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2ヶ月連続下落 11月度の全国の派遣平均時給

今年最低の時給水準
[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1111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11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 】

11月の全国の派遣社員募集時平均時給は、1,609円（前月1,611円）となり、前

月比で2円（0.1%減）の下落となりました。

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2,029円で最も高く、

次いで「技術系」職種1,693円、「クリエイティブ系」職種1,595円となりました。「技術系」職種

の時給水準は高いものの、「SE」職種の平均時給の落ち込みが響いたことで最も減少率が

高く前月比 で 0.9%減となりました。また、「オフィスワーク系」職種の平均時給が調査開始以

来はじめて1,550円を下回る1,547円となりました。この「オフィスワーク系」職種は8月度以降、

平均時給の下落が続いており、依然として景気後退の影響を受け続けている状況と言えま

す。一方、上昇率が最も高い職種は、「クリエイティブ系」職種の 1.1%増となっており、人材

確保が難しい職種に関しては、景気動向の影響を受けにくいことが読み取れます。

エリア別の平均時給は、東北エリア、北信越エリア、中国・四国エリア、九州・沖縄

エリアを除く全地域で10月度の平均時給水準を下回りました。堅調に上昇したエリアである

東北エリアは前月比 1.1%増の1,198円となりました。同じく上昇をしたエリアは、北信越エリ

アで 0.8%増の1,167円、中国・四国エリアで 0.4%増の1,159円、九州・沖縄エリアで 0.1%
増の1,203円となりました。一方、北海道エリアは、前月比 2.8%減で1,088円、関東エリアは、

前月比 0.2%減で1,669円、東海エリアと関西エリアも同じく前月比 0.2%減で1,432円となり

ました。東海エリアと関西エリアの平均時給に差額は見られませんでした。



20082008年年1111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回連続「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

オフィスワーク系 ↓ -0.2% \1,547 → 0.0% \1,606 ↑ 0.9% \1,331 ↑ 0.2% \1,342

営業・販売・サービス系 ↓ -0.5% \1,436 ↓ -0.7% \1,494 ↓ -1.9% \1,330 ↑ 1.7% \1,338

クリエイティブ系 ↑ 1.1% \1,595 ↑ 0.4% \1,640 ↓ -1.2% \1,365 ↑ 0.3% \1,414

IT系 ↓ -0.7% \2,029 ↓ -0.5% \2,117 ↓ -0.5% \1,746 ↓ -3.4% \1,653

技術系 ↓ -0.9% \1,693 ↓ -1.0% \1,778 ↓ -2.2% \1,510 ↓ -0.8% \1,519

医療・介護系 ↑ 0.7% \1,539 → 0.0% \1,537 ↑ 4.7% \1,484 ↑ 2.2% \1,636

その他 ↑ 0.9% \1,296 ↑ 1.3% \1,376 ↓ -1.7% \1,292 ↑ 0.3% \1,172

総計 ↓ -0.1% \1,609 ↓ -0.2% \1,669 ↓ -0.2% \1,432 ↓ -0.2% \1,432

大分類職種
前月比 前月比 前月比

全国 関東 東海 関西

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 ↓ -4.5% \1,013 ↑ 8.8% \1,128 → 0.0% \1,140 ↓ -0.4% \1,141 ↑ 0.8% \1,085

営業・販売・サービス系 ↑ 0.5% \1,101 ↑ 4.7% \1,201 ↓ -4.0% \1,075 ↓ -2.0% \1,112 ↓ -0.3% \1,121

クリエイティブ系 ↓ -2.3% \1,050 ↓ -3.9% \1,138 ↓ -4.1% \1,367 ↓ -2.2% \1,115 ↑ 1.6% \1,170

