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2008年4月9日発表

3月の全国の派遣時給は微減

～新年度に向けた求人増がピークアウト～

【【【【 概況概況概況概況 】】】】

�3月月月月のののの全国全国全国全国のののの派遣社員募集時平均時給派遣社員募集時平均時給派遣社員募集時平均時給派遣社員募集時平均時給はははは、、、、1,619円（前月1,623円）で、

前月比0.2％減となりました。企業が新年度を迎える4月を前に積極的な求人に動い

たことで、2月の平均時給は上昇しましたが、3月後半に入り、新年度向けの求人が

終息したことで、3月の平均時給は前月から減少しました。

�全国全国全国全国のののの職種別平均時給職種別平均時給職種別平均時給職種別平均時給はははは、、、、システム開発などの「IT系」職種が2,059円で

最も高く、次いで「技術系」 1,717円、「クリエイティブ系」 1,583円となっています。

CAD・ハード系設計・研究開発などの「技術系」職種は、時給水準は高いものの減少

率も高く、前月比で1.9％減少しました。一方、上昇率が最も高かったのは、「医療・介

護系」職種で前月比2%増の1,540円となりました。また、3月は家電量販店やショッピ

ングセンターなどで新年度を前にしたキャンペーンや販促が増え、デモンストレーター

や販売等の求人が増加したことで、「営業・販売・サービス系」職種の時給が、前月比

0.1％上昇し、1,437円となりました。

�エリアエリアエリアエリア別別別別のののの平均時給平均時給平均時給平均時給はははは、、、、東北、東海、関西を除くエリアで減少。関東エリア

は前月比0.3％減で1,676円、北海道エリアは前月比0.8％減の1,188円、北信越エリ

アが前月比2％減で1,165円、中国・四国エリアが前月比0.1％減の1,156円、九州・

沖縄エリアが前月比0.3％減の1,210円となりました。

九州・沖縄エリアでは、コールセンターの増設などで、スーパーバイザーを含む「営

業・販売・サービス系」職種の時給が前月比で大きく上昇しました。

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：越智通勝）が運営する全国の派遣情報集合
サイト「[en]派遣のお仕事情報」では、当サイトに掲載された全ての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集
計し、募集時の平均時給分析を行っております。2008年3月の集計結果がまとまりましたので、お知らせいた
します。 ※[en]派遣のお仕事情報上で分類されている職種、エリア
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インターネットを利用した求人求職情報サービスのリーディングカンパニー。 「転職サイト比較調査2007」（※）で総合評価No.1に選ばれた「[en]社会人

の転職情報」をはじめ、正社員、派遣社員、新卒、アルバイト求人分野で情報サイトを運営。正直で詳細な求人情報の制作・提供により、求人企業と求
職者のベストマッチングを実現しています。
※過去1年以内の転職経験者かつ転職サイト利用者1182名が30サイトから選んだ総合評価でNo.1を獲得。

（2007年サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社調査）

＜運営サイト＞ [en]社会人の転職情報、[en]学生の就職情報、[en]転職コンサルタント
[en]派遣のお仕事情報、 [en]本気のアルバイト、SNSモバイルサイト[en]高校生

【調査概要】
▼集計対象
弊社運営の派遣情報集合サイト「[en]派遣のお仕事情

報」に掲載された求人広告から派遣社員の募集時の平
均時給を集計。

▼対象エリア
北海道、東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
県、福島県）、北信越（新潟県、富山県、石川県、福井県、
長野県）、関東（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨
城県、群馬県、栃木県、山梨県）、東海（愛知県、岐阜県、
三重県、静岡県）、関西（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀
県、奈良県、和歌山県）、中国・四国（鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高
知県）、九州・沖縄（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

【【【【[en]派遣派遣派遣派遣のおのおのおのお仕事情報仕事情報仕事情報仕事情報についてについてについてについて】】】】 http://haken.en-japan.com/

