
 

 

プレスリリース 

2019 年 11 月 12 日 

ディップ株式会社 

アルバイト時給 前年同月比 38 カ月連続で上回り、過去最高を更新 

全国の平均時給は 1,107 円、前月比 13 円増、前年同月比 52 円増 最低賃金改定

の影響により、全エリアの平均時給が 1,000 円超える 

報道関係各位 

ディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田英揮、以下当社）は、2019 年 10 月のア

ルバイト時給データを発表しました。本調査は、アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人

広告データをもとに集計したものです。10 月のアルバイト平均時給は、1,107 円（前月比 13 円増、前年比 52 円増）

最低賃金改定を終え過去最高を更新しました。エリア別では、4 エリアすべてで前年を上回りました。職種別では、9

職種中 7 職種が前月を上回りました。「バイトル」に掲載された求人件数は約 199,000 件で、前月比 3.5%増、前年

比 21.6％増となりました。 

「バイトル」：https://www.baitoru.com 

■大職種別平均時給（2019 年 10 月） 

 

 

■概要 
 

【全国】 平均時給は 1,107 円（前月比 13 円増、前年比 52 円増） 
 

全国の平均時給は 1,107 円（前月比 13 円増、前年比 52 円増）と前月比、前年同月比ともに上回りました。前年同月

比では、38 カ月連続で上回っています。 
 

【職種別】 介護・看護など「専門的職業」前月比 134 円増、前年比 253 円増加
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事務的職業 ¥1,150 ¥-21 -1.8% ¥46 4.2% ¥1,214 ¥-44 -3.5% ¥30 2.5% ¥1,081 ¥0 0.0% ¥88 8.9% ¥1,134 ¥18 1.6% ¥63 5.9% ¥1,125 ¥45 4.2% ¥69 6.5%

専門的職業 ¥1,484 ¥134 9.9% ¥253 20.6% ¥1,493 ¥166 12.5% ¥169 12.8% ¥1,476 ¥93 6.7% ¥325 28.2% ¥1,540 ¥119 8.4% ¥369 31.5% ¥1,460 ¥77 5.6% ¥374 34.4%

飲食の職業 ¥1,040 ¥11 1.1% ¥48 4.8% ¥1,097 ¥13 1.2% ¥57 5.5% ¥1,011 ¥10 1.0% ¥41 4.2% ¥1,020 ¥10 1.0% ¥41 4.2% ¥925 ¥8 0.9% ¥35 3.9%

販売の職業 ¥1,007 ¥3 0.3% ¥25 2.5% ¥1,072 ¥5 0.5% ¥32 3.1% ¥989 ¥-2 -0.2% ¥17 1.7% ¥990 ¥11 1.1% ¥29 3.0% ¥902 ¥2 0.2% ¥34 3.9%

サービスの職業 ¥1,211 ¥5 0.4% ¥31 2.6% ¥1,280 ¥2 0.2% ¥48 3.9% ¥1,144 ¥15 1.3% ¥23 2.1% ¥1,320 ¥-1 -0.1% ¥8 0.6% ¥1,021 ¥-7 -0.7% ¥23 2.3%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,044 ¥6 0.6% ¥-3 -0.3% ¥1,106 ¥8 0.7% ¥2 0.2% ¥1,025 ¥7 0.7% ¥-13 -1.3% ¥1,053 ¥12 1.2% ¥21 2.0% ¥913 ¥9 1.0% ¥-7 -0.8%

建設の職業 ¥1,248 ¥5 0.4% ¥-4 -0.3% ¥1,330 ¥-33 -2.4% ¥8 0.6% ¥1,198 ¥94 8.5% ¥-116 -8.8% ¥1,217 ¥42 3.6% ¥49 4.2% ¥969 ¥-2 -0.2% ¥-137 -12.4%

製造・技能の職業 ¥1,062 ¥-4 -0.4% ¥-24 -2.2% ¥1,108 ¥8 0.8% ¥-17 -1.5% ¥1,050 ¥13 1.3% ¥-31 -2.9% ¥1,074 ¥5 0.5% ¥-2 -0.2% ¥973 ¥-29 -2.9% ¥-43 -4.2%

教育の職業 ¥1,401 ¥6 0.4% ¥-25 -1.8% ¥1,434 ¥-16 -1.1% ¥-6 -0.4% ¥1,397 ¥9 0.6% ¥-35 -2.4% ¥1,353 ¥15 1.1% ¥-34 -2.5% ¥1,374 ¥89 6.9% ¥-103 -7.0%

