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2009年年年年7月度月度月度月度のののの派遣平均時給派遣平均時給派遣平均時給派遣平均時給はははは、、、、1,553円円円円
12ヶヶヶヶ月月月月ぶりにぶりにぶりにぶりに前月比前月比前月比前月比プラスプラスプラスプラスにににに転転転転じたもののじたもののじたもののじたものの

前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比ではではではではマイナスマイナスマイナスマイナスがががが継続継続継続継続
[en][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 派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員のののの平均時給平均時給平均時給平均時給レポートレポートレポートレポート（（（（派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員のののの平均時給平均時給平均時給平均時給レポートレポートレポートレポート（（（（20092009年年年年年年年年77月月月月））））月月月月））））

－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。2009年7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

【【【【 概況概況概況概況 】】】】

�7月度月度月度月度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、、、、1,553円円円円となり、前月比 0.6%（8.7

円）増、前年同月比 4.4%（72.0円）減でした。前年同月からの下落傾向は継続していますが、前月

比では12ヶ月ぶりにプラスに転じました。しかし、派遣時給の底打ち感はなく、難易度の高い案件募

集が多かったことが前月比プラスになった要因と思われます。

�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ではではではでは、、、、 前年同月比は、すべての職種がマイナスとなったものの、

前月比では「オフィスワーク系」職種以外はプラスとなりました。前月比の上昇率が一番高かったの

は「医療・介護系」職種で、前月比 1.4%増、前年同月比 1.9%減の1,562円でした。その他、「技術

系」職種は前月比 1.0%増、前年同月比 1.0%減の1,712円、「IT系」職種は前月比 1.0%増、前年同

月比 5.8%減の1,936円、「クリエイティブ系」職種は前月比 0.5%増、前年同月比 1.2%減の1,562

円、「営業・販売・サービス系」職種は前月比 0.3%増、前年同月比 3.6%減の1,377円でした。

一方、「オフィスワーク系」職種は前月比 0.3％減、前年同月比 4.8％減の1,480円となり、3ヶ月連

続で前月、前年同月を下回りました。

�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、、、、東海エリア、北海道エリアを除くエリアで前月を上回りました。関東

エリアは前月比 0.3%増、前年同月比 3.9%減の1,610円、関西エリアは前月比 1.1%増、前年同月

比 2.9%減の1,416円、東北エリアは前月比 4.3%増、前年同月比 6.7%増の1,226円、北信越エリ

アは前月比 6.4%増、前年同月比 11.1%増の1,259円、中国・四国エリアは、前月比 1.8%増、前年

同月比 0.1%増の1,162円、九州・沖縄エリアは、前月比 3.2%増、前年同月比 0.5%増の1,224円

でした。前月比、前年同月比ともにマイナスとなった東海エリアは、前月比 0.6%減、前年同月比

6.1%減の1,360円、北海道エリアは前月比 2.4%減、前年同月比 2.1%減の1,094円でした。
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■■■■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（（（（全国全国全国全国、、、、関東関東関東関東、、、、東海東海東海東海、、、、関西関西関西関西））））
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●●●●調査概要調査概要調査概要調査概要：：：：
▼▼▼▼集計対象集計対象集計対象集計対象

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

▼▼▼▼対象対象対象対象エリアエリアエリアエリア
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

Copyright(c) 2009 en-japan inc. All Rights Reserved.

