
 ～結果概要～
 １.平均賃金の動き（事業所規模５人以上）

現金給与総額は、調査産業計で　260,191円（前年同月増減率　-0.2％）となった。

きまって支給する給与は、調査産業計で　251,337円（前年同月増減率　0.2％）となった。

特別に支払われた給与は、調査産業計で　8,854円（前年同月差　-735円）となった。

産業別の給与額（事業所規模５人以上)

産　　　　　業 金　額 前　月
増減率

前年同月
増減率

金　額 前　月
増減率

前年同月
増減率

金　額 前年同月差

（円） （％） （％） （円） （％） （％） （円） （円）

調査産業計 260,191 -0.3 -0.2 251,337 -1.7 0.2 8,854 -735

鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X X X

建設業 325,048 -1.6 0.0 323,438 -1.9 2.5 1,610 -7,701

製造業 332,039 2.4 -2.9 304,355 -4.3 -3.3 27,684 214

電気・ガス・熱供給・水道業 476,321 -5.4 -33.7 475,603 -4.0 11.4 718 -290,980

情報通信業 317,957 -5.1 -5.0 302,024 -6.2 -7.4 15,933 7,024

運輸業、郵便業 350,396 1.1 -5.9 320,895 -4.9 -8.3 29,501 7,365

卸売業、小売業 200,228 -0.8 4.0 196,765 -0.7 4.0 3,463 -11

金融業、保険業 297,230 -9.1 0.3 294,194 -6.1 -0.2 3,036 1,428

不動産業、物品賃貸業 275,124 -8.7 -19.8 273,926 -7.9 -14.8 1,198 -20,568

学術研究、専門・技術サービス業 317,503 -2.0 -1.2 298,378 -5.9 -6.4 19,125 17,146

宿泊業、飲食サービス業 126,365 3.0 -7.5 124,572 2.5 -7.0 1,793 -862

生活関連サービス、娯楽業 185,269 7.4 -9.7 177,543 4.8 -5.6 7,726 -9,250

教育、学習支援業 313,527 -4.8 10.5 313,433 -3.0 10.6 94 -455

医療、福祉 274,928 -0.1 6.7 269,796 0.4 5.0 5,132 4,354

複合サービス事業 300,168 -11.0 5.2 299,889 -1.7 6.2 279 -2,936

サービス業（他に分類されないもの） 224,419 -0.2 -1.4 220,639 -1.1 -2.3 3,780 1,586

 ２.平均賃金の動き（事業所規模３０人以上）

現金給与総額は、調査産業計で　281,856円（前年同月増減率　-2.0％）となった。

きまって支給する給与は、調査産業計で　270,047円（前年同月増減率　-1.5％）となった。

特別に支払われた給与は、調査産業計で　11,809円（前年同月差　-1,732円）となった。

産業別の給与額（事業所規模３０人以上)

産　　　　　業 金　額 前　月
増減率

前年同月
増減率

金　額 前　月
増減率

前年同月
増減率

金　額 前年同月差

（円） （％） （％） （円） （％） （％） （円） （円）

調査産業計 281,856 0.3 -2.0 270,047 -2.0 -1.5 11,809 -1,732

鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X X X

建設業 351,013 -0.2 -10.4 347,738 -0.6 -5.5 3,275 -20,594

製造業 357,567 3.5 -1.2 322,151 -4.6 -2.5 35,416 4,045

電気・ガス・熱供給・水道業 499,592 -5.3 -37.7 499,183 -4.4 11.9 409 -354,882

情報通信業 316,795 -3.9 -7.8 297,619 -5.0 -10.4 19,176 7,784

運輸業、郵便業 339,349 -2.2 -13.8 314,921 -6.2 -13.9 24,428 -3,346

卸売業、小売業 203,869 2.7 4.9 198,613 0.9 4.6 5,256 479

金融業、保険業 284,194 -3.4 -4.5 283,036 -2.6 -4.6 1,158 -51

不動産業、物品賃貸業 216,906 -21.2 -40.6 215,837 -19.4 -31.5 1,069 -49,159

学術研究、専門・技術サービス業 327,535 1.8 -3.8 295,906 -5.7 -12.5 31,629 29,208

宿泊業、飲食サービス業 145,348 -0.1 -4.3 142,244 -1.5 -3.4 3,104 -1,580

生活関連サービス、娯楽業 172,002 6.9 -12.9 165,176 4.6 -12.2 6,826 -2,631

教育、学習支援業 347,556 -2.4 9.1 347,393 0.6 9.2 163 -326

医療、福祉 306,820 0.5 8.7 301,693 0.7 7.2 5,127 4,227

複合サービス事業 266,178 -8.1 -4.2 265,833 -2.7 -3.5 345 -1,833

サービス業（他に分類されないもの） 219,200 -1.7 4.1 215,477 -2.3 3.1 3,723 2,182

現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与

現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
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　３.出勤日数及び実労働時間の動き（事業所規模５人以上）

