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令和２年平均調査結果概要 
  

 

１． 給与の動き 

一人平均月間現金給与総額は、規模 5 人以上で 261,451 円、前年比 0.8％増（規模 30

人以上 269,903 円、前年比 0.7％減）となった。 

このうち、きまって支給する給与は、規模 5 人以上で 222,451 円、前年比 0.4％増（規模

30 人以上 227,720 円、前年比 1.2％減）となった。 

また、特別に支払われた給与は、規模 5 人以上で 39,000 円、前年差 966 円増（規模 30

人以上 42,183 円、前年差 922 円増）となった。 

 

２． 労働時間の動き 

一人平均月間総実労働時間は、規模 5 人以上で 147.4 時間、前年比 1.8％減（規模 30

人以上 146.4 時間、前年比 3.7％減）となった。 

このうち、所定内労働時間は、規模 5 人以上で 138.0 時間、前年比 1.6％減（規模 30 人

以上 136.3 時間、前年比 2.7％減）となった。 

また、所定外労働時間は、規模 5 人以上で 9.4 時間、前年比 4.6％減（規模 30 人以上

10.1 時間、前年比 16.2％減）となった。 

 

３． 雇用の動き 

月間平均入職率は、規模 5 人以上で 1.73％、前年差 0.1 ポイント減（規模 30 人以上

1.83％、前年差 0.2 ポイント増）、月間平均離職率は、規模 5 人以上で 1.76％、前年差 0.11

ポイント減（規模 30 人以上 1.81％、前年差 0.12 ポイント増）となった。 

また、月間平均常用労働者中のパートタイム労働者の比率は、規模 5 人以上で 25.5％、

前年差 0.7 ポイント減（規模 30 人以上 25.6％、前年差 1.9 ポイント減）となった。 

 

                                                        

〈利用上の注意〉 

（１） 産業分類については、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）に基づき表章している。                                               

（２） 「前年比」は対前年比（％）を掲載しており、「前年差」は前年との差（ポイント）を掲載している。 

（３） 調査対象事業所数が少ない産業については、産業別に表章していないが、調査産業計にはこれらを

含めて算定している。 

（４） 各産業などの調査結果については、標本規模が小さいことなどにより、全国結果に比べ結果精度が

十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当たっては注意を要する。  

（５） 常用雇用指数は、労働者数推計のベンチマークを平成 30 年 1 月分確報で更新したことに伴い、過

去に遡って改訂した。詳細は、厚生労働省の Web ページに掲載している。 

(http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/sisuu/sisuu.html)  

（６） 全国の数値については、平成 30 年 11 月分確報から、平成 24 年以降において東京都の「500 人以

上規模の事業所」についても再集計した値（再集計値）に変更しており、従来の公表値とは接続しない

ことに注意する。また令和元年 6 月分速報から「500 人以上規模の事業所」について全数調査による

値に変更していることに注意する。 
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【参考図表】（指数：平成 27 年＝100） 

 

 

 

 

 

 (事業所規模５人以上）

水準
(全国＝100)

１　給　与

現金給与総額 261,451 円 0.8 ％ 318,387 円 -1.2 ％ 82.1

きまって支給する給与 222,451 円 0.4 ％ 262,318 円 -0.7 ％ 84.8

特別給与 39,000 円 ( 966 円 ) 56,069 円 -3.6 ％ 69.6

２　労働時間数及び出勤日数

総実労働時間 147.4 時間 -1.8 ％ 135.1 時間 -2.8 ％

所定内労働時間数 138.0 時間 -1.6 ％ 125.9 時間 -2.0 ％

所定外労働時間数 9.4 時間 -4.6 ％ 9.2 時間 -13.2 ％

出勤日数 19.7 日 (　-0.1 日 ) 17.7 日 (  -0.3 日 )

３　雇　用

労働者数 416,837 人 -1.0 ％ 51,298 千人 1.0 ％

入職率 1.73 ％     (  -0.1 ポイント) 1.97 ％     ( -0.19 ポイント)

離職率 1.76 ％     (-0.11 ポイント) 1.98 ％     ( -0.08 ポイント)

パートタイム労働者比率 25.5 ％     (　-0.7 ポイント) 31.14 ％     ( -0.39 ポイント)

区　　　分
青森県 全　国

実数 前年比(差) 実数 前年比(差)

注）全国の数値については、平成30年11月分確報から、平成24年以降においての東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した
値（再集計値）に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。また令和元年6月分速報から「500人以上規模の事業所」について

全数調査による値に変更していることに注意。
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