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企業のコスト削減が影響か？「オフィスワーク系」職種、前月比0.2%減
～前月比横ばい、9月度、全国の派遣時給平均～

[en][en]派遣のお仕事情報派遣のお仕事情報 派遣社員の平均時給レポート（派遣社員の平均時給レポート（20082008年年99月）月）

－北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄エリア－－北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄エリア－

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：鈴木孝二）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9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

【 概況 】

9月の全国の派遣社員募集時平均時給は、1,616円（前月1,616円）で、前月

比横ばいとなりました。依然として平均時給は低水準となり、景気の不透明感がにじむ形と

なりました。

全国の職種別平均時給は、システム開発などの「IT系」職種が前月比0.2%減の

2,043円。「IT系」職種の時給水準は、依然として最も高いものの、先月からDOWNトレンドに

移行しています。

また景気の後退懸念から、企業のコスト削減の影響が受けやすい「オフィスワーク系」職種

も前月比0.2%の1,555円となりました。特に東海地方の平均時給は全体平均が上昇に転じた

ものの「オフィスワーク系」職種は、7月より3ヶ月連続での下落となりました。

多くの派遣会社において「オフィスワーク系」職種の売上げシェアが高く、「IT系」職種は利益

率が高い分野であるため、時給下落が長期化すれば業績にも何がしかの影響もあり得るで

しょう。上昇率が高い職種は「営業・販売・サービス系」職種と「医療・介護系」職種となり、ど

ちらも前月比0.6%増。特に「営業・販売・サービス系」職種の1,439円という平均時給は、今年

最高の時給水準をマークし、この分野の底堅さを示しました。

エリア別の平均時給では、東海、関西、北海道、東北、北信越を除くエリアで減少。

関東エリアは、前月比0.1%減で1,671円、中国・四国エリアが前月比0.1%減で1,210円。九

州・沖縄エリアが前月比3.5%減の1,207円となりました。



20082008年年99月月 派遣社員の平均時給派遣社員の平均時給 （全国・エリア別（全国・エリア別 概要）概要）

※※同調査同調査に関するデータに関するデータは、は、こちらのこちらのURLURLにて公開しております。にて公開しております。 http://corp.enhttp://corp.en--japan.com/newsrelease/index.phpjapan.com/newsrelease/index.php

【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）

※「SE」は「ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ系SE」「制御系SE」「ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ系SE」「社内SE」の平均

※小分類職種「その他事務系」「その他営業・販売・ｻｰﾋﾞｽ系」「その他ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ職」
「その他IT系」「その他技術系」「その他医療系・介護関連」「その他」を除きます。

＜＜ 全国・平均時給ランキング全国・平均時給ランキング （小分類職種（小分類職種※※）） ＞＞

【報道関係者各位のお問合せ先】

エン・ジャパン株式会社 広報 担当：西名
TEL：03-3342-4506 FAX：03-4442-4507 MAIL： en-press@en-japan.com

【エン・ジャパン株式会社について】 http://corp.en-japan.com/
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。 派遣会社の集合サイト「[en]
派遣のお仕事情報」や、転職情報サイト「[en]社会人の転職情報」をはじめとし、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しています。

【【en】派遣のお仕事情報について】 http://haken.en-japan.com/
3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）

順位 　大分類職種 　　小分類職種 平均時給

1 　IT系 　　SE \2,301

2 　IT系 　　プログラマ \2,212

3 　IT系 　　ネットワークエンジニア \2,185

4 　IT系 　　運用管理・保守 \1,925

5 　技術系 　　ハード系設計 \1,924

6 オフィスワーク系 　　通訳・翻訳 \1,911

7 医療・介護系 　　治験関連 \1,798

8 医療・介護系 　　看護師・准看護師 \1,793

9 クリエイティブ系 　　WEBディレクター \1,782

10 技術系 　　ＣＡＤ・設計 \1,782

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% \1,555 ↓ -0.2% \1,611 ↓ -0.1% \1,327 ↑ 1.3% \1,344