総計 ¥1,107 ¥13 1.2% ¥52 4.9% ¥1,160 ¥10 0.9% ¥54 4.9% ¥1,082 ¥13 1.2% ¥55 5.4% ¥1,120 ¥21 1.9% ¥57 5.4% ¥1,000 ¥30 3.1% ¥62 6.6%

 

https://www.baitoru.com/


職種別平均時給は、「カフェ・レストラン・ファストフード」など「飲食の職業」1,040 円（前月比 11 円増、前年比

48 円増）、「サービスの職業」1,211 円（前月比 5 円増、前年比 31 円増）と、9 職種中 7 職種が、前月より増加し

ました。前年同月比では、9 職種中 5 職種で増加しています。一方、「事務的職業」では 1,150 円（前月比 21 円減、

前年比 46 円増）、前年同月比は大きく上回っているものの、前月比では 3 か月連続で下回りました。 

 
 

【エリア別】 最低賃金改定の影響により、全エリアの平均時給が 1,000 円を超え、前月・前年ともに上

回りました。 
 

関東エリアの平均時給は 1,160 円（前月比 10 円増、前年比 54 円増）、東海エリアの平均時給は 1,082 円（前月比

13 円増、前年比 55 円増）、関西エリアの平均時給は 1,120 円（前月比 21 円増、前年比 57 円増）、九州エリアの

平均時給は 1000 円（前月比 30 円増、前年比 62 円増）となり、すべてのエリアで前月、前年ともに上回りました。 

 

■トピックス 

「介護・看護」平均時給 1,608 円 前月比 8.5%増（126 円増）、前年同月比 28.6%増（357 円増）

「専門的職業」のうち「看護・介護」の平均時給は 1,608 円と前月比 8.5%増、前年同月比 28.6%増と上昇傾向にあ

り、求人件数は前年同月比 305.2%増と大幅に増加しました。介護職は、2019 年 10 月より施行された「介護報酬改

定」従業員の資格取得への補助費用や、給与引き上げへ利用したりと、採用活動に活用する企業が目立ちました。今

回の施策は消費税の増加に伴う報酬の改定となりますが、介護をめぐる厳しい経営状況を改善して雇用を改善するに

は不十分であるという見方もあり、今後も深刻な人手不足が予想されます。 

「販売の職業」平均時給は 1,007 円 前月比 0.3％増（3 円増）、前年同月比 2.5％増（25 円増）

「販売の職業」のうち「食品販売」の求人件数はクリスマスシーズンにむけた短期スタッフの募集を出す企業が増加

し、前年比 60.3％増となりました。また、ラグビーワールドカップにより外国人観光客の来日も増え、性能も向上し

簡単に持ち運べるサイズの翻訳機などを活用する企業も多い中、語学力を重要視した求人も目立ち、「販売の職業」

の求人件数は前年同月比 28.4％増となりました。東京オリンピックへむけた、さらなる求人の増加が見込まれます。 

 

「サービスの職業」平均時給は 1,211 円 前年同月比 2.6％増（31 円増）

求人件数は前年同月比 36.0％増となりました。都内のホテルでは、東京オリンピックに向けた客室の値上げを検討し

ている企業が目立ち、それにより給与の引き上げにも影響が出ているようです。「サービスの職業」のうち「清掃」

の平均時給は 1,000 円と前月比 1.4％増、前年同月比 2.0％増と上昇傾向にあり、今後も時給引き上げによる人材確

保に動く企業の増加が見込まれます。 

 

小職種別平均時給（2019 年 10 月） 



 

 

１． 高時給職種ランキング TOP10（2019 年 10 月） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

企業／サービス概要
 

大カテゴリ 平均時給 前月比 前月 増加率 前年比 前年 増加率 大カテゴリ 平均時給 前月比 前月 増加率 前年比 前年 増加率

営業その他 ¥1,219 ¥41 3.5% ¥-390 -24.2% キャンペーン関連 ¥1,281 ¥-23 -1.8% ¥-168 -11.6%

営業・企画営業 ¥1,241 ¥29 2.4% ¥40 3.3% イベントその他 ¥1,326 ¥-44 -3.2% ¥50 3.9%

受付・秘書 ¥1,043 ¥8 0.8% ¥42 4.2% イベント関連 ¥1,433 ¥-28 -1.9% ¥171 13.6%

テレアポ・テレオペ ¥1,283 ¥-3 -0.2% ¥59 4.8% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,766 ¥64 3.8% ¥-162 -8.4%

