54 事業所の新規学卒者初任給の平均額は、中学卒が男性 126,190 円、女性
122,190 円、高校卒では男性 152,505 円、女性 146,558 円、短大・高専校卒では男性
162,622 円、女性 154,644 円、大学卒では男性 174,192 円、女性 166,745 円となって
いる。
□産業分類別で平均額が最も高いのは、「中学卒」が男女ともに「建設業」、高校卒で
は男女とも「建設業」、「短大・高専卒」では男女ともに「卸売業・小売業」、「大学
卒」では男女ともに「卸売業・小売業」となっている。

基本賃金（基本給）について
□回答 74 事業所の年齢別・男女別の基本賃金の平均額は、20 代が男性 159,240 円、女
性 143,528 円、30 代が男性 200,396 円、女性 175,771 円、40 代が男性 230,842 円、
女性 201,928 円、50 代が男性 250,151 円、女性 218,030 円となっており、各年代に
おいて女性より男性の賃金が高い傾向となっている。
一時金（賞与）について
≪夏季手当≫
□回答 98 事業所のうち、支給しているのは 66 事業所（67.3％）、支給方法はその他が
30 事業所（50.8％）
、次いで定率が 22 事業所（37.3％）
、定額が 7 事業所（11.9％）
で、平均支給額は 265,816 円となっている。
≪年末手当≫
□回答 98 事業所のうち、支給しているのは 75 事業所（76.5％）、支給方法はその他が
36 事業所（53.7％）
、次いで定率が 21 事業所（31.3％）、定額が 10 事業所（14.9％）
で、平均支給額は 323,868 円となっている。
≪年度末手当≫
□回答 98 事業所のうち、支給しているのは 10 事業所（10.2％）、支給方法はその他が
6 事業所（66.7％）
、次いで定率が 2 事業所（22.2％）
、定額が 1 事業所（11.1％）で、
平均支給額は 209,170 円となっている。
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≪決算手当≫
□回答 98 事業所のうち、支給しているのは 17 事業所（17.3％）、支給方法はその他が
10 事業所（62.5％）
、次いで定率が 3 事業所（18.8％）、定額が 3 事業所（18.8％）
で、平均支給額は 217,100 円となっている。
賃金の改定について ※平成 26 年 9 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日
□回答 108 事業所のうち、77 事業所（71.3％）が賃金の改定を行ったとしている。賃
金改定を行った事業所のうち、
「定期昇給のみ」が 30 事業所（39.0％）
、次いで「ベ
ースアップのみ」が 21 事業所（27.3％）、「定期昇給とベースアップ」が 18 事業所
（23.4％）となっている。
(事業所)

各種手当について
□回答 103 事業所のうち、
「通勤手当」が 95 事業所（92.2％）
、次いで「家族手当」が
65 事業所
（63.1％）
「住宅手当」
、
が 59 事業所（57.3％）
、燃料手当が 53 事業所（51.5％）
となっている。

(単位：事業所)
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Ⅳ休暇制度等について
11．休日・休暇
週休２日制について
□回答 113 事業所のうち、81 事業所（71.7％）が実施しており、実施方法としては、
「完全」が 25 事業所（30.9％）
、次いで「その他」が 22 事業所（27.2％）
、「隔週」
が 13 事業所（16.0％）となっている。

(単位：事業所)

年次有給休暇について
□回答 96 事業所のうち、平均取得日数では「0～5 日」が 50 事業所（52.1％）、次いで
「6～10 日」が 31 事業所（32.3％）、
「11～15 日」が 7 事業所（7.3％）となってお
り、最大取得日数の平均は 15.5 日、最小取得日数の平均は 2.3 日となっている。

(単位：事業所)
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□産業分類別における最高取得日数の平均では、
「生活関連サービス業」が 30.5 日、
次いで「医療・福祉」の 28.6 日、「サービス業」の 21.6 日となっている。また、最
小取得日数の平均では、
「金融業・保険業」、
「不動産業・物品賃貸業」
、「生活関連サ
ービス業・娯楽業」が 0 日となっている。
各種休暇について
□回答 115 事業所のうち、
「あり」は 106 事業所（92.2％）で、休暇の内訳では「年末
年始休暇」が 85 事業所（80.2％）、次いで「忌引休暇」の 81 事業所（76.4％）、
「夏
季休暇」の 67 事業所（63.2％）となっている。