IT系 ↓ -0.6% \1,291 ↓ -4.9% \1,484 ↑ 3.9% \1,325 ↑ 8.7% \1,316 ↓ -0.2% \1,547

技術系 ↓ -11.3% \1,108 ↓ -6.3% \1,125 － － ↑ 1.4% \1,316 ↓ -4.4% \1,290

医療・介護系 → 0.0% \1,050 － \1,000 ↓ -13.0% \1,175 ↓ -1.5% \1,014 ↑ 1.7% \1,180

その他 ↓ -2.3% \916 ↑ 4.2% \1,007 ↑ 0.8% \1,012 ↓ -2.6% \1,051 ↑ 1.9% \1,042

総計 ↓ -2.8% \1,088 ↑ 1.1% \1,198 ↑ 0.8% \1,167 ↑ 0.4% \1,159 ↑ 0.1% \1,203

大分類職種
前月比 前月比 前月比

北海道

前月比前月比

東北 九州・沖縄中国・四国北信越

順位 　大分類職種 　　小分類職種 平均時給

1 IT系 　　SE \2,247
2 IT系 　　プログラマ \2,206
3 IT系 　　ネットワークエンジニア \2,177
4 IT系 　　運用管理・保守 \1,932
5 技術系 　　ハード系設計 \1,881
6 オフィスワーク系 　　通訳・翻訳 \1,880
7 医療・介護系 　　看護師・准看護師 \1,794
8 技術系 　　ＣＡＤ・設計 \1,769
9 医療・介護系 　　治験関連 \1,759

10 クリエイティブ系 　　WEBディレクター \1,755
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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

News ReleaseNews Release

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 \1,390 -2.9% \1,494 -0.2% \1,266 -0.2% \1,124 -11.2%

営業事務 \1,468 -0.9% \1,538 -0.8% \1,310 0.0% \1,323 -0.6%

経理・財務・会計・英文経理 \1,642 0.5% \1,705 0.4% \1,320 1.1% \1,324 -0.3%

秘書 \1,662 -0.4% \1,700 -0.4% \1,353 -1.8% \1,374 1.2%

受付 \1,359 0.7% \1,430 -0.6% \1,240 -3.2% \1,222 5.2%

総務・人事・法務 \1,583 -0.8% \1,628 -0.7% \1,326 1.2% \1,374 1.8%

広報・宣伝・IR \1,632 -1.4% \1,664 -1.0% \1,230 -8.0% \1,442 11.9%

企画・マーケティング \1,711 2.4% \1,745 1.7% \1,559 14.5% \1,494 3.7%

貿易・国際事務 \1,544 -0.6% \1,638 0.6% \1,372 -0.2% \1,405 -0.6%

英文事務 \1,658 0.2% \1,699 0.2% \1,446 0.8% \1,402 0.6%

金融（銀行）事務 \1,492 1.9% \1,545 2.1% \1,312 4.9% \1,334 -0.8%

金融（証券）事務 \1,726 1.9% \1,758 1.4% \1,407 6.7% \1,686 9.3%

金融（生保・損保）事務 \1,522 0.0% \1,592 0.7% \1,290 0.5% \1,265 -3.1%

金融（その他）事務 \1,535 -0.8% \1,596 0.6% \1,300 1.7% \1,233 -9.6%

通訳・翻訳 \1,880 -1.7% \1,936 -2.1% \1,648 3.6% \1,522 -3.7%

OAオペレーター \1,530 -0.5% \1,618 -0.1% \1,305 2.0% \1,343 -0.8%

データ入力 \1,332 -1.4% \1,386 -1.1% \1,213 -0.8% \1,213 -1.9%

事務的軽作業 \1,247 -1.9% \1,294 -1.3% \1,138 -4.7% \1,117 0.3%

その他事務系 \1,482 0.7% \1,541 0.5% \1,252 -2.1% \1,302 2.3%

\1,547 -0.2% \1,606 0.0% \1,331 0.9% \1,342 0.2%

営業・販売・サービス系 営業・企画営業・ラウンダー \1,613 -0.2% \1,692 -0.8% \1,448 -1.1% \1,474 0.5%

営業アシスタント \1,556 -1.2% \1,609 -0.7% \1,338 -0.5% \1,362 -0.8%

販売（アパレル系） \1,338 -0.3% \1,378 -0.1% \1,263 -0.6% \1,244 -0.2%

販売（その他） \1,312 -0.1% \1,381 -0.5% \1,291 -0.5% \1,256 1.1%

デモンストレーター・MC \1,502 -1.5% \1,527 -2.2% \1,404 -16.5% \1,578 13.2%

窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,299 -0.6% \1,351 -0.7% \1,270 0.9% \1,223 -1.4%