出勤日数は、調査産業計で　16.0日（前年同月差　-1.2日）となった。

総実労働時間は、調査産業計で　120.1時間（前年同月増減率　-9.3％）となった。

所定内労働時間は、調査産業計で　113.0時間（前年同月増減率　-7.6％）となった。

所定外労働時間は、調査産業計で　7.1時間（前年同月増減率　-29.0％）となった。

産業別の出勤日数及び労働時間（事業所規模５人以上)

産 業 日数 前月差 前　年
同月差

時間数 前　月
増減率

前年同月
増減率

時間数 前　月
増減率

前年同月
増減率

時間数 前　月
増減率

前年同月
増減率

（日） （日） （日） （時間） （％） （％） （時間） （％） （％） （時間） （％） （％）

調査産業計 16.0 -1.6 -1.2 120.1 -9.4 -9.3 113.0 -8.8 -7.6 7.1 -18.5 -29.0

鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X X X X X X X

建設業 18.8 -2.0 0.4 152.6 -9.2 0.2 141.5 -9.8 2.5 11.1 -0.8 -21.8

製造業 16.8 -2.5 -1.4 135.3 -13.8 -13.4 124.7 -12.7 -9.9 10.6 -23.7 -40.1

電気・ガス・熱供給・水道業 17.1 -2.7 -1.0 138.3 -14.7 -6.4 127.2 -14.0 -7.3 11.1 -21.8 6.8

情報通信業 16.5 -2.7 -0.9 118.9 -15.9 -15.5 111.0 -15.7 -15.1 7.9 -18.5 -21.0

運輸業、郵便業 18.3 -1.5 -0.5 153.9 -8.5 -5.0 134.5 -7.1 -4.0 19.4 -17.4 -11.4

卸売業、小売業 16.6 -0.7 -0.3 115.0 -4.9 -3.2 110.0 -4.0 -2.6 5.0 -23.1 -16.7

金融業、保険業 16.7 -2.4 -1.3 125.1 -11.9 -4.9 119.8 -10.5 -3.5 5.3 -34.6 -28.4

不動産業、物品賃貸業 16.9 -3.5 -1.6 125.9 -22.0 -14.3 119.0 -20.7 -13.1 6.9 -39.5 -31.0

学術研究、専門・技術サービス業 15.6 -2.3 -1.5 123.4 -14.0 -12.4 117.1 -13.2 -10.1 6.3 -25.9 -40.5

宿泊業、飲食サービス業 12.5 0.0 -3.6 79.3 -1.7 -27.5 76.0 -0.9 -26.2 3.3 -19.6 -50.0

生活関連サービス、娯楽業 13.5 -2.1 -3.6 84.5 -15.2 -30.6 81.9 -14.8 -29.5 2.6 -27.8 -53.6

教育、学習支援業 13.1 -3.5 -2.1 100.7 -19.2 -13.4 96.2 -18.5 -9.6 4.5 -31.8 -54.1

医療、福祉 16.4 -1.1 -0.2 124.7 -7.2 -2.7 120.4 -7.6 -1.6 4.3 5.0 -23.2

複合サービス事業 17.6 -2.2 -0.8 133.9 -11.7 -5.2 127.8 -11.2 -3.6 6.1 -22.8 -29.1

サービス業（他に分類されないもの） 16.2 -1.4 -1.9 119.6 -8.1 -10.2 112.6 -7.5 -8.8 7.0 -16.6 -27.8

　４.出勤日数及び実労働時間の動き（事業所規模３０人以上）

出勤日数は、調査産業計で　16.5日（前年同月差　-1.1日）となった。

総実労働時間は、調査産業計で　124.1時間（前年同月増減率　-9.6％）となった。

所定内労働時間は、調査産業計で　116.1時間（前年同月増減率　-7.6％）となった。

所定外労働時間は、調査産業計で　8.0時間（前年同月増減率　-31.6％）となった。

産業別の出勤日数及び労働時間（事業所規模３０人以上)