【【【【【【【【報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位のおのおのおのお問合問合問合問合せせせせ先先先先報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位のおのおのおのお問合問合問合問合せせせせ先先先先】】】】】】】】

エンエンエンエン・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社 広報広報広報広報担当担当担当担当：：：：矢元矢元矢元矢元 真琴真琴真琴真琴
TELTELTELTEL：：：：03030303----3342334233423342----4506450645064506 FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----3342334233423342----4507450745074507 MAILMAILMAILMAIL：：：： enenenen----press@enpress@enpress@enpress@en----japan.comjapan.comjapan.comjapan.com

平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比
一般事務 \1,331 1.0% -7.2% \1,394 0.8% -7.7% \1,229 -1.3% -4.2% \1,224 1.4% -3.8%
営業事務 \1,432 0.3% -2.8% \1,503 0.0% -3.6% \1,245 -0.8% -4.6% \1,309 1.0% -1.2%
経理・財務・会計・英文経理 \1,558 -0.2% -3.4% \1,625 -0.8% -3.4% \1,312 1.5% -0.3% \1,382 2.3% 3.7%
秘書 \1,602 1.4% -3.7% \1,637 0.9% -4.0% \1,310 0.0% -3.1% \1,342 -1.1% -0.9%
受付 \1,223 -2.8% -7.3% \1,298 -2.7% -7.5% \1,247 -0.8% -0.9% \1,058 -7.6% -9.6%
総務・人事・法務 \1,545 1.5% -1.9% \1,615 0.3% -1.6% \1,304 -0.4% -0.3% \1,326 1.3% -1.6%
広報・宣伝・IR \1,537 -1.3% -6.9% \1,630 1.9% -3.1% - - - \1,243 -1.8% -3.7%
企画・マーケティング \1,645 -3.9% -2.8% \1,719 -2.4% -0.6% \1,033 -24.9% -29.7% \1,463 1.8% 5.8%
貿易・国際事務 \1,531 0.7% -1.5% \1,611 -0.1% -2.0% \1,339 2.3% -2.5% \1,397 0.4% 0.1%
英文事務 \1,601 0.1% -3.0% \1,629 -0.6% -4.1% \1,313 -2.0% -4.9% \1,365 -0.5% -3.3%
金融（銀行）事務 \1,378 -5.8% -5.9% \1,475 -3.7% -3.8% \1,202 -0.6% -0.6% \1,263 -7.4% -3.2%
金融（証券）事務 \1,694 -2.4% -1.4% \1,713 -2.8% -1.4% \1,367 - -2.6% \1,383 3.2% -13.9%
金融（生保・損保）事務 \1,486 1.2% -1.3% \1,567 1.5% -1.1% \1,306 -2.3% -1.6% \1,329 1.3% -0.7%
金融（その他）事務 \1,475 -0.3% -9.2% \1,534 -2.3% -8.0% \1,475 - 18.0% \1,326 4.5% -3.6%
通訳・翻訳 \1,862 1.8% -1.5% \1,919 0.9% -1.7% \1,836 19.2% 13.6% \1,502 -2.2% 0.5%
OAオペレーター \1,488 1.3% -4.6% \1,568 1.0% -4.0% \1,286 6.0% 1.5% \1,283 1.3% -5.1%
データ入力 \1,207 0.3% -12.2% \1,263 -0.4% -11.5% \1,121 1.8% -8.5% \1,136 -0.2% -7.6%
事務的軽作業 \1,173 3.9% -10.4% \1,200 3.6% -10.7% \1,094 -10.7% -21.0% \1,077 0.3% -4.2%
その他事務系 \1,357 -1.7% -7.3% \1,417 -2.2% -6.6% \1,223 -0.3% -5.9% \1,264 1.3% -3.0%