旅行関連 \1,369 -0.9% \1,463 -0.2% \1,059 -1.6% \1,220 -0.4%

テ レマーケティング・テレフォンオペレーター \1,403 -0.5% \1,462 -0.2% \1,287 -1.5% \1,280 0.5%

ス ーパーバイザー \1,609 -0.3% \1,655 -1.2% \1,700 3.3% \1,437 0.2%

その他営業・販売・サービス系 \1,357 1.0% \1,421 0.2% \1,243 2.4% \1,304 3.5%

\1,436 -0.5% \1,494 -0.7% \1,330 -1.9% \1,338 1.7%

クリエイティブ系 WEBデザイナー \1,717 0.8% \1,739 0.4% \1,400 -2.2% \1,450 -1.3%

WEBディレクター \1,755 -0.8% \1,774 -1.0% \1,500 -8.2% \1,514 0.8%

WEB制作・編集 \1,648 0.4% \1,709 0.6% \1,430 1.0% \1,414 3.1%

編集・校正・制作 \1,605 1.4% \1,646 0.5% \1,412 1.8% \1,320 2.2%

デザイナー（ファッション・アクセ サリー）・パタンナー \1,531 0.4% \1,586 -1.7% \1,307 0.5% \1,475 -7.0%

デザイナー（住宅・インテリア） \1,467 4.4% \1,526 3.7% \1,300 1.0% \1,359 4.2%

ＤＴＰオペレーター \1,527 1.5% \1,615 0.2% \1,338 0.2% \1,381 1.6%

その他クリエイティブ 職 \1,509 1.6% \1,528 1.3% \1,233 -2.7% \1,402 0.4%

\1,595 1.1% \1,640 0.4% \1,365 -1.2% \1,414 0.3%

IT系 ビジネスアプリケーション系SE \2,370 -1.8% \2,453 -2.2% \2,041 1.8% \1,911 -5.2%

制御系SE \2,214 -2.2% \2,391 -2.1% \2,063 -4.5% \1,778 -11.6%

データベース系SE \2,299 -1.8% \2,370 -0.6% \1,675 4.7% \1,633 -14.3%

社内SE \2,106 -3.1% \2,202 -2.6% \1,648 -6.3% \1,723 -2.8%

プ ログラマ \2,206 0.0% \2,267 -1.0% \2,162 4.6% \1,898 -1.4%

ネットワークエンジニア \2,177 0.6% \2,251 0.3% \1,797 1.6% \1,918 3.2%

テ スト・評価 \1,617 -0.8% \1,674 -0.6% \1,543 -4.4% \1,391 -1.7%

運用管理・保守 \1,932 -0.3% \1,984 -0.4% \1,620 1.8% \1,565 0.7%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,671 -1.1% \1,727 -0.5% \1,451 -2.9% \1,414 -0.3%