オフィスその他 ¥1,127 ¥-4 -0.3% ¥9 0.8% レジャー・娯楽施設 ¥1,106 ¥19 1.8% ¥169 18.0%

事務・データ入力 ¥1,124 ¥-32 -2.8% ¥64 6.1% 点検・技術 ¥1,083 ¥27 2.5% ¥42 4.1%

専門事務 ¥1,113 ¥-199 -15.2% ¥55 5.2% サービスその他 ¥1,093 ¥-0 0.0% ¥52 5.0%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,149 ¥-120 -9.5% ¥-23 -2.0% 清掃 ¥1,000 ¥14 1.4% ¥20 2.0%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,134 ¥-6 -0.5% ¥-55 -4.6% パチスロ ¥1,446 ¥5 0.4% ¥-75 -4.9%

編集・制作・撮影 ¥1,024 ¥37 3.7% ¥-26 -2.5% 旅行 ¥1,137 ¥-182 -13.8% ¥13 1.2%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,285 ¥-88 -6.4% ¥118 10.1% 美容・理容・メイク ¥992 ¥39 4.1% ¥72 7.8%

看護・介護 ¥1,608 ¥126 8.5% ¥357 28.6% エステ・リラクゼーション ¥1,104 ¥-1 -0.1% ¥96 9.5%

医療・介護・福祉その他 ¥1,113 ¥17 1.6% ¥-37 -3.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,002 ¥-18 -1.7% ¥30 3.0%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,321 ¥16 1.2% ¥15 1.1% 仕分け・検品・梱包 ¥1,029 ¥10 1.0% ¥24 2.4%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,209 ¥-30 -2.5% ¥51 4.4% 運送・ドライバー・配達 ¥1,108 ¥-5 -0.4% ¥-22 -1.9%

専門職、その他 ¥1,105 ¥91 9.0% ¥97 9.6% 軽作業・物流その他 ¥1,061 ¥-3 -0.3% ¥-36 -3.3%

調査業務 ¥1,110 ¥31 2.9% ¥30 2.8% 警備・車両誘導 ¥1,091 ¥-32 -2.8% ¥57 5.5%

調査・モニターその他 ¥1,102 ¥-102 -8.5% ¥-111 -9.2% 建築系 ¥1,245 ¥35 2.9% ¥-113 -8.3%

アパレル・雑貨販売 ¥988 ¥-3 -0.3% ¥46 4.9% 建築・土木その他 ¥1,259 ¥-214 -14.5% ¥110 9.6%

食品販売 ¥979 ¥6 0.6% ¥14 1.5% 製造系 ¥1,062 ¥-7 -0.7% ¥-27 -2.5%

携帯・家電販売 ¥1,376 ¥12 0.9% ¥-42 -3.0% 技能系 ¥1,176 ¥18 1.6% ¥-36 -3.0%

専門ショップ ¥1,012 ¥7 0.7% ¥32 3.3% 工場・製造その他 ¥1,034 ¥10 1.0% ¥21 2.1%

販売その他 ¥995 ¥8 0.8% ¥19 1.9% 塾講師・家庭教師 ¥1,405 ¥-14 -1.0% ¥-92 -6.2%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,038 ¥10 1.0% ¥48 4.8% 教育・保育 ¥1,077 ¥8 0.7% ¥80 8.0%

居酒屋・バー ¥1,101 ¥10 1.0% ¥13 1.2% 教師・講師・インストラクター ¥1,413 ¥13 0.9% ¥-92 -6.1%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,025 ¥16 1.6% ¥36 3.7% 試験監督・添削 ¥1,362 ¥-89 -6.1% ¥115 9.2%

フード・飲食その他 ¥1,045 ¥16 1.6% ¥59 6.0% 教育その他 ¥1,466 ¥134 10.1% ¥6 0.4%

事務的職業

専門的職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・

包装等の職業

建設の職業

製造・技能の職業販売の職業

教育の職業

職種 平均時給

1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,766

2 → 看護・介護 ¥1,608

3 ↑ パチスロ ¥1,446

4 ↓ イベント関連 ¥1,433

5 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,413

6 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,405

7 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,376

8 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,321

9 ↓ SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,285

10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,283

順位



当社概要 

当社は、アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」、正社員・契約社員求人情報サイト「バイトル NEXT」、