(単位：事業所)

12．両立支援制度等
育児休業制度について ※平成 26 年 9 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日
【制度化】
□回答 108 事業所のうち、「制度として明文化している」は 48 事業所（44.4％）、
「明
文化してはいないが慣行としてある」が 14 事業所（13.0％）、「ない」が 46 事業所
（42.6％）となっている。
【休業中の賃金】
□回答 67 事業所のうち、
「有給」
が 7 事業所
（10.4％）
「一部有給」
、
が 15 事業所（22.4％）
、
無給が 45 事業所（67.2％）となっている。
【取得状況】
□回答 108 事業所のうち、男性では取得ありが 1 事業所（0.9％）で 1 名、女性で取得
ありは 14 事業所（13.0％）で 20 名となっている。
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介護休業制度について ※平成 26 年 9 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日
【制度化】
□回答 108 事業所のうち、「制度として明文化している」は 47 事業所（43.5％）、
「明
文化してはいないが慣行としてある」が 10 事業所（9.3％）
、「ない」が 51 事業所
（47.2％）となっている。
【休業中の賃金】
□回答 62 事業所のうち、
「有給」
が 5 事業所（8.1％）
「
、一部有給」
が 11 事業所
（17.7％）
、
無給が 46 事業所（74.2％）となっている。
【取得状況】
□回答 108 事業所のうち、男性、女性とも取得ありは 0 事業所（0.0％）で 0 名となっ
ている。
両立支援（育児や介護）のための実施制度について
□回答 108 事業所のうち、
「あり」は 55 事業所（50.9％）、
「ない」が 53 事業所（49.1％）
となっており、制度の内訳では、
「法定時間外労働の制限」が 37 事業所（67.3％）
、
次いで
「短時間勤務制度」
が 36 事業所
（65.5％）、
「子の看護休暇」が 34 事業所
（61.8％）
、
「深夜労働の制限」が 29 事業所（52.7％）となっている。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について
□回答 99 事業所のうち、
「策定の予定はない」が 66 事業所（66.7％）
、次いで「策定
を検討している」が 18 事業所（18.2％）、「策定している」が 15 事業所（15.2％）
となっている。
13．男女の雇用格差等
雇用上の格差について
□回答 103 事業所のうち、雇用格差は「ある」が 23 事業所（22.3％）
、雇用格差は「な
い」
が 80 事業所
（77.7％）
となっており、
格差の内訳では、
「賃金」が 10 事業所
（43.5％）
、
次いで「採用」が 8 事業所（34.8％）、
「配置」が 7 事業所（30.4％）となっている。
女性の登用について
□回答 57 事業所のうち、役員が 12.0％、管理職が 5.0％、係長相当職が 9.4％となっ
ている。
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Ⅴ定年制・退職金について
14．定年に伴う雇用制度
改正高齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保法の導入状況について
□回答 102 事業所のうち、「継続雇用制度（再雇用・勤務延長）を導入」が 61 事業所
（59.8％）
、次いで「定年年齢を 65 歳まで引上げた」が 18 事業所（17.6％）、
「定年
制なし（廃止）
」が 13 事業所（12.7％）となっている。

(単位：事業所)

