
令和 2 年 3 月 12 日 

舞鶴商工会議所 

 

ＪＭＵ舞鶴事業所「商船部門撤退」に関する緊急アンケート調査について    

 
標記調査を実施しました。その結果を下記のとおりお知らせします。 
 

 
記 

 
 
【調 査 期 間】 令和２年２月１２日（水）～ ２月２０日（木） 
 
【調 査 対 象】 舞鶴商工会議所全会員（1,050 事業所） 
 
【回答事業所】 326 事業所（回答率 31.0％） 

 

 

問１．売上への影響について該当するものに〇をつけてください      （回答事業所数：323） 

                                       

①ある    142事業所（44.0％） 

                                  ②ない    103 事業所（31.9％） 

                                                     ③わからない  78 事業所（24.1％） 

（※無回答：3 事業所） 

 

 

 

 

 

問２．売上への影響について該当するものに〇をつけてください      （回答事業所数：142） 

                                             

①直接的に影響を受ける 53 事業所（37.3％） 

                                            ②間接的に影響を受ける 89 事業所（62.7％） 

 

 

 

 

問３．売上の減少見通しについて該当するものに〇をつけてください  （回答事業所数：142） 

                          

①１０％以下 102 事業所（71.8％） 

                         ②３０％以下  29 事業所（20.4％） 

 ③５０％以下   4 事業所（ 2.8％） 

④５１％以上  7 事業所（ 4.9％） 

 

  

次の【問２から問７】は問１で「①ある」と回答された方にお尋ねします 

 

回答があった事業所のうち、約 4 割が売上への影響が

「ある」としている。「ない」と回答した事業所は約 3 割。

「わからない」とした事業所は約 2 割あった。 

 

 

 

売上への影響が「ある」とした事業所のうち、

「直接的に影響を受ける」と回答した事業所が

約 4 割で、「間接的に影響を受ける」とした事業

所は約 6 割あった。 

 

 

 

売上への影響が「ある」とした事業所のうち、

売上の減少見通しについて、「30％以下」の事業

所が全体の 9 割以上あった。そのうち、「10％以

下」とした事業所が約 7 割を占めている。一方、

「50％以下」が 4 事業所、「51％以上」は 7 事業

所あった。 

 

 



 

問４．事業所の対応策について該当するものに〇をつけてください     （回答事業所数：142） 

                                                        

 ①ある    8 事業所（ 5.6％） 

                                                        ②考慮中  68 事業所（47.9％） 

                                                        ③ない   66 事業所（46.5％） 

 

  

問５．問４で「①ある」と回答された方にお尋ねします 

今後の具体的な対応策をご記入ください 

     【主なコメント】 

   ・新たな受注の確保（機械製造・その他製造） 

      ・他の受注先からの受注量の拡大（機械製造） 

      ・JMUだけに依存していない（機械製造） 

・艦船修理や JMU他事業所への展開（その他製造、卸売・小売） 

      ・海外展開の強化（その他製造） 

 

問６．問４で「③ない」と回答された方にお尋ねします 

今後の具体的な対応をご記入ください 

     【主なコメント】 

         ・事業の縮小（機械製造②、卸売・小売、サービス） 

・他業種への転換（機械製造） 

     ・廃業せざるを得ない（その他製造） 

     ・艦船修理部に力を入れる（建設） 

     ・経費および人員削減（卸売・小売） 

 

問７．最も緊急を要する支援内容について該当するものに〇をつけてください 

（回答事業所数：80） 

                                                   ①新規受注先   45 事業所（56.2％） 

                                               ②融資        8 事業所（10.0％） 

                                                 ③事業内容転換   6 事業所（ 7.5％） 

                                                 ④従業員への対応 14 事業所（17.5％） 

⑤その他      7 事業所（ 8.8％） 

                              （※無回答：62 事業所） 

 

「⑤その他」の具体的なご意見 

   ・失業者が増え消費が低下（卸売・小売） 

      ・新規産業誘致（卸売・小売） 

      ・市場調査等（卸売・小売） 

      ・別の派遣先開拓（サービス） 

      ・高度技術の誘致（その他） 

  

売上への影響が「ある」とした事業所のうち、対応策につ

いて、「ある」と回答した事業所は 1 割に満たない一方、「考

慮中」、「ない」と回答した事業所は、それぞれ 5 割弱であり、

現段階での対応に苦慮されていることがうかがえる。 

 

売上への影響が「ある」とした事業所のうち、最も

緊急を要する支援内容について、「新規受注先」と回

答した事業所は約 5 割あり、次いで「従業員への対

応」が約 2 割であった。また、「融資」は 1 割、「事

業内容転換」は 6 事業所となっている。 

 



 

 

 

 

問８. 貴社の「ＪＭＵ関連企業」等への可能な支援策について該当するものがあれば 

〇をつけてください（複数回答可）      （回答事業所数：145／有効回答数：164） 

 

①従業員の雇用 118 事業所（71.9％） 

                                                  ②業務提携    18 事業所（11.0％） 

                                                  ③資金協力    12 事業所（ 7.3％） 

                                                  ④その他      16 事業所（ 9.8％） 

 

 