総合求人情報サイト「はたらこねっと」、看護師人材紹介サービス「ナースではたらこ」を通じ、求職者と求人企業

双方にとって利便性の高いサービスを提供することで社会を改善する存在となる事を目指しています。2004 年 5 月

東証マザーズ上場、2013 年 12 月東証一部上場。2019 年 2 月期売上高 421 億円。 

 2016 年には、「dip AI.Lab」を設立。日本初の AI 専門メディア「AINOW」や日本初の AI スタートアップ支援制

度「AI.Accelerator」の運営などを行っています。また、日本における少子高齢化に伴う労働力不足の深刻化と AI・

RPA 市場の拡大を受け、2019 年 4 月、新たに AI・RPA 事業部を立ち上げ、2019 年 9 月には、“誰でも・手軽に・

すぐに”導入できることをコンセプトとした FAST RPA「コボット」を開発・提供を開始しました。 

 

社 名：ディップ株式会社 

代 表：代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮 

本 社：東京都港区六本木 3-2-1 六本木グランドタワー31F 

電 話：03-5114-1177（代表） 

設 立：1997 年 3 月 

資 本 金：1,085 百万円 （2019 年 5 月末現在） 

従業員数：1,967 名（2019 年 4 月 1 日現在の正社員）※契約・アルバイト･派遣社員除く 

事業内容：求人情報サイト「バイトル」「バイトル NEXT」「はたらこねっと」などの運営、看護師転職支援サービス、

FAST RPA「コボット」の開発・提供 他 

U R L：https://www.dip-net.co.jp/ 

 

  バイトルとは 

 「バイトル」は、日本最大級の求人情報数を掲載するアルバイト・パート求人情報サイトです。インターネットな

らではの使いやすさを追求し、業界に先駆けた機能を多数提供しています。 

「バイトル」：https://www.baitoru.com 

 

本件に関するお問い合わせ先 

ディップ株式会社 広報担当（弥陀、川上、加納、内山） 

TEL：03-6628-4070／e-mail：info@dip-net.co.jp 

 

https://www.dip-net.co.jp/
https://www.baitoru.com/
mailto:info@dip-net.co.jp


2019年11月12日発行

【バイトルレポート】
お問い合わせ先：ディップ株式会社 広報担当
e-mail: info@dip-net.co.jp

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

バイトルレポート
2019年10月アルバイト時給データ

1. 全国の平均時給
2. 関東の平均時給
3. 東海の平均時給
4. 関西の平均時給
5. 九州の平均時給

Index

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ:雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア
（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）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

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。



【バイトルレポート】
お問い合わせ先：ディップ株式会社 広報担当
e-mail: info@dip-net.co.jp

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

2019年11月12日発行
全国の平均時給①

１-１．職種別平均時給（2019年10月）

1

1

全国の平均時給は1,107円。前月比13円増、前年比52円増。
10月のアルバイト平均時給は、1,107円（前月比13円増、前年比52円増）となりました。

【ＴＯＰＩＣＳ】

１．全国の平均時給
全国の平均時給は1,107円（前月比13円増、前年比52円増）となりました。前年同月比では38ヶ月連続で上昇していま

す。
職種別平均時給は、「カフェ・レストラン・ファストフード」など「飲食の職業」1,040円（前月比円11増、前年比48

円増）、「サービスの職業」1,211円（前月比5円増、前年比31円増）と、9職種中7職種が、前月より増加しました。前年
同月比では、9職種中5職種で増加しています。一方、「事務的職業」では1,150円（前月比21円減、前年比46円増）、前
年同月比は大きく上回っているものの、前月比では3か月連続で下回りました。
高時給職種ランキングは、「モデル・エキストラ・芸能関連」1,766円に続き、「看護・介護」1,608円と、平均時給を

大きく上回りました。

２．関東の平均時給
関東エリアの平均時給は1,160円（前月比10円増、前年比54円増）となり前月、前年ともに上回りました。

職種別では、看護・介護などの「専門的職業」1,493円（前月比166円増、前年比169円増）、「飲食の職業」1,097円
（前月比13円増、前年比57円増）など、9職種中6職種が前月より増加、7職種が前年より増加しました。