\1,480 -0.3% -4.8% \1,543 -0.4% -4.4% \1,291 0.5% -3.2% \1,298 0.0% -2.9%
営業・企画営業・ラウンダー \1,554 -0.4% -3.5% \1,621 -0.4% -5.3% \1,423 2.9% -2.2% \1,452 -2.3% -1.2%
営業アシスタント \1,535 0.2% -1.8% \1,558 -0.3% -3.7% \1,357 -1.6% 5.0% \1,339 -6.5% 0.9%
販売（アパレル系） \1,265 -0.1% -3.4% \1,311 -0.2% -2.3% \1,219 -2.2% -2.1% \1,199 0.2% -4.9%
販売（その他） \1,295 -0.7% 0.2% \1,360 -1.9% -1.1% \1,252 -0.8% -2.9% \1,239 -1.1% -0.1%
デモンストレーター・MC \1,320 0.7% -9.3% \1,352 -0.5% -11.0% \1,223 -4.8% -9.5% \1,550 9.7% 6.7%
窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,298 0.0% -2.4% \1,352 0.3% -1.9% \1,247 4.3% -2.8% \1,197 -4.4% -4.8%
旅行関連 \1,295 4.1% -6.4% \1,374 1.8% -6.0% \1,005 0.0% -12.0% \1,770 68.6% 47.7%
テレマーケティング・テレフォンオペレーター \1,340 -0.6% -4.7% \1,424 -0.1% -2.7% \1,201 -3.0% -8.4% \1,225 -0.3% -3.5%
スーパーバイザー \1,568 -0.9% -2.5% \1,624 -0.4% -1.7% \1,410 1.8% -24.0% \1,497 0.8% 1.2%
その他営業・販売・サービス系 \1,298 1.0% -1.4% \1,393 1.2% 1.5% \1,192 -0.2% -3.8% \1,200 -1.2% -3.7%

\1,377 0.3% -3.6% \1,437 -0.1% -3.5% \1,253 -0.4% -6.9% \1,367 5.1% 3.5%
WEBデザイナー \1,645 -0.9% -3.5% \1,692 -0.9% -2.7% \1,300 -3.3% -6.5% \1,385 0.3% -8.0%
WEBディレクター \1,710 0.0% -4.2% \1,740 -0.3% -3.8% \1,467 4.8% -9.2% \1,521 2.7% -0.7%
WEB制作・編集 \1,617 1.0% -2.8% \1,683 1.5% -1.3% \1,210 -10.0% -20.6% \1,332 -3.6% -4.9%
編集・校正・制作 \1,571 0.1% -1.8% \1,612 -1.8% -1.5% \1,400 4.1% 2.1% \1,322 3.6% 0.2%
デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー \1,398 -0.8% -4.8% \1,457 -3.9% -3.1% \1,300 0.0% 1.6% \1,350 3.8% -4.1%
デザイナー（住宅・インテリア） \1,528 4.1% 3.5% \1,636 8.9% 11.9% \1,630 - -4.8% \1,350 -2.7% -2.9%
ＤＴＰオペレーター \1,520 2.3% 1.0% \1,576 0.6% -2.3% \1,250 1.0% -4.1% \1,348 -0.4% -2.4%
その他クリエイティブ職 \1,511 -1.6% 4.1% \1,527 -2.7% 4.1% \1,283 -7.7% 5.5% \1,488 5.6% 4.3%

\1,562 0.5% -1.2% \1,615 0.1% -0.1% \1,355 1.3% -5.0% \1,387 1.2% -2.4%
ビジネスアプリケーション系SE \2,233 -1.3% -7.1% \2,257 -1.1% -8.4% \2,038 0.2% 0.9% \1,961 -1.6% -1.0%
制御系SE \2,150 4.2% -7.2% \2,216 3.8% -10.8% \1,650 -3.4% -22.5% \1,858 -3.1% -3.2%
データベース系SE \2,238 1.4% -5.6% \2,287 1.9% -6.3% \1,550 0.0% -21.1% \2,129 12.0% 26.3%
社内SE \2,028 -2.7% -6.9% \2,072 -3.1% -8.7% \2,000 6.7% 21.1% \1,541 -2.3% -17.3%
プログラマ \2,006 0.0% -8.9% \2,052 -0.3% -10.3% \1,880 2.7% -2.9% \1,712 3.0% -10.2%
ネットワークエンジニア \2,194 2.7% 0.3% \2,221 2.7% -1.1% \1,860 -5.1% 0.0% \1,970 2.8% 4.1%
テスト・評価 \1,555 1.5% -6.1% \1,623 3.1% -4.7% \1,456 8.6% -1.9% \1,376 0.2% -2.2%
運用管理・保守 \1,832 1.2% -6.6% \1,860 0.0% -7.4% \1,710 7.7% -0.8% \1,629 10.2% -3.5%
ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,654 0.4% -2.8% \1,696 0.4% -2.5% \1,492 0.3% -3.9% \1,450 -0.3% -1.4%
インストラクター・講師・教師 \1,518 2.3% -10.4% \1,532 1.6% -14.5% \1,271 7.4% -16.7% \1,557 1.7% 3.0%
その他 IT系 \1,890 2.1% -3.0% \1,933 2.3% -3.8% \1,833 -1.1% 9.0% \1,549 5.6% -3.2%