2年連続「最も満足している派遣サイトNo.1」（※）に輝く、日本最大級の派遣情報集合サイト。派遣で働く人の様々なニーズや条件と、全国の派遣会社
の持つ仕事情報のベストマッチングを実現しています。利用者から寄せられた成功談、失敗談を集めた “派遣クチコミ情報” や、派遣社員のホンネに
迫る “今月のアンケート集計結果” など、お役立ち情報も満載。 （※インターワイヤード社調査）
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平均時給 平均時給 平均時給 平均時給 平均時給

オフィスワーク系 ↓ -0.5% \1,134 ↓ -2.0% \1,125 ↓ -1.1% \1,189 ↓ -0.7% \1,126 ↓ -0.1% \1,127

営業・販売・サービス系 ↓ -2.7% \1,115 ↓ -0.6% \1,055 ↑ 0.2% \1,164 ↓ -0.9% \1,103 ↑ 4.5% \1,146

クリエイティブ系 ↑ 1.6% \1,233 ↑ 1.5% \1,069 ↓ -7.7% \1,200 ↓ -3.9% \1,129 ↓ -3.2% \1,195

IT系 ↑ 1.7% \1,308 ↑ 9.9% \1,475 ↑ 19.4% \1,075 ↑ 4.4% \1,363 ↓ -3.3% \1,446

技術系 ↓ -0.2% \1,517 ↑ 12.7% \1,216 ↓ -9.3% \1,258 ↓ -0.2% \1,140 ↓ -3.6% \1,199

医療・介護系 ↓ -0.7% \1,020 ↓ -1.7% \1,025 ↓ -4.4% \1,075 ↓ -6.9% \1,005 ↑ 1.8% \1,305

その他 ↓ -3.1% \1,042 ↑ 5.0% \1,016 ↓ -4.5% \1,033 ↓ -7.7% \1,000 ↓ -4.3% \1,022

総計 ↓ -0.8% \1,188 ↑ 2.4% \1,165 ↓ -2.0% \1,165 ↓ -0.1% \1,156 ↓ -0.3% \1,210

前月比前月比
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平均時給 平均時給 平均時給 平均時給

オフィスワーク系 ↓ -0.2% \1,550 ↓ -0.2% \1,609 ↑ 0.4% \1,340 ↓ -0.3% \1,337

営業・販売・サービス系 ↑ 0.1% \1,437 → 0.0% \1,492 ↓ -1.2% \1,323 ↑ 0.4% \1,325

クリエイティブ系 ↓ -0.6% \1,583 ↓ -0.3% \1,640 ↑ 3.8% \1,367 ↓ -0.6% \1,407

IT系 ↑ 0.1% \2,059 → 0.0% \2,128 ↑ 0.2% \1,797 ↑ 0.3% \1,740

技術系 ↓ -1.9% \1,717 ↓ -1.5% \1,783 ↓ -9.3% \1,435 → 0.0% \1,509

医療・介護系 ↑ 2.0% \1,540 ↑ 0.1% \1,545 ↑ 5.0% \1,425 ↑ 6.2% \1,615

その他 ↓ -1.9% \1,338 ↓ -1.5% \1,416 ↓ -2.4% \1,300 ↓ -6.9% \1,209

総計 ↓ -0.2% \1,619 ↓ -0.3% \1,676 ↑ 0.1% \1,431 ↑ 0.1% \1,442

関東 東海 関西

前月比
大分類職種大分類職種大分類職種大分類職種
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全国

2008年3月　平均時給
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平均時給 前月比 平均時給 前月比 平均時給 前月比 平均時給 前月比