営業・販売・サービス系 ↑ 0.6% \1,439 ↑ 0.1% \1,500 ↑ 0.4% \1,368 ↑ 0.4% \1,307

クリエイティブ系 ↓ -0.1% \1,588 ↓ -0.2% \1,635 → 0.0% \1,406 ↑ 0.3% \1,408

IT系 ↓ -0.2% \2,043 ↓ -0.6% \2,115 ↑ 1.7% \1,787 ↑ 3.2% \1,759

技術系 → 0.0% \1,707 ↓ -0.3% \1,773 ↓ -0.3% \1,575 ↑ 1.2% \1,551

医療・介護系 ↑ 0.6% \1,550 ↑ 0.3% \1,545 ↑ 0.1% \1,452 ↑ 1.9% \1,646

その他 ↓ -0.7% \1,297 ↑ 1.0% \1,374 ↑ 0.5% \1,308 ↓ -14.0% \1,169

総計 → 0.0% \1,616 ↓ -0.1% \1,671 ↑ 0.4% \1,452 ↑ 0.3% \1,449

関東 東海 関西

前月比前月比 前月比

全国
大分類職種

前月比

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 → 0.0% \1,049 ↑ 1.8% \1,050 ↑ 4.3% \1,152 ↑ 0.3% \1,160 ↓ -3.4% \1,107

営業・販売・サービス系 ↑ 2.1% \1,099 ↓ -4.4% \1,076 ↑ 2.4% \1,203 ↑ 1.4% \1,140 ↓ -0.4% \1,107

クリエイティブ系 ↓ -2.3% \1,006 － － ↓ -5.0% \1,425 ↓ -2.0% \1,070 ↓ -1.8% \1,181

IT系 ↓ -7.8% \1,033 ↑ 8.3% \1,550 → 0.0% \1,233 ↑ 4.1% \1,432 ↓ -5.6% \1,530

技術系 ↑ 25.4% \1,300 ↓ -1.7% \1,225 － － ↓ -2.7% \1,368 ↓ -0.9% \1,353

医療・介護系 ↑ 2.4% \1,050 → 0.0% \1,000 ↑ 2.4% \1,125 ↓ -12.4% \1,145 ↓ -0.2% \1,143

その他 ↓ -0.9% \1,065 ↑ 3.5% \975 ↓ -4.7% \1,033 ↓ -1.0% \1,030 ↓ -4.4% \1,077

総計 ↑ 0.3% \1,066 ↑ 1.1% \1,191 ↑ 2.7% \1,178 ↓ -0.1% \1,210 ↓ -3.5% \1,207

前月比前月比

東北 九州・沖縄中国・四国北信越

前月比 前月比 前月比

北海道
大分類職種
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■添付資料 ： 職種別平均時給詳細（全国、関東、東海、関西）

【報道関係者各位のお問合せ先】

エン・ジャパン株式会社 広報 担当：西名
TEL：03-3342-4506 FAX：03-4442-4507 MAIL： en-press@en-japan.com

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 \1,439 0.1% \1,506 -0.1% \1,278 0.1% \1,268 0.2%