\1,936 1.0% -5.8% \1,977 1.0% -7.2% \1,704 1.8% -4.1% \1,703 2.5% -1.0%
ＣＡＤオペレーター \1,517 1.6% -1.8% \1,606 0.4% -2.7% \1,365 2.3% -0.6% \1,365 3.5% -1.3%
ＣＡＤ・設計 \1,825 2.3% 1.1% \1,913 2.7% 3.0% \1,600 0.7% -7.8% \1,578 -1.1% -3.1%
ハード系設計 \1,977 6.1% -0.2% \2,058 4.8% 1.2% \1,383 -1.2% -14.2% \1,825 10.1% -4.3%
研究開発関連 \1,607 -3.8% 0.3% \1,646 -5.4% -1.7% \1,375 -0.4% -0.9% \1,518 2.1% 6.3%
その他技術系 \1,634 -1.7% -4.8% \1,711 -0.4% -4.1% \1,317 -3.5% -20.6% \1,456 -4.3% 0.2%

\1,712 1.0% -1.0% \1,787 0.6% -0.7% \1,408 -0.4% -9.4% \1,548 2.1% -0.7%
医療事務 \1,243 1.8% -3.5% \1,320 -0.7% -2.3% \1,110 -3.4% -9.3% \1,185 2.5% -4.8%
治験関連 \1,814 5.3% 2.0% \1,833 3.5% 2.5% \1,200 -27.3% - \1,578 4.2% 4.3%
介護関連 \1,226 -1.4% -5.5% \1,279 -0.8% -1.7% \1,082 0.4% -20.7% \1,113 0.5% -9.8%
看護師・准看護師 \1,776 0.4% -6.9% \1,804 0.1% 1.6% \1,564 0.3% -9.4% \1,788 -2.6% -34.6%
研究開発関連 \1,568 0.8% 2.8% \1,636 0.8% 2.1% \1,343 -2.5% -1.0% \1,447 -0.3% 0.1%
その他医療・介護関連 \1,744 1.0% -0.8% \1,719 1.7% 13.5% \1,685 -3.3% 6.9% \1,862 -0.7% -21.7%

\1,562 1.4% -1.9% \1,598 0.9% 2.8% \1,331 -6.7% -8.2% \1,495 0.4% -14.9%
製造業務 \1,240 2.4% -0.7% \1,284 1.5% -0.9% \1,166 7.6% 0.4% \1,144 2.3% -6.3%
軽作業 \1,094 1.3% -6.0% \1,138 1.2% -6.7% \1,051 1.6% -2.9% \1,019 -1.8% -8.2%
ドライバー \1,300 0.7% 1.3% \1,385 -1.4% 6.4% \1,142 6.0% 1.1% \950 -26.9% -26.9%
インストラクター・講師・教師 \1,303 -4.2% -21.6% \1,473 0.3% -14.4% \1,327 -8.5% -28.5% \1,121 -6.8% -22.2%
その他 \1,259 -1.3% -5.4% \1,278 -4.2% -12.5% \1,219 -6.4% -2.7% \1,344 12.9% 32.4%