オフィスワーク系 一般事務 \1,445 0.4% \1,518 0.1% \1,276 -0.0% \1,267 -0.7%

営業事務 \1,483 0.5% \1,575 -0.1% \1,314 0.3% \1,335 0.3%

経理・財務・会計・英文経理 \1,623 0.3% \1,696 0.1% \1,332 0.1% \1,338 -0.4%

秘書 \1,667 -0.7% \1,710 -0.3% \1,351 -2.7% \1,352 1.0%

受付 \1,348 0.2% \1,429 0.1% \1,230 -2.2% \1,218 0.1%

総務・人事・法務 \1,569 -0.3% \1,626 -0.3% \1,309 -0.6% \1,358 -1.2%

広報・宣伝・IR \1,595 -0.5% \1,634 -1.0% \1,358 2.9% \1,400 3.0%

企画・マーケティング \1,669 0.2% \1,707 0.1% \1,460 -1.5% \1,461 1.7%

貿易・国際事務 \1,563 0.0% \1,644 -0.4% \1,395 0.6% \1,387 -0.1%

英文事務 \1,645 -0.9% \1,701 -0.5% \1,385 -0.1% \1,382 -1.9%

金融（銀行）事務 \1,448 -0.9% \1,518 -1.8% \1,225 1.9% \1,293 3.2%

金融（証券）事務 \1,713 -0.1% \1,740 0.0% \1,465 3.4% \1,595 3.7%

金融（生保・損保）事務 \1,468 -0.2% \1,570 -0.1% \1,222 -2.2% \1,264 1.0%

金融（その他）事務 \1,589 -1.8% \1,598 -2.2% \1,500 15.4% \1,314 1.9%

通訳・翻訳 \1,900 1.0% \1,969 1.0% \1,539 -1.9% \1,465 -5.5%

OAオペレーター \1,536 0.3% \1,614 0.2% \1,340 -1.6% \1,379 -1.5%

データ入力 \1,387 0.3% \1,429 0.1% \1,252 1.0% \1,228 -0.3%

事務的軽作業 \1,296 -1.9% \1,326 -1.0% \1,206 -6.0% \1,111 -7.4%

その他事務系 \1,498 0.9% \1,559 1.3% \1,299 1.1% \1,259 -2.0%

\1,550 -0.2% \1,609 -0.2% \1,340 0.4% \1,337 -0.3%

営業・販売・サービス系 営業・企画営業・ラウンダー \1,617 0.8% \1,696 0.4% \1,471 2.1% \1,471 0.9%

営業アシスタント \1,563 -0.4% \1,623 0.5% \1,367 1.5% \1,368 1.8%

販売（アパレル系） \1,310 0.2% \1,350 -0.2% \1,269 -0.7% \1,223 -0.6%

販売（その他） \1,322 -0.8% \1,394 -1.3% \1,278 1.8% \1,264 0.2%

デモンストレーター・MC \1,443 2.7% \1,490 1.2% \1,423 -2.1% \1,391 2.9%

窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,320 -2.0% \1,365 -2.3% \1,242 0.3% \1,206 -2.5%

旅行関連 \1,344 -0.9% \1,407 0.6% \1,174 -0.2% \1,192 -3.1%

テレマーケティング・テレフォンオペレーター \1,416 -0.6% \1,468 -0.2% \1,313 -0.3% \1,283 0.8%

スーパーバイザー \1,685 1.4% \1,722 1.8% \1,450 -12.1% \1,557 0.0%

その他営業・販売・サービス系 \1,348 -0.2% \1,399 -1.2% \1,240 0.2% \1,291 2.8%

\1,437 0.1% \1,492 -0.0% \1,323 -1.2% \1,325 0.4%

クリエイティブ系 WEBデザイナー \1,700 -0.2% \1,739 0.1% \1,410 9.9% \1,442 -2.1%

WEBディレクター \1,753 1.1% \1,800 0.0% \1,400 - \1,423 -

WEB制作・編集 \1,643 -0.6% \1,683 -0.3% \1,316 -0.8% \1,418 2.0%

編集・校正・制作 \1,584 -0.0% \1,638 0.1% \1,340 1.0% \1,346 2.8%

デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー \1,511 -3.8% \1,654 -1.8% \1,400 0.0% \1,441 -2.7%