３．東海の平均時給
東海エリアの平均時給は1,082円（前月比13円増、前年比55円増）となり前月、前年ともに上回りました。

職種別では、「建設の職業」1,198円（前月比94円増、前年比116円減）、Webデザイン・CAD・DTPなどの「専門的職
業」1,476円（前月比93円増、前年比325円増）など、9職種中7職種が前月より増加、5職種が前年より増加しました。

４．関西の平均時給
関西エリアの平均時給は1,120円（前月比21円増、前年比57円増）となり前月、前年ともに上回りました。

職種別では、看護・介護などの「専門的職業」1,540円（前月比119円増、前年比369円増）、「建設の職業」1,217円
（前月比42円増、前年比49円増）など、9職種中8職種が前月より増加、7職種が前年より増加しました。

５．九州の平均時給
九州エリアの平均時給は1,000円（前月比30円増、前年比62円増）となり前月、前年ともに上回りました。

職種別では、「教育の職業」1,374円（前月比89円増、前年比103円減）、看護・介護などの「専門的職業」1,460円（前
月比77円増、前年比374円増）など、9職種中6職種が前月より増加、5職種が前年より増加しました。

全国 関東 東海 関西 九州

平均
時給

前月比
前月
増加率

前年比
前年
増加率

平均
時給

前月比
前月
増加率

前年比
前年
増加率

平均
時給

前月比
前月
増加率

前年比
前年
増加率

平均
時給

前月比
前月
増加率

前年比
前年
増加率

平均
時給

前月比
前月
増加率

前年比
前年
増加率

事務的職業 ¥1,150 ¥-21 -1.8% ¥46 4.2% ¥1,214 ¥-44 -3.5% ¥30 2.5% ¥1,081 ¥0 0.0% ¥88 8.9% ¥1,134 ¥18 1.6% ¥63 5.9% ¥1,125 ¥45 4.2% ¥69 6.5%

専門的職業 ¥1,484 ¥134 9.9% ¥253 20.6% ¥1,493 ¥166 12.5% ¥169 12.8% ¥1,476 ¥93 6.7% ¥325 28.2% ¥1,540 ¥119 8.4% ¥369 31.5% ¥1,460 ¥77 5.6% ¥374 34.4%

飲食の職業 ¥1,040 ¥11 1.1% ¥48 4.8% ¥1,097 ¥13 1.2% ¥57 5.5% ¥1,011 ¥10 1.0% ¥41 4.2% ¥1,020 ¥10 1.0% ¥41 4.2% ¥925 ¥8 0.9% ¥35 3.9%

販売の職業 ¥1,007 ¥3 0.3% ¥25 2.5% ¥1,072 ¥5 0.5% ¥32 3.1% ¥989 ¥-2 -0.2% ¥17 1.7% ¥990 ¥11 1.1% ¥29 3.0% ¥902 ¥2 0.2% ¥34 3.9%

サービスの職業 ¥1,211 ¥5 0.4% ¥31 2.6% ¥1,280 ¥2 0.2% ¥48 3.9% ¥1,144 ¥15 1.3% ¥23 2.1% ¥1,320 ¥-1 -0.1% ¥8 0.6% ¥1,021 ¥-7 -0.7% ¥23 2.3%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,044 ¥6 0.6% ¥-3 -0.3% ¥1,106 ¥8 0.7% ¥2 0.2% ¥1,025 ¥7 0.7% ¥-13 -1.3% ¥1,053 ¥12 1.2% ¥21 2.0% ¥913 ¥9 1.0% ¥-7 -0.8%

建設の職業 ¥1,248 ¥5 0.4% ¥-4 -0.3% ¥1,330 ¥-33 -2.4% ¥8 0.6% ¥1,198 ¥94 8.5% ¥-116 -8.8% ¥1,217 ¥42 3.6% ¥49 4.2% ¥969 ¥-2 -0.2% ¥-137 -12.4%

製造・技能の職業 ¥1,062 ¥-4 -0.4% ¥-24 -2.2% ¥1,108 ¥8 0.8% ¥-17 -1.5% ¥1,050 ¥13 1.3% ¥-31 -2.9% ¥1,074 ¥5 0.5% ¥-2 -0.2% ¥973 ¥-29 -2.9% ¥-43 -4.2%

教育の職業 ¥1,401 ¥6 0.4% ¥-25 -1.8% ¥1,434 ¥-16 -1.1% ¥-6 -0.4% ¥1,397 ¥9 0.6% ¥-35 -2.4% ¥1,353 ¥15 1.1% ¥-34 -2.5% ¥1,374 ¥89 6.9% ¥-103 -7.0%