インストラクター・講師・教師 \1,748 1.7% \1,894 3.7% \1,584 -5.1% \1,432 -6.6%

その他 IT系 \1,978 1.9% \2,074 1.2% \1,628 3.3% \1,520 7.7%

\2,029 -0.7% \2,117 -0.5% \1,746 -0.5% \1,653 -3.4%

技術系 ＣＡＤオペレーター \1,527 -1.0% \1,629 -1.0% \1,364 1.1% \1,385 -1.3%

ＣＡＤ・設計 \1,769 -0.4% \1,858 -0.4% \1,592 -1.9% \1,660 2.7%

ハード系設計 \1,881 -3.2% \1,967 -3.2% \1,559 -9.6% \1,578 -4.7%

研究開発関連 \1,586 0.0% \1,656 -0.5% \1,326 -0.1% \1,495 0.6%

その他技術系 \1,703 0.4% \1,780 0.6% \1,710 0.9% \1,478 -1.5%

\1,693 -0.9% \1,778 -1.0% \1,510 -2.2% \1,519 -0.8%

医療・介護系 医療事務 \1,274 -0.7% \1,321 -0.6% \1,199 -3.1% \1,181 -0.1%

治験関連 \1,759 0.6% \1,790 1.2% \2,100 － \1,421 -6.4%

介護関連 \1,215 1.0% \1,268 1.8% \1,167 -2.3% \1,110 -0.8%

看護師・准看護師 \1,794 -0.6% \1,754 0.2% \1,595 -6.6% \2,440 4.3%

研究開発関連 \1,500 -0.3% \1,554 -0.5% \1,372 0.4% \1,419 -1.5%

その他医療・介護関連 \1,692 4.2% \1,536 -1.8% \1,471 -7.0% \2,247 12.2%

\1,539 0.7% \1,537 0.0% \1,484 4.7% \1,636 2.2%

その他 製造業務 \1,183 -1.2% \1,249 0.6% \1,264 1.1% \1,149 2.9%

軽作業 \1,110 -0.8% \1,189 -0.2% \1,134 0.4% \1,072 1.9%

ドライバー \1,326 2.3% \1,353 2.4% \1,338 5.8% \1,282 -2.2%

インストラクター・講師・教師 \1,602 5.4% \1,711 5.5% \1,471 -11.4% \1,332 0.1%

その他 \1,260 -2.4% \1,377 -2.7% \1,253 -0.8% \1,028 -0.6%

\1,296 0.9% \1,376 1.3% \1,292 -1.7% \1,172 0.3%

\1,609 -0.1% \1,669 -0.2% \1,432 -0.2% \1,432 -0.2%

　　　 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】
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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 平均時給 前月比

オフィスワーク系 一般事務 \997 -2.3% \1,019 0.8% \1,119 1.3% \1,094 -0.2% \1,047 1.1%

営業事務 \1,100 8.4% \1,030 -0.3% \1,150 -0.6% \1,140 1.1% \1,083 -0.8%

経理・財務・会計・英文経理 \1,200 20.0% \1,263 17.0% \1,200 0.0% \1,129 0.5% \1,158 1.7%

秘書 \1,000 0.0% － － － － \1,190 -2.2% \1,129 -1.7%

受付 \1,000 0.0% \1,050 4.1% \1,000 0.0% \1,085 3.3% \1,054 2.0%

総務・人事・法務 \1,033 1.6% － － － － \1,165 2.6% \1,100 -0.2%

広報・宣伝・IR － － － － － － \1,150 － \1,200 41.2%

企画・マーケティング － － － － － － \1,164 -3.0% \1,100 0.0%

貿易・国際事務 － － \1,000 0.0% － － \1,250 4.2% \1,110 -5.9%

英文事務 － － \1,100 － \1,325 3.9% \1,050 -12.5% \1,100 －

金融（銀行）事務 \1,200 9.1% \1,080 － － － \1,134 -1.9% \939 -9.6%

金融（証券）事務 － － － － － － \1,250 0.0% \1,250 4.2%

金融（生保・損保）事務 \1,050 － \1,150 － － － \1,150 3.4% \1,060 -5.8%

金融（その他）事務 － － － － － － \1,200 0.0% \1,129 0.3%

通訳・翻訳 － － \1,500 － \1,400 0.0% － － \1,050 -8.7%

OAオペレーター \1,058 -0.1% \1,096 3.3% － － \1,205 3.6% \1,036 -0.4%

データ入力 \917 -17.3% \1,010 6.3% \1,050 5.0% \1,074 6.1% \1,044 0.7%

事務的軽作業 \800 － \950 2.7% \1,050 － \995 0.9% \977 7.3%

その他事務系 \800 -23.8% \1,420 29.1% \963 -1.6% \1,108 11.7% \1,053 -2.0%

\1,013 -4.5% \1,128 8.8% \1,140 0.0% \1,141 -0.4% \1,085 0.8%

営業・販売・サービス系 営業・企画営業・ラウンダー \1,436 0.2% \1,350 5.2% \1,200 -14.3% \1,285 -1.0% \1,238 -0.8%

営業アシスタント \1,050 0.0% － － － － \1,119 -4.3% \1,208 -3.3%

販売（アパレル系） \1,200 24.1% \1,295 7.9% \1,200 0.0% \1,174 0.3% \1,114 -1.5%

販売（その他） \1,075 -8.3% \1,066 -1.4% \1,134 -0.4% \1,132 -2.5% \1,078 -0.5%

デモンストレーター・MC － － \1,500 0.0% － － \1,100 -2.2% \1,136 4.0%

窓口・ショールーム・カウンター受付 \950 -9.5% \1,105 3.0% \1,075 10.8% \1,099 -1.5% \1,046 1.0%

旅行関連 － － － － － － \900 -10.0% \1,029 -0.1%

テ レマーケティング・テレフォンオペレーター \1,016 -2.3% \1,005 1.2% \917 -4.7% \1,099 -0.3% \1,067 0.1%