デザイナー（住宅・インテリア） \1,462 -0.4% \1,478 -0.1% \1,360 -0.5% \1,442 0.4%

ＤＴＰオペレーター \1,519 0.0% \1,611 0.7% \1,359 3.7% \1,369 -0.2%

その他クリエイティブ職 \1,494 -1.2% \1,514 -1.3% \1,350 12.5% \1,376 -3.4%

\1,583 -0.6% \1,640 -0.3% \1,367 3.8% \1,407 -0.6%

IT系 ビジネスアプリケーション系SE \2,373 0.8% \2,432 0.2% \2,060 2.1% \2,065 -1.3%

制御系SE \2,305 -3.2% \2,472 -4.0% \2,356 -9.4% \1,946 0.1%

データベース系SE \2,480 1.4% \2,550 2.7% \1,913 - \1,946 -

社内SE \2,209 -0.1% \2,257 -0.7% \1,852 -4.5% \1,775 4.4%

プログラマ \2,194 -0.6% \2,301 -0.8% \1,967 -2.3% \1,852 -0.3%

ネットワークエンジニア \2,111 1.7% \2,164 2.3% \1,675 1.9% \1,847 -0.4%

テスト・評価 \1,629 -0.9% \1,688 0.2% \1,434 -2.1% \1,378 -2.3%

運用管理・保守 \1,954 0.9% \1,998 0.8% \1,576 1.3% \1,622 0.7%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,712 0.3% \1,754 0.4% \1,500 2.3% \1,476 -0.8%

インストラクター・講師・教師 \1,756 -2.4% \1,827 -3.1% \1,777 11.4% \1,631 -1.1%

その他 IT系 \1,921 2.9% \1,962 2.1% \1,653 1.2% \1,597 4.0%

\2,059 0.1% \2,128 -0.0% \1,797 0.2% \1,740 0.3%

技術系 ＣＡＤオペレーター \1,559 -0.4% \1,647 0.6% \1,357 -0.9% \1,401 -0.2%

ＣＡＤ・設計 \1,796 1.1% \1,861 1.5% \1,557 1.8% \1,561 -0.7%

ハード系設計 \1,981 -6.0% \2,011 -5.4% - - \1,789 3.2%

研究開発関連 \1,563 -2.2% \1,614 -2.0% \1,422 -1.7% \1,450 -1.2%

その他技術系 \1,684 -1.1% \1,780 -1.3% \1,405 2.5% \1,342 -1.7%

\1,717 -1.9% \1,783 -1.5% \1,435 -9.3% \1,509 0.0%

医療・介護系 医療事務 \1,251 0.4% \1,312 0.2% \1,220 10.5% \1,122 -2.4%

治験関連 \1,685 3.7% \1,733 1.2% - - \1,539 6.0%

介護関連 \1,350 4.6% \1,306 2.2% \1,493 22.6% \1,389 3.0%

看護師・准看護師 \1,778 -0.3% \1,784 -0.7% \1,632 6.1% \2,133 9.1%

研究開発関連 \1,518 0.5% \1,605 1.4% \1,350 -1.6% \1,443 -0.6%

その他医療・介護関連 \1,658 3.3% \1,529 -3.2% \1,429 -5.5% \2,065 16.5%

\1,540 2.0% \1,545 0.1% \1,425 5.0% \1,615 6.2%

その他 製造業務 \1,275 1.6% \1,348 4.1% \1,177 0.7% \1,187 -5.2%

軽作業 \1,170 -0.2% \1,210 -0.5% \1,108 -1.6% \1,094 2.4%

ドライバー \1,245 -4.0% \1,292 -2.4% \1,109 -9.5% \1,261 3.9%

インストラクター・講師・教師 \1,708 -0.0% \1,818 -4.3% \1,930 -0.2% \1,450 -11.3%

その他 \1,292 -6.9% \1,413 -2.5% \1,177 -2.7% \1,052 -20.3%

\1,338 -1.9% \1,416 -1.5% \1,300 -2.4% \1,209 -6.9%

\1,619 -0.2% \1,676 -0.3% \1,431 0.1% \1,442 0.1%

　　　IT系　計

　　　クリエイティブ系　計

　　　営業・販売・サービス系　計

　　　オフィスワーク系　計

総計

　　　その他　計

　　　医療・介護系　計

　　　技術系　計

大分類職種大分類職種大分類職種大分類職種 小分類職種小分類職種小分類職種小分類職種
全国 関東 東海 関西
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2008年4月9日発表■■■■添付資料添付資料添付資料添付資料 ：：：： 職種別平均時給詳細職種別平均時給詳細職種別平均時給詳細職種別平均時給詳細（（（（北海道北海道北海道北海道、、、、東北東北東北東北、、、、北信越北信越北信越北信越、、、、中国中国中国中国・・・・四国四国四国四国、、、、九州九州九州九州・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄））））