産 業 日数 前月差 前　年
同月差

時間数 前　月
増減率

前年同月
増減率

時間数 前　月
増減率

前年同月
増減率

時間数 前　月
増減率

前年同月
増減率

（日） （日） （日） （時間） （％） （％） （時間） （％） （％） （時間） （％） （％）

調査産業計 16.5 -1.5 -1.1 124.1 -9.0 -9.6 116.1 -8.5 -7.6 8.0 -15.8 -31.6

鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X X X X X X X

建設業 19.1 -1.4 -0.4 163.4 -6.5 -6.4 143.8 -7.8 -4.2 19.6 4.8 -19.4

製造業 17.0 -2.4 -1.5 139.1 -13.4 -13.4 126.8 -12.3 -9.4 12.3 -22.1 -40.3

電気・ガス・熱供給・水道業 17.3 -2.5 -0.7 140.4 -14.9 -4.2 128.0 -14.0 -5.9 12.4 -22.5 18.2

情報通信業 17.2 -2.1 -0.5 122.2 -12.7 -13.6 112.9 -12.9 -13.4 9.3 -9.8 -16.3

運輸業、郵便業 17.7 -1.6 -1.2 146.9 -10.1 -8.5 129.3 -8.9 -7.6 17.6 -18.1 -15.8

卸売業、小売業 17.1 -0.5 -0.5 114.8 -2.7 -4.8 109.6 -2.5 -4.0 5.2 -5.5 -18.8

金融業、保険業 16.6 -2.6 -1.2 123.9 -11.9 -5.4 118.5 -11.3 -3.8 5.4 -22.9 -30.7

不動産業、物品賃貸業 17.6 -2.0 -0.5 111.8 -22.0 -18.6 106.9 -21.7 -15.6 4.9 -28.0 -54.7

学術研究、専門・技術サービス業 15.9 -2.4 -2.1 128.1 -15.0 -14.7 120.6 -13.1 -12.1 7.5 -37.0 -42.4

宿泊業、飲食サービス業 13.1 -0.6 -2.2 86.6 -3.9 -17.6 81.9 -1.6 -15.6 4.7 -31.9 -42.0

生活関連サービス、娯楽業 13.9 -1.3 -3.3 77.1 -9.6 -37.6 75.4 -8.6 -36.2 1.7 -41.3 -68.4

教育、学習支援業 12.8 -3.3 -2.2 93.8 -21.2 -18.0 92.1 -21.1 -12.1 1.7 -26.0 -82.4

医療、福祉 17.4 -1.0 -0.1 136.3 -4.6 -0.7 131.0 -5.0 -0.1 5.3 8.1 -13.1

複合サービス事業 18.2 -1.3 -0.4 136.9 -7.7 -3.7 127.8 -6.3 -2.2 9.1 -23.5 -19.5

サービス業（他に分類されないもの） 16.5 -1.6 -1.3 118.8 -8.8 -6.1 112.4 -8.3 -4.3 6.4 -18.0 -29.7

所定内労働時間 所定外労働時間出勤日数 総実労働時間

出勤日数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
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　５.雇用の動き（事業所規模５人以上）

本月末労働者数は、調査産業計で　1,709,210人（前年同月増減率　-0.8％）となった。

入職率は、調査産業計で　2.07％（前年同月差　-0.72ポイント）となった。

離職率は、調査産業計で　2.49％（前年同月差　0.19ポイント）となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率（事業所規模５人以上)