15．継続雇用制度（再雇用・勤務延長）と雇用条件の変化
再雇用、又は勤務延長をした場合の雇用形態について
【雇用上の身分】
□回答 102 事業所のうち、
「変わる」が 39 事業所（38.2％）
、次いで「特に定めていな
い」が 34 事業所（33.3％）
、
「変わらない」が 29 事業所（28.4％）となっている。
【仕事の内容】
□回答 101 事業所のうち、
「変わらない」が 47 事業所（46.5％）
、次いで「特に定めて
いない」が 41 事業所（40.6％）、
「変わる」が 13 事業所（12.9％）となっている。
【所定内賃金】
□回答 101 事業所のうち、
「変わる」が 53 事業所（52.5％）、次いで「特に定めていな
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い」が 31 事業所（30.7％）
、
「変わらない」が 17 事業所（16.8％）となっている。
【勤務日数と労働時間】
□回答 101 事業所のうち、
「変わらない」が 65 事業所（64.4％）
、次いで「対象者ごと
に決定」が 26 事業所（25.7％）、
「所定労働時間は同じだが勤務日数が短い」が 7 事
業所（6.9％）となっている。
16．退職金
退職金の支給状況、及び制度について
【退職金制度の有無】
□回答 117 事業所のうち、
「制度あり」は 85 事業所（72.6％）
、「制度なし」が 29 事業
所（24.8％）となっている。
【退職金制度の形態】
□制度ありと回答した 85 事業所のうち、
「退職一時金のみ」が 49 事業所（57.6％）
、
次いで「退職一時金か退職年金を選択」が 11 事業所（12.9％）、
「退職一時金と退職
年金の併用」が 9 事業所（10.6％）となっている。
【退職金の準備形態】
□制度ありと回答した 85 事業所のうち、「中小企業退職金共済制度」が 34 事業所
（40.0％）
、次いで「会社独自の退職金制度」が 29 事業所（34.1％）
、「企業年金」
が 9 事業所（10.6％）となっている。

Ⅵ非正規社員の雇用について
17．契約社員
賃金等について
【平均時給（1 時間）】
□男性における回答 18 事業所の平均時給は 1,210 円、女性における回答 15 事業所の
平均時給は 1,045 円となっている。
【平均労働時間（1 日）
】
□男性における回答 22 事業所の平均労働時間（1 日）は 7.9 時間、女性における回答
17 事業所の平均労働時間（1 日）は 7.6 時間となっている。
【平均労働日数（1 週）
】
□男性における回答 22 事業所の平均労働日数（1 週間）は 5.1 日/週、女性における回
答 17 事業所の労働日数（1 週間）は 5.1 日/週となっている。
【在職期間】
□男性における回答 20 事業所 169 人の在職期間では、
「10 年以上」が 55 人（32.5％）、
次いで「1 年以上 3 年未満」が 35 人（20.7％）
、
「5 年以上 10 年未満」が 28 人（16.6％）
となっている。また、女性における回答 16 事業所 78 人の在職期間では、
「5 年以上
10 年未満」が 23 人（29.5％）
、次いで「10 年以上」が 19 人（24.4％）、「1 年以上 3
年未満」が 17 人（21.8％）となっている。
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労働条件について
□回答 27 事業所のうち、
「雇用保険」が 27 事業所（100.0％）、次いで「就業規則」、
「健
康保険」
、
「厚生年金」
「年次有給休暇」がそれぞれ 26 事業所（96.3％）、
「交通費等
手当」
、
「健康診断」がそれぞれ 25 事業所（92.6％）となっている。

(単位：事業所)

雇用の理由について
□回答 24 事業所のうち、
「業務内容が正社員以外で対応可能」が 16 事業所（66.7％）
、
次いで「人件費の削減」が 11 事業所（45.8％）となっている。

(単位：事業所)
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正規雇用への転換制度について
【制度の有無】
□回答 24 事業所のうち、転換制度「あり」が 15 事業所（62.5％）
、転換制度「なし」
が 9 事業所（37.5％）となっている。
【制度化】
□転換制度「あり」と回答した 15 事業所のうち、
「明文化していないが慣行としてあ
る」が 8 事業所（53.3％）
、次いで「制度として明文化している」が 7 事業所（46.7％）
となっている。
今後の雇用方針について
□回答 25 事業所のうち、
「現状維持」が 18 事業所（72.0％）、次いで「増員したい」
が 7 事業所（28.0％）となっている。
18．パートタイマー
賃金等について
【平均時給（1 時間）】
□男性における回答 21 事業所の平均時給は 890 円、女性における回答 41 事業所の平
均時給は 883 円となっている。
【平均労働時間（1 日）
】
□男性における回答 21 事業所の平均労働時間（1 日）は 5.9 時間、女性における回答
41 事業所の平均労働時間（1 日）は 5.3 時間となっている。
【平均労働日数（1 週）
】
□男性における回答 21 事業所の平均労働日数（1 週間）は 4.7 日/週、女性における回
答 41 事業所の労働日数（1 週間）は 4.5 日/週となっている。
【在職期間】
□男性における回答 23 事業所 181 人の在職期間では、
「1 年以上 3 年未満」が 45 人
（24.9％）
、次いで「10 年以上」が 32 人（17.7％）、
「6 ヶ月以上 1 年未満」、
「5 年以
上 10 年未満」がそれぞれ 28 人（15.5％）となっている。また、女性における回答
42 事業所 549 人の在職期間では、「1 年以上 3 年未満」が 139 人（25.3％）
、次いで
「10 年以上」が 114 人（20.8％）
、
「5 年以上 10 年未満」が 111 人（20.2％）となっ
ている。