\1,239 -0.4% -7.4% \1,312 -0.6% -6.3% \1,181 -0.7% -8.9% \1,116 -4.6% -8.4%

総計 \1,553 0.6% -4.4% \1,610 0.3% -3.9% \1,360 -0.6% -6.1% \1,416 1.1% -2.9%

　　　医療・介護系　計

　　　その他　計

オフィスワーク系

営業・販売・サービス系

クリエイティブ系

IT系

技術系

医療・介護系

その他

　　　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

大分類職種 小分類職種

　　　オフィスワーク系　計

全国 関東 東海 関西
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■■■■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））））

News ReleaseNews Release

◆◆◆◆エンエンエンエン・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社についてについてについてについて 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/

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）

Copyright(c) 2009 en-japan inc. All Rights Reserved.
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エンエンエンエン・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社 広報広報広報広報担当担当担当担当：：：：矢元矢元矢元矢元 真琴真琴真琴真琴
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平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比
一般事務 \1,030 0.4% -1.9% \1,029 9.3% 0.9% \1,029 1.6% -5.2% \1,086 2.0% 2.2% \1,013 -0.2% -1.1%
営業事務 \1,007 -0.6% -3.0% \1,073 -3.6% 2.3% \1,075 -3.4% 2.9% \1,125 -0.5% 2.3% \1,074 -0.1% -0.3%
経理・財務・会計・英文経理 \1,002 -4.6% -4.8% \1,374 32.7% 34.9% \1,313 -18.0% 27.2% \1,131 0.7% 4.6% \1,160 0.1% 6.7%
秘書 \1,050 - 1.2% \1,133 -6.5% 16.2% - - - \1,100 0.0% - \1,145 -0.8% 0.6%
受付 \900 -6.5% -10.3% \1,025 - 1.3% - - - \1,041 -1.9% -0.7% \1,048 1.4% 0.9%
総務・人事・法務 \1,070 2.6% 0.6% \1,121 1.7% 12.1% \1,167 3.7% 4.5% \1,135 1.2% -0.3% \1,096 5.8% -4.4%
広報・宣伝・IR - - - - - - - - - - - - \1,209 -2.4% 13.3%
企画・マーケティング \1,050 - - \1,000 - - - - - \1,011 -8.1% -15.7% \1,025 － -32.5%
貿易・国際事務 - - - \1,250 - - - - - \1,100 -4.3% -9.6% \1,290 12.2% 10.4%
英文事務 - - - \1,100 -10.2% -13.4% - - - \1,075 -11.9% -14.0% \1,167 8.5% 5.3%
金融（銀行）事務 \1,075 -2.3% - \1,000 1.3% -3.6% - - - \1,038 -10.6% -3.0% \953 -12.5% -8.3%
金融（証券）事務 - - - - - - - - - - - - － － －
金融（生保・損保）事務 \1,050 -4.5% -2.3% \1,117 1.5% 8.6% - - - \1,075 -2.3% -6.9% \1,050 -6.2% -1.9%
金融（その他）事務 \800 -20.0% - \1,300 - - - - - \1,088 0.6% -9.4% \1,150 0.0% 2.8%
通訳・翻訳 \1,100 - - - - - - - - - - - \1,333 18.5% 3.9%
OAオペレーター \1,100 4.1% - \1,050 -3.3% 3.4% - - - \1,070 -1.8% -12.7% \918 -6.0% -15.4%
データ入力 \1,000 -2.0% -2.4% \993 -0.7% -1.4% - - - \1,004 6.5% 0.0% \887 -4.3% -12.3%
事務的軽作業 \800 0.0% -36.0% - - - - - - \1,000 25.0% 1.0% \1,050 10.5% 6.5%
その他事務系 \979 -3.7% -9.0% \992 0.9% -0.2% - - - \1,081 -2.7% -3.4% \1,082 3.6% -6.3%