営業事務 \1,489 0.6% \1,560 0.3% \1,308 0.4% \1,330 0.2%

経理・財務・会計・英文経理 \1,612 -1.0% \1,681 -0.9% \1,308 -1.0% \1,339 0.5%

秘書 \1,663 -0.9% \1,708 -0.4% \1,341 -1.7% \1,398 -1.5%

受付 \1,357 1.4% \1,439 1.8% \1,307 2.2% \1,179 -0.8%

総務・人事・法務 \1,589 0.0% \1,635 -0.7% \1,299 -1.4% \1,358 0.4%

広報・宣伝・IR \1,649 -1.5% \1,689 -1.0% \1,362 2.5% \1,327 3.7%

企画・マーケティング \1,691 0.4% \1,732 0.7% \1,444 -6.9% \1,429 -1.5%

貿易・国際事務 \1,560 0.4% \1,641 -0.0% \1,387 0.0% \1,408 0.5%

英文事務 \1,632 -0.4% \1,679 -0.5% \1,382 0.0% \1,399 -0.8%

金融（銀行）事務 \1,468 -0.1% \1,521 -1.2% \1,222 2.2% \1,333 2.8%

金融（証券）事務 \1,697 -0.3% \1,740 0.6% \1,300 -5.6% \1,503 -1.2%

金融（生保・損保）事務 \1,509 1.1% \1,572 -0.1% \1,325 2.2% \1,302 -0.1%

金融（その他）事務 \1,587 -2.2% \1,636 -1.3% \1,350 12.5% \1,363 19.5%

通訳・翻訳 \1,911 -0.3% \1,965 -0.9% \1,610 -0.6% \1,582 3.8%

OAオペレーター \1,532 -0.9% \1,614 -0.3% \1,333 0.9% \1,304 -1.6%

データ入力 \1,373 0.4% \1,423 0.5% \1,223 0.5% \1,237 0.8%

事務的軽作業 \1,304 -0.2% \1,335 -0.1% \1,146 -5.8% \1,187 1.5%

その他事務系 \1,491 0.6% \1,539 0.1% \1,289 -0.5% \1,297 0.6%

\1,555 -0.2% \1,611 -0.2% \1,327 -0.1% \1,344 1.3%

営業・販売・サービス系 営業・企画営業・ラウンダー \1,614 0.4% \1,705 0.1% \1,463 0.7% \1,475 -0.8%

営業アシスタント \1,557 -0.3% \1,612 -0.6% \1,365 0.2% \1,343 2.8%

販売（アパレル系） \1,323 -0.1% \1,353 -0.2% \1,277 0.3% \1,261 0.7%

販売（その他） \1,307 1.0% \1,377 -0.1% \1,297 0.7% \1,229 0.0%

デモンストレーター・MC \1,489 3.1% \1,544 0.1% \1,700 9.3% \1,313 1.7%

窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,321 0.3% \1,378 0.4% \1,229 0.7% \1,257 -0.6%