18

労働条件について
□回答 46 事業所のうち、
「交通費等手当」が 36 事業所（78.3％）、次いで「雇用保険」
が 32 事業所（69.6％）
、
「健康診断」が 31 事業所（67.4％）となっている。

(単位：事業所)

雇用の理由について
□回答 50 事業所のうち、
「業務内容が正社員以外で対応可能」が 32 事業所（64.0％）
、
次いで
「人件費の削減」
が 24 事業所
（48.0％）
「
、業務の繁閑に対応」
が 9 事業所
（18.0％）
となっている。

(単位：事業所)
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正規雇用への転換制度について
【制度の有無】
□回答 47 事業所のうち、転換制度「あり」が 27 事業所（57.4％）
、転換制度「なし」
が 20 事業所（42.6％）となっている。
【制度化】
□転換制度「あり」と回答した 27 事業所のうち、
「明文化していないが慣行としてあ
る」が 16 事業所（59.3％）
、次いで「制度として明文化している」が 9 事業所（33.3％）
となっている。
今後の雇用方針について
□回答 50 事業所のうち、
「現状維持」が 39 事業所（78.0％）、次いで「増員したい」
が 11 事業所（22.0％）となっている。
19．季節労働者
季節労働者の通年雇用について
□回答 20 事業所では、
「通年雇用したことがある」が 8 事業所（40.0％）、
「通年雇用
したことはない」が 6 事業所（30.0％）となっている。
通年雇用奨励金制度について
□回答 19 事業所のうち、
「知っている」が全 19 事業所（100.0％）となっている。
□「知っている」と回答した 19 事業所のうち、「利用したことがない」が 9 事業所
（47.4％）
、次いで「利用したことがある」が 7 事業所（36.8％）となっている。
季節労働者通年雇用促進支援協議会について
□回答 18 事業所のうち、
「知っている」が 13 事業所（72.2％）「知らない」が 5 事業
所（27.8％）
、となっている。
今後の雇用方針について
□回答 17 事業所のうち、
「現状維持」が 13 事業所（76.5％）、次いで「増員したい」
が 4 事業所（23.5％）となっている。
20．派遣社員
賃金等について
【平均時給（1 時間）】
□男性における回答 7 事業所の平均時給は 1,430 円、女性における回答 7 事業所の平
均時給は 1,430 円となっている。
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【平均労働時間（1 日）
】
□男性における回答 7 事業所の平均労働時間（1 日）は 7.0 時間、女性における回答 7
事業所の平均労働時間（1 日）は 7.1 時間となっている。
【平均労働日数（1 週）
】
□男性における回答 7 事業所の平均労働日数（1 週間）は 5.1 日/週、女性における回
答 6 事業所の労働日数（1 週間）は 5.3 日/週となっている。
【在職期間】
□男性における回答 6 事業所 15 人の在職期間では、
「1 年以上 3 年未満」
が 11 人（73.3％）
、
次いで「6 ヶ月以上 1 年未満」3 人（20.0％）となっている。また、女性における回
答 6 事業所 8 人の在職期間では、
「5 年以上 10 年未満」が 3 人（37.5％）
、次いで「1
年以上 3 年未満」が 2 人（25.0％）となっている。
雇用の理由について
□回答 11 事業所のうち、
「自社で育成困難な人材の確保」が 4 事業所（36.4％）
、次
いで「業務内容が正社員以外で対応可能」が 3 事業所（27.3％）となっている。

(単位：事業所)

今後の雇用方針について
□回答 11 事業所のうち、
「現状維持」が 9 事業所（81.8％）
、次いで「減員したい」
が 2 事業所（18.2％）となっている。
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