\1,001 -1.2% -6.2% \1,104 4.1% 8.4% \1,146 0.5% 4.1% \1,073 -2.0% -4.8% \1,092 1.3% -2.6%
営業・企画営業・ラウンダー \1,206 1.9% -5.1% \1,288 8.8% 10.7% \1,117 5.1% -12.2% \1,173 -1.4% -3.5% \1,182 0.2% -0.2%
営業アシスタント \1,000 - -9.1% \1,100 - -6.4% - - - - - - \1,080 -13.6% 4.9%
販売（アパレル系） \1,032 -1.7% -8.7% \1,058 -3.1% 2.1% - - - \1,105 1.3% 2.9% \1,069 -1.3% -3.4%
販売（その他） \1,005 0.9% -3.8% \1,075 0.6% 3.8% \1,171 3.0% 6.8% \1,127 2.2% 1.1% \1,101 0.7% 2.0%
デモンストレーター・MC \1,000 - -20.0% \1,025 -7.9% - - - - \1,100 1.1% -10.8% \1,121 1.9% 4.5%
窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,006 3.8% -8.6% \1,046 2.3% 14.1% \1,150 -4.2% -0.4% \1,076 0.3% -2.8% \1,053 1.0% 2.5%
旅行関連 \867 8.3% - - - - - - - - - - \950 -17.0% -5.5%
テレマーケティング・テレフォンオペレーター \976 -2.6% -8.4% \990 -3.9% -3.6% \883 -11.7% -9.1% \1,092 -2.6% 3.9% \1,034 0.1% -1.6%
スーパーバイザー - - - \1,317 - - - - - - - - \1,258 3.4% -3.5%
その他営業・販売・サービス系 \996 -1.4% 7.1% \1,076 -2.7% 19.6% \1,130 2.7% -19.6% \1,055 1.6% -10.4% \1,043 1.3% 1.5%

\1,010 0.2% -8.1% \1,108 1.9% 6.9% \1,090 -0.9% -9.7% \1,104 0.2% -1.9% \1,089 -2.5% 0.0%
WEBデザイナー \1,100 0.0% -9.7% \1,133 -10.5% 6.7% - - - \1,150 2.8% 7.5% \1,177 1.6% -1.3%
WEBディレクター - - - - - - - - - \1,200 0.0% - \1,500 0.0% －
WEB制作・編集 - - - \1,000 -0.8% -54.5% - - - \1,140 3.1% - \1,080 8.0% 0.0%
編集・校正・制作 \1,000 0.0% - \1,571 13.9% 31.0% - - - \1,083 -6.4% 4.8% \1,250 2.7% 23.8%
デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー - - - - - - - - - \1,067 0.0% - － － －
デザイナー（住宅・インテリア） - - - - - - - - - - - - \1,250 6.4% －
ＤＴＰオペレーター - - - \1,150 - 6.8% - - - \1,119 0.8% 1.3% － － －
その他クリエイティブ職 - - - \1,000 0.0% - - - - \980 -9.1% -2.0% \1,300 － 1.1%

\1,050 0.0% -7.1% \1,171 0.0% -15.4% - - - \1,106 -1.3% 5.1% \1,259 6.1% 11.6%
ビジネスアプリケーション系SE - - - - - - - - - - - - \1,889 10.2% 0.0%
制御系SE - - - - - - - - - - - - － － －
データベース系SE - - - - - - - - - \1,700 0.0% 21.4% \1,628 21.3% -18.6%
社内SE - - - - - - - - - - - - \1,300 -6.0% -17.0%
プログラマ \1,331 15.8% -33.4% \1,450 1.8% -1.8% - - - \1,450 16.0% 24.7% \1,649 -0.6% 4.0%
ネットワークエンジニア \1,700 0.0% - \2,000 9.1% 39.5% - - - \1,100 -21.4% - \1,714 8.8% 2.7%
テスト・評価 \1,000 0.0% -14.3% \1,100 29.4% -25.7% - - - \1,143 -18.4% 1.6% － － －
運用管理・保守 - - - \1,413 -5.8% -2.6% - - - \1,450 26.8% 16.0% \1,386 3.6% -5.7%
ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,200 11.6% 20.0% \1,175 0.0% 15.8% - - - \1,240 15.0% 1.2% \1,088 -2.6% -9.5%
インストラクター・講師・教師 \1,050 -4.5% - - - - - - - \1,483 7.9% 29.0% \1,375 19.6% 13.6%
その他 IT系 - - - \1,400 0.0% 7.7% \1,500 - - \1,200 0.0% - \1,400 -7.7% -5.5%