旅行関連 \1,380 -0.1% \1,450 -0.9% \1,143 -1.0% \1,227 -0.4%

テ レマーケティング・テレフォンオペレーター \1,418 -0.0% \1,477 -0.1% \1,289 -0.4% \1,275 -0.1%

ス ーパーバイザー \1,641 0.5% \1,700 1.1% \1,640 -9.5% \1,453 1.0%

その他営業・販売・サービス系 \1,338 1.6% \1,400 1.5% \1,276 5.2% \1,238 -0.3%

\1,439 0.6% \1,500 0.1% \1,368 0.4% \1,307 0.4%

クリエイティブ系 WEBデザイナー \1,707 0.2% \1,736 0.2% \1,515 0.3% \1,442 0.2%

WEBディレクター \1,782 -1.1% \1,811 -0.6% \1,669 0.8% \1,483 -3.7%

WEB制作・編集 \1,669 0.6% \1,715 0.7% \1,526 -0.3% \1,425 0.4%

編集・校正・制作 \1,601 0.7% \1,648 1.0% \1,375 1.6% \1,281 -3.0%

デザイナー（ファッション・アクセ サリー）・パタンナー \1,515 1.5% \1,581 -1.4% \1,270 -0.7% \1,536 12.2%

デザイナー（住宅・インテリア） \1,427 -2.1% \1,464 -1.7% \1,336 -0.1% \1,336 -2.8%

ＤＴＰオペレーター \1,515 -0.5% \1,612 0.1% \1,342 -2.2% \1,368 -0.8%

その他クリエイティブ 職 \1,489 -0.5% \1,516 0.1% \1,219 0.3% \1,394 -0.1%

\1,588 -0.1% \1,635 -0.2% \1,406 0.0% \1,408 0.3%

IT系 ビジネスアプリケーション系SE \2,411 0.2% \2,483 0.5% \2,046 0.8% \2,004 0.8%

制御系SE \2,301 -0.6% \2,474 -0.3% \2,154 2.2% \1,997 7.7%

データベース系SE \2,332 0.8% \2,368 -1.6% \1,892 -1.2% \2,300 39.4%

社内SE \2,162 -0.5% \2,234 -0.8% \1,754 0.7% \1,950 0.3%

プ ログラマ \2,212 -0.5% \2,288 -1.3% \1,922 -0.6% \1,899 -0.0%

ネットワークエンジニア \2,185 0.5% \2,244 0.2% \1,801 -2.3% \1,846 -0.4%

テ スト・評価 \1,624 -0.8% \1,669 -1.3% \1,595 12.5% \1,396 0.4%

運用管理・保守 \1,925 -0.9% \1,977 -0.9% \1,643 0.9% \1,628 -2.8%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,688 -0.4% \1,730 -0.8% \1,532 0.5% \1,425 -2.2%

インストラクター・講師・教師 \1,687 2.1% \1,780 2.2% \1,690 8.3% \1,467 -2.7%

その他 IT系 \1,945 -2.4% \2,023 -2.4% \1,625 0.4% \1,441 -6.0%

\2,043 -0.2% \2,115 -0.6% \1,787 1.7% \1,759 3.2%

技術系 ＣＡＤオペレーター \1,542 -0.5% \1,636 -1.3% \1,356 0.2% \1,417 1.0%

ＣＡＤ・設計 \1,782 -0.8% \1,860 -0.4% \1,668 -3.7% \1,636 1.5%

ハード系設計 \1,924 0.8% \1,973 0.1% \1,733 -0.4% \1,739 1.8%

研究開発関連 \1,608 0.3% \1,670 -0.3% \1,438 4.2% \1,454 0.8%

その他技術系 \1,678 0.1% \1,727 0.4% \1,682 -0.8% \1,511 0.5%

\1,707 0.0% \1,773 -0.3% \1,575 -0.3% \1,551 1.2%

医療・介護系 医療事務 \1,292 -0.1% \1,339 -0.2% \1,202 -1.0% \1,208 -2.7%

治験関連 \1,798 1.3% \1,814 2.1% － － \1,630 -1.2%

介護関連 \1,226 -2.3% \1,279 -0.8% \1,189 -0.7% \1,090 -4.4%

看護師・准看護師 \1,793 1.3% \1,753 -0.3% \1,825 3.0% \2,271 4.1%

研究開発関連 \1,510 1.1% \1,575 1.3% \1,343 1.1% \1,444 0.3%

その他医療・介護関連 \1,678 1.5% \1,512 -0.8% \1,700 -2.4% \2,235 9.6%

\1,550 0.6% \1,545 0.3% \1,452 0.1% \1,646 1.9%

その他 製造業務 \1,211 -0.3% \1,283 0.2% \1,193 2.8% \1,136 -2.3%

軽作業 \1,153 0.2% \1,228 1.1% \1,094 1.2% \1,049 -2.2%

ドライバー \1,273 1.9% \1,301 3.7% \1,167 6.1% \1,261 -7.3%

インストラクター・講師・教師 \1,557 -3.0% \1,640 2.1% \1,864 -4.1% \1,350 -36.9%

その他 \1,292 -1.5% \1,420 -1.8% \1,222 0.1% \1,051 -1.3%

\1,297 -0.7% \1,374 1.0% \1,308 0.5% \1,169 -14.0%

\1,616 0.0% \1,671 -0.1% \1,452 0.4% \1,449 0.3%

　　　 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 小分類 職種
全国 関東 東海 関西
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■添付資料 ： 職種別平均時給詳細（北海道、東北、北信越、中国・四国、九州・沖縄）