総計 ¥1,107 ¥13 1.2% ¥52 4.9% ¥1,160 ¥10 0.9% ¥54 4.9% ¥1,082 ¥13 1.2% ¥55 5.4% ¥1,120 ¥21 1.9% ¥57 5.4% ¥1,000 ¥30 3.1% ¥62 6.6%
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【全国】

【関東】 【東海】

【関西】 【九州】
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１-3. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年10月）

１-4. 高時給職種ランキングTOP10（2019年10月）

1

3

１-5. 職種別平均時給推移

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ:雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア
（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）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

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率 大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

営業その他 ¥1,219 ¥41 3.5% ¥-390 -24.2% キャンペーン関連 ¥1,281 ¥-23 -1.8% ¥-168 -11.6%

営業・企画営業 ¥1,241 ¥29 2.4% ¥40 3.3% イベントその他 ¥1,326 ¥-44 -3.2% ¥50 3.9%

受付・秘書 ¥1,043 ¥8 0.8% ¥42 4.2% イベント関連 ¥1,433 ¥-28 -1.9% ¥171 13.6%

テレアポ・テレオペ ¥1,283 ¥-3 -0.2% ¥59 4.8% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,766 ¥64 3.8% ¥-162 -8.4%

オフィスその他 ¥1,127 ¥-4 -0.3% ¥9 0.8% レジャー・娯楽施設 ¥1,106 ¥19 1.8% ¥169 18.0%

事務・データ入力 ¥1,124 ¥-32 -2.8% ¥64 6.1% 点検・技術 ¥1,083 ¥27 2.5% ¥42 4.1%

専門事務 ¥1,113 ¥-199 -15.2% ¥55 5.2% サービスその他 ¥1,093 ¥-0 0.0% ¥52 5.0%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,149 ¥-120 -9.5% ¥-23 -2.0% 清掃 ¥1,000 ¥14 1.4% ¥20 2.0%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,134 ¥-6 -0.5% ¥-55 -4.6% パチスロ ¥1,446 ¥5 0.4% ¥-75 -4.9%

編集・制作・撮影 ¥1,024 ¥37 3.7% ¥-26 -2.5% 旅行 ¥1,137 ¥-182 -13.8% ¥13 1.2%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,285 ¥-88 -6.4% ¥118 10.1% 美容・理容・メイク ¥992 ¥39 4.1% ¥72 7.8%

看護・介護 ¥1,608 ¥126 8.5% ¥357 28.6% エステ・リラクゼーション ¥1,104 ¥-1 -0.1% ¥96 9.5%

医療・介護・福祉その他 ¥1,113 ¥17 1.6% ¥-37 -3.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,002 ¥-18 -1.7% ¥30 3.0%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,321 ¥16 1.2% ¥15 1.1% 仕分け・検品・梱包 ¥1,029 ¥10 1.0% ¥24 2.4%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,209 ¥-30 -2.5% ¥51 4.4% 運送・ドライバー・配達 ¥1,108 ¥-5 -0.4% ¥-22 -1.9%

専門職、その他 ¥1,105 ¥91 9.0% ¥97 9.6% 軽作業・物流その他 ¥1,061 ¥-3 -0.3% ¥-36 -3.3%

調査業務 ¥1,110 ¥31 2.9% ¥30 2.8% 警備・車両誘導 ¥1,091 ¥-32 -2.8% ¥57 5.5%

調査・モニターその他 ¥1,102 ¥-102 -8.5% ¥-111 -9.2% 建築系 ¥1,245 ¥35 2.9% ¥-113 -8.3%

アパレル・雑貨販売 ¥988 ¥-3 -0.3% ¥46 4.9% 建築・土木その他 ¥1,259 ¥-214 -14.5% ¥110 9.6%

食品販売 ¥979 ¥6 0.6% ¥14 1.5% 製造系 ¥1,062 ¥-7 -0.7% ¥-27 -2.5%

携帯・家電販売 ¥1,376 ¥12 0.9% ¥-42 -3.0% 技能系 ¥1,176 ¥18 1.6% ¥-36 -3.0%

専門ショップ ¥1,012 ¥7 0.7% ¥32 3.3% 工場・製造その他 ¥1,034 ¥10 1.0% ¥21 2.1%

販売その他 ¥995 ¥8 0.8% ¥19 1.9% 塾講師・家庭教師 ¥1,405 ¥-14 -1.0% ¥-92 -6.2%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,038 ¥10 1.0% ¥48 4.8% 教育・保育 ¥1,077 ¥8 0.7% ¥80 8.0%