\1,256 7.3% -8.9% \1,423 4.3% 5.1% \1,500 30.4% 30.7% \1,346 2.1% 5.9% \1,492 4.2% -3.5%
ＣＡＤオペレーター \1,088 0.2% 2.7% \1,200 4.3% 5.6% - - - \1,200 2.6% 2.3% \1,233 11.2% 12.0%
ＣＡＤ・設計 - - - \1,300 0.0% - \1,500 - - \1,388 -2.7% -18.4% \1,406 -6.3% 11.7%
ハード系設計 - - - - - - - - - \1,300 0.0% 11.4% － － －
研究開発関連 - - - \1,050 21.1% - - - - \1,175 4.4% -7.8% － － －
その他技術系 - - - \1,200 -7.7% -14.3% - - - \1,321 - 1.6% \1,540 5.2% 11.3%

\1,088 0.2% 2.7% \1,188 2.9% -6.3% \1,500 - 39.5% \1,277 1.7% -3.5% \1,393 2.6% 1.7%
医療事務 \1,000 -16.7% -2.7% - - - \1,050 - 6.1% \1,007 -1.1% -4.1% \928 5.8% -9.8%
治験関連 - - - \2,432 27.6% - - - - - - - － － －
介護関連 - - - \900 -7.7% - \994 -4.3% -8.8% \1,014 -3.0% -8.9% \964 -0.2% -9.6%
看護師・准看護師 - - - \1,150 - - \1,300 4.9% - \1,256 6.5% - \1,150 4.4% -19.3%
研究開発関連 - - - \1,533 27.8% 13.6% - - - \1,033 -13.9% -10.1% \1,867 18.5% 55.6%
その他医療・介護関連 \1,383 -13.7% 31.7% \1,847 1.7% - \1,927 1.9% 92.7% \1,163 3.5% 10.8% \1,032 -11.1% -7.6%

\1,192 -15.0% 8.9% \1,572 13.8% 32.7% \1,318 -5.2% 28.4% \1,095 -1.7% 0.4% \1,188 4.6% 1.8%
製造業務 \1,200 0.0% - \800 -4.8% - - - - \1,083 10.5% -9.7% \963 -3.8% -6.9%
軽作業 \930 -1.1% 9.4% \965 3.5% 1.6% \850 -7.3% -25.5% \973 0.7% -7.4% \963 5.3% 2.0%
ドライバー - - - \1,050 2.4% - - - - - - - \1,033 -6.1% 3.3%
インストラクター・講師・教師 \1,200 -14.3% 0.0% \1,300 0.0% - - - - \1,500 - 25.0% \1,271 27.1% 4.6%
その他 \929 -0.5% -20.1% \975 2.6% 8.3% \1,150 0.0% - \983 -2.5% -11.7% \1,036 10.0% -22.7%

\1,065 -4.8% 1.1% \1,018 0.8% 10.1% \1,000 -3.2% -9.4% \1,135 15.2% -0.5% \1,053 6.2% -4.8%

総計 \1,094 -2.4% -2.1% \1,226 4.3% 6.7% \1,259 6.4% 11.1% \1,162 1.8% 0.1% \1,224 3.2% 0.5%

　　　医療・介護系　計

　　　その他　計

オフィスワーク系

営業・販売・サービス系

クリエイティブ系

IT系

技術系

医療・介護系

その他

　　　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

九州・沖縄
大分類職種 小分類職種

　　　オフィスワーク系　計

北海道 東北 北信越 中国・四国
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