【報道関係者各位のお問合せ先】

エン・ジャパン株式会社 広報 担当：西名
TEL：03-3342-4506 FAX：03-4442-4507 MAIL： en-press@en-japan.com

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 \1,025 -2.2% \1,055 0.5% \1,132 1.4% \1,080 0.7% \1,043 -0.1%

営業事務 \1,010 -2.3% \1,097 4.1% \1,175 7.1% \1,125 0.2% \1,086 0.2%

経理・財務・会計・英文経理 \988 -6.2% \1,129 7.1% \1,200 7.9% \1,127 1.3% \1,140 2.3%

秘書 \1,018 -1.0% \1,200 － － － \1,219 － \1,168 1.9%

受付 \1,025 4.0% \1,029 -1.2% － － \1,041 -3.1% \1,038 -1.3%

総務・人事・法務 \1,033 -0.4% \1,150 8.7% － － \1,118 -4.7% \1,221 2.8%

広報・宣伝・IR － － － － － － － － \1,000 ######

企画・マーケティング － － － － － － \1,250 -1.3% \1,100 -18.9%

貿易・国際事務 － － － － \1,200 － － － \1,206 1.9%

英文事務 － － － － \1,275 -3.0% \1,225 -7.0% \1,025 -14.6%

金融（銀行）事務 － － － － － － \1,171 4.1% \1,113 6.4%

金融（証券）事務 － － － － － － \1,233 -2.3% － －

金融（生保・損保）事務 － － － － － － \1,183 2.5% \1,183 4.8%

金融（そ の他）事務 － － － － － － \1,200 0.0% \1,117 -0.3%

通訳・翻訳 － － － － － － － － \1,133 -24.4%

OAオペレーター \1,033 -6.1% \1,094 1.7% － － － － \1,062 0.2%

データ入力 \1,063 1.2% － － \1,083 6.2% \1,046 -2.7% \1,035 3.5%

事務的軽作業 － － \800 0.0% － － \988 0.8% \1,150 6.5%

そ の他事務系 － － \900 -9.0% \1,000 -1.0% \1,400 15.7% \1,113 -5.7%

\1,049 0.0% \1,050 1.8% \1,152 4.3% \1,160 0.3% \1,107 -3.4%

営業・販売・サービス系 営業・企画営業・ラウンダー \1,388 5.3% \1,209 2.3% \1,289 1.1% \1,293 3.5% \1,257 5.1%

営業アシスタント \1,050 0.0% － － － － \1,173 0.5% \1,156 2.9%

販売（アパレル系） \1,129 1.4% \1,132 3.2% － － \1,103 0.4% \1,043 -4.2%

販売（そ の他） \1,132 6.7% \1,086 2.1% \1,200 7.2% \1,153 1.2% \1,092 0.9%

デモンストレーター・MC \1,000 0.0% － － － － \1,200 11.6% \1,057 -3.2%

窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,100 0.0% \1,039 -2.6% \1,110 -5.1% \1,137 -0.6% \1,025 -3.2%

旅行関連 － － － － － － \1,000 -6.3% \1,088 -0.5%

テ レマーケティング・テレフォンオペレーター \1,050 0.0% \1,022 -1.6% \1,017 1.7% \1,102 3.2% \1,052 -0.0%