 

「④その他」の具体的なご意見 

・経営改善への支援、情報提供（不動産・金融保険） 

      ・ラジオによる情報発信（サービス） 

      ・雇用先の紹介（サービス） 

      ・要請があれば検討（その他製造） 

      ・優秀な技術者の雇用（その他製造） 

 

 

問９. 大きな影響が予測されます  最も影響を受けると思われる項目に〇をつけてください 

（２つのみ選択）                             （回答事業所数：315／有効回答数：584） 

 

①事業存続が難しい  21 事業所（ 3.6％） 

②受注、売上額減少 110 事業所（18.8％） 

                                               ③従業員対策     48 事業所（ 8.2％） 

                                               ④人口減少     215 事業所（36.8％） 

                                               ⑤京都舞鶴港の貿易  17 事業所（ 2.9％） 

                                               ⑥今後のまちづくり  88 事業所（15.1％） 

                                               ⑦商店街の衰退    56 事業所（ 9.6％） 

                                               ⑧宿泊者の減少    24 事業所（ 4.1％）   

                                               ⑨その他        5 事業所（ 0.9％） 

 

   「⑨その他」のご意見 

・市全体の衰退（不動産・金融保険） 

     ・市の税収減少（サービス） 

      ・市の財政悪化（サービス） 

     ・就業先の減少、商業活動の衰退（医療・福祉） 

       

       

【 問 ８ 】 以 降 は す べ て の 方 に お 尋 ね し ま す 

 

「従業員の雇用」とした事業所は、7 割を超えてい

る。これらは、ＪＭＵ等の転職希望者の受け皿になる

可能性がある。「業務提携」と回答した事業所が約 1

割あり、この事業所とＪＭＵ関連企業との調整機会

が必要と思料される。また、「資金協力」は 1 割弱と

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

最も影響を受けると思われる項目として、「人口

減少」と回答した事業所が約 4 割で最も多く、次い

で、「受注、売上額減少」が約 2 割。「今後のまちづ

くり」が 1 割強、「商店街の衰退」が約 1 割。以下

は「従業員対策」、「宿泊者の減少」、「事業存続が難

しい」、「京都舞鶴港の貿易」であった。 

 



 

問 10.今後、期待される施策や事業について最も重要と思われる項目に〇をつけてください 

（２つのみ選択）                （回答事業所数：308／有効回答数：587） 

 

①新規企業誘致            203 事業所（34.6％） 

                ②用地の有効活用            97 事業所（16.5％） 

                ③金融など既存企業への支援       25 事業所（ 4.3％） 

                ④海上自衛隊、海上保安庁との連携強化  79 事業所（13.5％） 

                ⑤米軍への受注活動           14 事業所（ 2.4％） 

                ⑥観光振興               42 事業所（ 7.2％） 

                ⑦京都舞鶴港や高速道路などの整備促進  30 事業所（ 5.1％） 

                ⑧山陰新幹線北部ルートの実現      26 事業所（ 4.4％） 

                ⑨第七次舞鶴市総合計画の推進      10 事業所（ 1.7％） 

                ⑩商業振興               49 事業所（ 8.3％） 

                ⑪その他                12 事業所（ 2.0％）  

 

「⑪その他」のご意見 

・市街化調整区域の見直し（機械製造） 

・JMUの新事業分野の開拓・進出（その他製造） 

・既存企業の魅力向上（建設） 

     ・農地の有効利用（卸売・小売） 

     ・大学誘致（卸売・小売） 

     ・メタンハイドレートの開発誘致（サービス） 

    ・人口を減らさない取り組み（サービス） 

 

     ※なお、「業種別集計結果」をまとめています。（別紙） 

 

 

〇その他のご意見 

 【主な記載事項】 

  ・舞鶴のものづくりの技術が消滅する危機。撤退を撤回してほしい（建設） 

  ・ＪＭＵから具体的な説明がないため対応ができない（卸売・小売） 

  ・各企業が的確な対応策がとれるよう細かな情報収集に努めてほしい（建設） 

    ・ＪＭＵの配転で下請業者が追い出され従業員への影響が出ることは避けて（機械製造） 

・従業員の再雇用先として、会議所会員企業との面接会等の早期開催を望む（その他製造） 

・人材の有効活用を市全体で考えていく必要がある（サービス） 

・行政（特に市職員）の舞鶴市に対する責任ある対応を求める（不動産・金融保険） 

・工業用地を造成して、各企業の進出を強力に進めてほしい（卸売・小売） 

・深刻な事態。地元経済がひどいダメージ。市・府との連携し対策を（不動産・金融保険） 

     ・消費減退が懸念されることから下請関連企業への手厚い支援を望む（宿泊・飲食） 

     ・より一層の沈み込みのきっかけになる（建設） 

 ・人口減少を抑制、人口増の対策が必要（卸売・小売） 

期待される施策や事業につ

ては、「新規企業誘致」とした

事業所が約 3 割強で最も多く、

次いで、「用地の有効活用」が

2 割弱、「海上自衛隊、海上保

安庁との連携強化」が 1 割強

であった。以下、「商業振興」、

「観光振興」などとなってい

る。 

 