居酒屋・バー ¥1,101 ¥10 1.0% ¥13 1.2% 教師・講師・インストラクター ¥1,413 ¥13 0.9% ¥-92 -6.1%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,025 ¥16 1.6% ¥36 3.7% 試験監督・添削 ¥1,362 ¥-89 -6.1% ¥115 9.2%

フード・飲食その他 ¥1,045 ¥16 1.6% ¥59 6.0% 教育その他 ¥1,466 ¥134 10.1% ¥6 0.4%

事務的職業

専門的職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・
包装等の職業

建設の職業

製造・技能の職業販売の職業

教育の職業

職種 平均時給
1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,766
2 → 看護・介護 ¥1,608
3 ↑ パチスロ ¥1,446
4 ↓ イベント関連 ¥1,433
5 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,413
6 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,405
7 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,376
8 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,321
9 ↓ SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,285
10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,283

順位
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関東エリアの平均時給は1,160円。前月比10円増、前年比54円増。

２-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年10月）

２-３. 高時給職種ランキング（2019年10月）

２-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年10月）２-１．平均時給推移（2019年10月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ:雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア
（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）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

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

事務的職業 ¥1,214 ¥-44 -3.5% ¥30 2.5%

専門的職業 ¥1,493 ¥166 12.5% ¥169 12.8%

飲食の職業 ¥1,097 ¥13 1.2% ¥57 5.5%

販売の職業 ¥1,072 ¥5 0.5% ¥32 3.1%

サービスの職業 ¥1,280 ¥2 0.2% ¥48 3.9%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,106 ¥8 0.7% ¥2 0.2%

建設の職業 ¥1,330 ¥-33 -2.4% ¥8 0.6%

製造・技能の職業 ¥1,108 ¥8 0.8% ¥-17 -1.5%

教育の職業 ¥1,434 ¥-16 -1.1% ¥-6 -0.4%

総計 ¥1,160 ¥10 0.9% ¥54 4.9%

職種 平均時給
1 ↑ 看護・介護 ¥1,694
2 ↓ パチスロ ¥1,552
3 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,511
4 ↑ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,462
5 → 携帯・家電販売 ¥1,461
6 ↓ イベント関連 ¥1,447
7 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,442
8 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,435
9 → キャンペーン関連 ¥1,373
10 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,336