平均時給 前月比 平均時給 前月比 北信越 前月比 平均時給 前月比 平均時給 前月比

オフィスワーク系 一般事務 \1,020 -0.5% \1,024 -1.0% \1,118 -0.2% \1,094 -0.9% \1,065 0.9%

営業事務 \1,030 -1.5% \1,057 -0.1% \1,120 -0.7% \1,106 -0.2% \1,083 0.3%

経理・財務・会計・英文経理 \1,064 1.2% \1,073 3.5% \1,150 -2.8% \1,087 -0.2% \1,104 2.4%

秘書 - - \1,125 9.8% \1,175 -6.0% \1,200 9.1% \1,106 2.4%

受付 \1,030 3.4% \1,014 2.3% \1,070 -1.2% \1,057 -2.9% \1,060 2.6%

総務・人事・法務 \1,050 0.8% \1,105 3.2% \1,140 -1.9% \1,168 3.9% \1,119 -6.2%

広報・宣伝・IR - - - - - - - - \1,083 5.7%

企画・マーケティング - - - - - - - - \1,129 -1.9%

貿易・国際事務 - - \1,150 0.0% \1,225 2.1% \1,050 -10.0% \1,153 -0.3%

英文事務 \1,050 0.0% \1,100 -28.3% \1,217 -4.6% \1,332 -1.8% \1,157 -2.7%

金融（銀行）事務 \1,125 -6.3% \1,075 3.2% \1,100 0.0% \1,136 6.3% \1,167 8.2%

金融（証券）事務 - - - - - - \1,285 -1.2% \1,150 -19.3%

金融（生保・損保）事務 \1,075 -1.1% \1,093 -0.6% \1,088 0.0% \1,080 -9.2% \1,128 -1.4%

金融（その他）事務 \2,000 0.0% \1,700 -15.0% - - - - \1,117 -1.5%

通訳・翻訳 - - \1,150 - \2,000 0.0% - - \1,417 10.2%

OAオペレーター \1,067 -4.4% \1,033 2.6% - - \1,125 -2.9% \1,058 -1.5%

データ入力 \1,000 - \1,191 13.4% \1,086 -1.3% \1,043 -2.7% \1,041 0.9%

事務的軽作業 - - - - - - \1,025 13.9% \1,133 -

その他事務系 \1,100 2.3% \983 2.2% \975 2.6% \1,100 -3.9% \1,152 5.3%

\1,134 -0.5% \1,125 -2.0% \1,189 -1.1% \1,126 -0.7% \1,127 -0.1%

営業・販売・サービス系 営業・企画営業・ラウンダー \1,371 6.1% \1,196 -2.6% \1,225 -2.0% \1,266 -0.0% \1,236 -0.0%

営業アシスタント \1,067 - - - - - - - \1,116 3.8%

販売（アパレル系） \1,129 -1.9% \1,150 8.2% \1,136 1.0% \1,041 -3.5% \1,003 -6.8%

販売（その他） \1,081 -0.5% \1,099 0.9% \1,100 -5.0% \1,096 -2.0% \1,102 0.7%

デモンストレーター・MC \1,250 0.0% - - - - \1,300 3.0% \1,088 -0.4%

窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,067 -3.0% - - - - \1,067 4.1% \1,117 0.4%

旅行関連 \1,000 - \950 11.8% - - \950 5.6% \1,063 2.4%

テレマーケティング・テレフォンオペレーター \1,071 4.4% \1,066 -3.6% \1,150 15.0% \1,039 -10.6% \1,075 -0.8%