ス ーパーバイザー － － － － － － － － \1,142 -8.2%

そ の他営業・販売・サービス系 \946 2.6% \967 -0.6% \1,400 8.7% \1,101 -1.1% \1,164 6.5%

\1,099 2.1% \1,076 -4.4% \1,203 2.4% \1,140 1.4% \1,107 -0.4%

クリエイティブ系 WEBデザイナー \900 -14.3% － － \1,350 － － － \1,140 -6.2%

WEBディレクター － － － － － － － － \1,375 -2.9%

WEB制作・編集 \1,000 0.0% － － \1,500 0.0% － － \1,300 19.5%

編集・校正・制作 － － － － － － \1,050 5.0% \1,017 -3.2%

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

デザイナー（住宅・インテリア） － － － － － － － － \1,100 －

ＤＴＰオペレーター \1,117 7.6% － － － － \1,161 8.5% \1,100 0.0%

そ の他クリエイティブ 職 － － － － － － \1,000 0.0% \1,233 -17.8%

\1,006 -2.3% － － \1,425 -5.0% \1,070 -2.0% \1,181 -1.8%

IT系 ビジネスアプリケーション系SE － － － － － － \1,775 0.9% \1,829 -4.6%

制御系SE － － \1,375 -2.9% － － － － \1,635 -5.3%

データベース系SE － － － － － － \2,000 25.0% － －

社内SE － － － － － － \1,167 6.1% \1,538 -0.1%

プ ログラマ \1,240 2.3% \2,400 28.3% － － \1,500 12.5% \1,759 -1.1%

ネットワークエンジニア － － \1,575 2.9% － － \1,600 0.0% \1,750 3.6%

テ スト・評価 \1,100 0.0% \1,550 2.2% － － \1,091 -6.1% \1,278 -3.4%

運用管理・保守 \1,600 － \1,450 0.0% － － \1,250 -4.8% \1,306 -14.7%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,100 10.0% \1,300 18.2% \1,233 7.2% \1,150 2.2% \1,250 2.4%

インストラクター・講師・教師 － － － － － － \1,355 7.1% \1,385 -7.7%

そ の他 IT系 \1,159 -0.9% \1,200 -7.7% － － － － \1,567 -2.3%

\1,033 -7.8% \1,550 8.3% \1,233 0.0% \1,432 4.1% \1,530 -5.6%

技術系 ＣＡＤオペレーター \1,100 6.1% \1,250 14.5% － － \1,196 -1.9% \1,152 2.5%

ＣＡＤ・設計 \1,500 － － － － － \2,000 5.3% \1,303 1.3%

ハード系設計 － － － － － － \1,150 － \1,750 -3.9%

研究開発関連 － － － － － － \1,192 -0.7% \1,200 -2.0%

そ の他技術系 － － \1,200 -14.3% － － \1,300 0.0% \1,359 -0.8%

\1,300 25.4% \1,225 -1.7% － － \1,368 -2.7% \1,353 -0.9%

医療・介護系 医療事務 － － － － \1,000 2.6% \1,030 0.1% \977 -3.3%

治験関連 － － － － － － － － － －

介護関連 － － － － \1,150 7.3% \975 -11.4% \1,000 -9.1%

看護師・准看護師 － － － － － － \1,100 0.0% \1,200 -2.3%

研究開発関連 － － \1,000 － \1,350 0.0% － － \1,246 2.4%

そ の他医療・介護関連 \1,050 0.0% － － \1,000 0.0% \1,475 -26.3% \1,294 10.4%

\1,050 2.4% \1,000 0.0% \1,125 2.4% \1,145 -12.4% \1,143 -0.2%

その他 製造業務 － － － － \1,029 -6.4% \988 5.9% \989 2.2%

軽作業 － － \950 7.6% \1,038 -2.9% \950 -7.5% \943 3.7%

ドライバー \1,000 0.0% － － － － － － \1,000 0.0%

インストラクター・講師・教師 － － － － － － \1,200 0.0% \1,206 -4.6%

そ の他 \1,131 -1.7% \1,000 0.0% － － \982 -1.8% \1,246 -16.3%

\1,065 -0.9% \975 3.5% \1,033 -4.7% \1,030 -1.0% \1,077 -4.4%

\1,066 0.3% \1,191 1.1% \1,178 2.7% \1,210 -0.1% \1,207 -3.5%

北海道 東北 北信越 中国・四国 九州・沖縄
大分類 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
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