ス ーパーバイザー － － \1,283 － － － － － \1,211 4.1%

その他営業・販売・サービス系 \978 2.3% \1,000 11.1% \925 -11.9% \1,102 2.5% \1,082 -5.7%

\1,101 0.5% \1,201 4.7% \1,075 -4.0% \1,112 -2.0% \1,121 -0.3%

クリエイティブ系 WEBデザイナー \1,000 － － － \1,350 0.0% \1,150 － \1,093 1.7%

WEBディレクター － － － － － － － － \1,600 6.7%

WEB制作・編集 \1,100 0.0% \1,013 － \1,350 -10.0% \1,163 1.1% \1,120 -3.4%

編集・校正・制作 － － \1,200 -14.3% \1,400 － \1,050 － \1,033 0.5%

デザイナー（ファッション・アクセ サリー）・パタンナー － － － － － － \1,100 0.0% － －

デザイナー（住宅・インテリア） － － － － － － － － － －

ＤＴＰオペレーター \1,050 0.0% \1,200 0.0% － － \1,125 0.7% \1,059 -1.6%

その他クリエイティブ 職 － － － － － － \1,100 -7.9% \1,113 4.0%

\1,050 -2.3% \1,138 -3.9% \1,367 -4.1% \1,115 -2.2% \1,170 1.6%

IT系 ビジネスアプリケーション系SE \1,500 0.0% － － － － \1,500 -5.1% \1,821 -0.7%

制御系SE － － \1,250 0.0% － － \1,400 0.0% \1,588 -3.8%

データベース系SE － － － － － － \1,200 － \1,717 -1.0%

社内SE － － － － － － \1,300 0.0% \1,606 0.3%

プ ログラマ \1,300 -2.6% \2,400 0.0% － － \1,400 -9.7% \1,729 2.0%

ネットワークエンジニア \1,400 0.0% \1,447 -3.0% － － \1,400 -3.4% \1,635 -4.9%

テ スト・評価 \1,100 0.0% \1,488 -7.0% \1,250 － \1,114 0.4% \1,143 -1.0%

運用管理・保守 － － \1,260 -13.6% － － \1,175 -4.1% \1,500 9.9%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,180 0.0% \1,117 -14.1% \1,400 9.8% \1,181 -0.2% \1,264 -4.8%

インストラクター・講師・教師 \1,400 0.0% － － － － \1,488 12.7% \1,367 5.7%

その他 IT系 \1,160 -1.4% \1,427 0.0% － － － － \1,654 -1.6%

\1,291 -0.6% \1,484 -4.9% \1,325 3.9% \1,316 8.7% \1,547 -0.2%

技術系 ＣＡＤオペレーター \950 -5.0% \1,050 － － － \1,169 -0.6% \1,112 -4.0%

ＣＡＤ・設計 \1,275 -15.0% － － \1,500 － \1,405 -11.1% \1,403 2.4%

ハード系設計 － － － － － － － － \1,340 -21.2%

研究開発関連 \1,100 － － － － － \1,206 1.9% \1,186 3.1%

その他技術系 － － \1,200 0.0% － － \1,486 6.1% \1,409 3.2%

\1,108 -11.3% \1,125 -6.3% \1,500 － \1,316 1.4% \1,290 -4.4%

医療・介護系 医療事務 － － － － － － \1,010 -2.6% \1,058 2.6%

治験関連 － － － － － － － － \1,450 0.0%

介護関連 － － － － － － \940 -1.1% \1,058 4.2%

看護師・准看護師 － － － － － － \1,050 0.0% \1,110 -2.0%

研究開発関連 － － \1,000 － \1,350 0.0% \1,050 -2.3% \1,306 11.2%

その他医療・介護関連 \1,050 0.0% － － \1,000 － \1,020 -1.6% \1,100 -4.8%

\1,050 0.0% \1,000 － \1,175 -13.0% \1,014 -1.5% \1,180 1.7%

その他 製造業務 \839 -0.3% \1,029 2.9% \1,079 6.0% \1,088 -1.9% \934 -2.1%

軽作業 \859 0.7% \974 10.3% \1,034 3.9% \1,025 3.2% \896 -1.1%

ドライバー － － － － － － － － \1,050 10.5%

インストラクター・講師・教師 － － － － － － \1,067 -11.1% \1,200 0.7%

その他 \1,050 -6.0% \1,017 3.6% \925 -7.5% \1,025 0.8% \1,130 1.5%

\916 -2.3% \1,007 4.2% \1,012 0.8% \1,051 -2.6% \1,042 1.9%

\1,088 -2.8% \1,198 1.1% \1,167 0.8% \1,159 0.4% \1,203 0.1%

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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