スーパーバイザー \1,067 -3.0% - - - - - - \1,550 34.8%

その他営業・販売・サービス系 \1,050 -10.0% \868 -2.8% \1,210 -5.1% \1,067 -3.0% \1,113 9.6%

\1,115 -2.7% \1,055 -0.6% \1,164 0.2% \1,103 -0.9% \1,146 4.5%

クリエイティブ系 WEBデザイナー \1,400 0.0% \1,000 -20.0% \1,350 - \1,140 -2.3% \1,131 -2.9%

WEBディレクター \1,200 - - - - - \1,200 - - -

WEB制作・編集 - - - - - - \1,200 - \1,139 -4.5%

編集・校正・制作 - - \1,100 16.5% - - \950 - \1,140 0.9%

デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー - - - - - - - - \1,150 -

デザイナー（住宅・インテリア） - - - - - - - - \1,500 0.0%

ＤＴＰオペレーター \1,100 -3.7% \1,106 1.3% \1,050 - \1,157 -2.2% \1,119 1.5%

その他クリエイティブ職 - - - - - - - - \1,188 -12.0%

\1,233 1.6% \1,069 1.5% \1,200 -7.7% \1,129 -3.9% \1,195 -3.2%

IT系 ビジネスアプリケーション系SE \1,600 5.3% \1,300 0.0% - - \2,000 45.7% \1,782 7.4%

制御系SE - - - - - - - - \1,767 -7.0%

データベース系SE - - - - - - \1,500 - \1,875 -1.3%

社内SE - - - - - - - - \1,300 -

プログラマ \1,483 -10.6% \1,660 18.6% - - \1,257 7.4% \1,567 -0.3%

ネットワークエンジニア \1,450 - \1,400 -8.7% - - - - \1,543 0.6%

テスト・評価 \1,067 -2.3% \1,367 -7.0% \900 0.0% \1,075 2.4% \1,117 -0.7%

運用管理・保守 - - \2,200 69.2% - - \1,350 14.3% \1,230 -7.0%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,057 1.4% \1,400 - \1,250 - \1,200 1.7% \1,228 -3.5%

インストラクター・講師・教師 \1,300 0.0% \1,000 - - - \1,225 - \1,300 0.7%

その他 IT系 \1,200 - - - - - \1,300 -6.0% \1,200 -13.1%

\1,308 1.7% \1,475 9.9% \1,075 19.4% \1,363 4.4% \1,446 -3.3%

技術系 ＣＡＤオペレーター \1,050 -0.9% \1,081 0.3% \1,050 - \1,140 0.4% \1,153 -3.4%

ＣＡＤ・設計 \1,800 0.0% - - \1,425 0.0% - - \1,191 -7.4%

ハード系設計 - - - - - - - - - -

研究開発関連 - - \1,350 - - - - - - -

その他技術系 \1,700 0.0% - - \1,300 -3.7% - - \1,254 -1.3%

\1,517 -0.2% \1,216 12.7% \1,258 -9.3% \1,140 -0.2% \1,199 -3.6%

医療・介護系 医療事務 \1,020 -0.7% \1,025 -1.7% \1,075 -4.4% \1,060 -1.9% \1,044 -1.3%

治験関連 - - - - - - - - - -

介護関連 - - - - - - - - \1,500 0.0%

看護師・准看護師 - - - - - - - - \1,500 -

研究開発関連 - - - - - - - - \1,200 -

その他医療・介護関連 - - - - - - \950 - \1,280 -0.4%

\1,020 -0.7% \1,025 -1.7% \1,075 -4.4% \1,005 -6.9% \1,305 1.8%

その他 製造業務 - - \1,100 - \1,065 0.9% - - \1,018 -5.3%

軽作業 \1,075 4.0% \983 9.3% \1,085 -2.1% \1,000 -3.2% \894 -4.8%

ドライバー - - \1,081 - - - - - - -

インストラクター・講師・教師 \1,200 7.5% - - - - - - \1,200 0.0%

その他 \850 - \900 -13.1% \950 - \1,000 -11.8% \975 -7.9%

\1,042 -3.1% \1,016 5.0% \1,033 -4.5% \1,000 -7.7% \1,022 -4.3%

\1,188 -0.8% \1,165 2.4% \1,165 -2.0% \1,156 -0.1% \1,210 -0.3%

北海道 東北 北信越 中国・四国 九州・沖縄
大分類職種大分類職種大分類職種大分類職種 小分類職種小分類職種小分類職種小分類職種

　　　オフィスワーク系　計

　　　営業・販売・サービス系　計

　　　クリエイティブ系　計

　　　IT系　計

　　　技術系　計

　　　医療・介護系　計

　　　その他　計

総計