産 業 前　月
増減率

前年同月
増減率

前月差 前　年
同月差

前月差 前　年
同月差

（人） （％） （％） （％） （ポイント） （ポイント） （％） （ポイント） （ポイント）

調査産業計 1,709,210 -0.4 -0.8 2.07 -3.48 -0.72 2.49 -3.34 0.19

鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X X X X

建設業 86,004 -0.7 -2.8 0.57 -2.33 -1.09 1.36 -0.12 -0.10

製造業 201,260 -0.5 -0.8 0.84 -1.68 -0.58 1.75 0.13 0.05

電気・ガス・熱供給・水道業 8,382 0.0 6.7 0.00 -4.25 -1.67 0.01 -1.79 -0.59

情報通信業 19,694 -2.6 -0.9 1.83 -0.76 -2.11 4.47 -0.90 3.30

運輸業、郵便業 139,258 0.8 -1.9 1.59 -2.00 0.58 0.84 -1.60 -0.35

卸売業、小売業 331,239 0.5 0.9 2.69 -0.63 0.08 2.19 -1.16 -0.11

金融業、保険業 43,247 2.1 4.2 2.89 -4.70 0.44 0.77 -5.86 -0.15

不動産業、物品賃貸業 29,939 -2.4 2.0 1.35 -2.28 -2.74 3.73 -0.03 0.58

学術研究、専門・技術サービス業 34,959 -2.6 -4.3 0.61 -3.08 -0.46 3.27 -0.21 2.62

宿泊業、飲食サービス業 144,917 0.8 -8.4 3.45 1.10 -0.85 2.63 -8.48 -0.79

生活関連サービス、娯楽業 81,262 -4.8 -7.4 6.62 -4.22 -4.50 11.32 -2.27 3.31

教育、学習支援業 119,196 -0.9 1.6 0.91 -22.04 -1.47 1.87 -16.88 -0.39

医療、福祉 291,773 0.1 0.5 1.81 -3.79 -0.02 1.66 -3.22 -0.21

複合サービス事業 18,078 -0.3 8.9 0.56 -22.26 -0.08 0.90 -11.90 -0.95

サービス業（他に分類されないもの） 159,727 -1.5 2.5 1.82 -1.78 -1.81 3.30 -1.33 1.26

　６.雇用の動き（事業所規模３０人以上）

本月末労働者数は、調査産業計で　1,007,151人（前年同月増減率　-0.4％）となった。

入職率は、調査産業計で　2.07％（前年同月差　-0.33ポイント）となった。

離職率は、調査産業計で　2.28％（前年同月差　0.20ポイント）となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率（事業所規模３０人以上)

産 業 前　月
増減率

前年同月
増減率

前月差 前　年
同月差

前月差 前　年
同月差

（人） （％） （％） （％） （ポイント） （ポイント） （％） （ポイント） （ポイント）

調査産業計 1,007,151 -0.1 -0.4 2.07 -3.17 -0.33 2.28 -2.56 0.20

鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X X X X

建設業 32,947 -0.3 -4.7 1.01 -1.46 0.02 1.30 -0.99 0.75

製造業 154,301 0.4 -1.5 1.03 -1.67 -0.52 1.19 -0.34 -0.43

電気・ガス・熱供給・水道業 6,915 0.0 7.6 0.00 -4.92 -1.25 0.01 -1.23 -0.72

情報通信業 15,525 -2.2 3.0 2.33 -0.98 -1.78 4.51 -1.34 2.97

運輸業、郵便業 108,575 0.3 -3.2 1.19 -2.57 0.72 0.79 -1.56 -0.14

卸売業、小売業 139,673 -0.2 3.5 1.75 -1.97 0.26 1.97 -0.84 0.11

金融業、保険業 22,445 1.5 -0.6 1.70 -4.79 -1.20 0.25 -3.77 -0.63

不動産業、物品賃貸業 9,846 -0.9 5.4 1.23 -5.10 0.22 2.04 -0.45 0.02

学術研究、専門・技術サービス業 20,407 -4.3 -9.0 0.62 -3.13 -0.60 4.98 0.35 4.22

宿泊業、飲食サービス業 62,207 0.7 -2.3 3.16 -0.53 -1.71 2.43 -3.34 -0.93

生活関連サービス、娯楽業 46,902 -2.9 -10.3 9.78 1.84 -6.68 12.57 -1.39 -0.02

教育、学習支援業 68,949 -0.6 -2.2 1.58 -14.45 -0.38 2.17 -13.82 1.20

医療、福祉 192,701 0.7 1.0 2.08 -4.46 0.82 1.40 -3.84 -0.14

複合サービス事業 10,443 -0.6 -0.6 0.97 -6.20 -0.06 1.55 -3.37 0.78

サービス業（他に分類されないもの） 115,040 -0.7 4.3 2.01 -1.69 0.17 2.73 -0.49 1.18

入職率 離職率本月末労働者数

本月末労働者数 入職率 離職率
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