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,184 ¥-16 -1.3% ¥-62 -4.9%

¥1,108 ¥15 1.3% ¥46 4.3%

¥1,442 ¥22 1.5% ¥123 9.3%

¥1,173 ¥-61 -4.9% ¥52 4.7%

¥1,205 ¥-253 -17.3% ¥105 9.5%

¥1,151 ¥-78 -6.3% ¥-32 -2.7%

¥1,091 ¥43 4.1% ¥5 0.5%

¥1,292 ¥-108 -7.7% ¥195 17.7%

¥1,694 ¥227 15.5% ¥177 11.6%

¥1,336 ¥13 1.0% ¥-9 -0.7%

¥1,174 ¥-39 -3.2% ¥-1 -0.1%

¥1,113 ¥56 5.3% ¥57 5.4%

¥1,035 ¥6 0.6% ¥45 4.6%

¥1,035 ¥12 1.2% ¥23 2.3%

¥1,461 ¥-2 -0.1% ¥-18 -1.2%

¥1,055 ¥8 0.8% ¥71 7.2%

¥1,096 ¥11 1.1% ¥55 5.3%

¥1,113 ¥7 0.6% ¥1 0.1%

¥1,050 ¥13 1.2% ¥19 1.8%

¥1,373 ¥-28 -2.0% ¥-305 -18.2%

¥1,447 ¥-21 -1.4% ¥218 17.7%

¥1,462 ¥118 8.8% ¥-428 -22.6%

¥1,102 ¥8 0.7% ¥141 14.6%

¥1,106 ¥12 1.1% ¥16 1.5%

¥1,057 ¥20 1.9% ¥31 3.0%

¥1,552 ¥1 0.0% ¥-125 -7.4%

¥1,172 ¥-201 -14.6% ¥-23 -1.9%

¥1,004 ¥2 0.2% ¥37 3.8%

¥1,116 ¥12 1.1% ¥72 6.9%

¥1,094 ¥14 1.3% ¥48 4.6%

¥1,174 ¥4 0.3% ¥-39 -3.2%

¥1,182 ¥-62 -5.0% ¥85 7.7%

建設の職業 ¥1,316 ¥-1 0.0% ¥-118 -8.3%

¥1,112 ¥7 0.7% ¥-19 -1.7%

¥1,201 ¥7 0.6% ¥-83 -6.5%

¥1,511 ¥-36 -2.3% ¥37 2.5%

¥1,086 ¥4 0.4% ¥61 5.9%

¥1,435 ¥0 0.0% ¥-99 -6.5%

¥1,424 ¥-89 -5.9% ¥174 13.9%

技能系

塾講師・家庭教師

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

製造系

教育・保育

教師・講師・インストラクター

点検・技術

清掃

パチスロ

旅行

美容・理容・メイク

エステ・リラクゼーション

カフェ・レストラン・ファストフード

キャンペーン関連

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

レジャー・娯楽施設

事務的職業

専門的職業

アパレル・雑貨販売

食品販売

携帯・家電販売

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

居酒屋・バー

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

専門事務

Webデザイン・CAD・DTP

販売の職業

飲食の職業

営業・企画営業

職種

試験監督・添削

サービスの職業

運搬・清掃・包装等
の職業

製造・技能の職業

教育の職業



【バイトルレポート】
お問い合わせ先：ディップ株式会社 広報担当
e-mail: info@dip-net.co.jp

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

2019年11月12日発行
東海の平均時給３

5

東海エリアの平均時給は1,082円。前月比13円増、前年比55円増。

3-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年10月）

3-３. 高時給職種ランキング（2019年10月）

3-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年10月）3-１．平均時給推移（2019年10月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ:雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア
（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）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

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

（円、％） 平均時給 前月比  前月増加率 前年比 前年増加率

事務的職業 ¥1,081 ¥0 0.0% ¥88 8.9%

専門的職業 ¥1,476 ¥93 6.7% ¥325 28.2%

飲食の職業 ¥1,011 ¥10 1.0% ¥41 4.2%

販売の職業 ¥989 ¥-2 -0.2% ¥17 1.7%

サービスの職業 ¥1,144 ¥15 1.3% ¥23 2.1%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,025 ¥7 0.7% ¥-13 -1.3%

建設の職業 ¥1,198 ¥94 8.5% ¥-116 -8.8%

製造・技能の職業 ¥1,050 ¥13 1.3% ¥-31 -2.9%

教育の職業 ¥1,397 ¥9 0.6% ¥-35 -2.4%

総計 ¥1,082 ¥13 1.2% ¥55 5.4%

職種 平均時給
1 → 看護・介護 ¥1,620
2 ↑ SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,500
3 ↑ パチスロ ¥1,423
4 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,411
5 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,404
6 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,379
7 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,356
8 ↑ 営業・企画営業 ¥1,340
9 ↓ イベント関連 ¥1,337
10 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,267

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,340 ¥119 9.8% ¥189 16.4%

¥1,015 ¥-6 -0.6% ¥49 5.1%

¥1,241 ¥-53 -4.1% ¥100 8.7%

¥1,032 ¥-13 -1.3% ¥69 7.2%

¥1,016 ¥16 1.6% ¥12 1.2%

¥1,197 ¥176 17.3% ¥-38 -3.1%

¥1,028 ¥39 4.0% ¥-25 -2.4%

¥1,500 - - ¥-300 -16.7%

¥1,620 ¥75 4.8% ¥499 44.5%

¥1,267 ¥45 3.7% ¥-22 -1.7%

¥1,223 ¥73 6.3% ¥115 10.4%

¥1,033 ¥-73 -6.6% ¥116 12.7%

¥1,005 ¥-4 -0.4% ¥44 4.6%

¥938 ¥-6 -0.7% ¥2 0.2%

¥1,379 ¥6 0.5% ¥25 1.9%

¥965 ¥1 0.1% ¥33 3.5%

¥1,009 ¥10 1.0% ¥40 4.2%

¥1,167 ¥31 2.7% ¥62 5.6%

¥1,045 ¥3 0.3% ¥107 11.4%

¥1,172 ¥-9 -0.8% ¥5 0.4%

¥1,337 ¥47 3.6% ¥38 2.9%

¥1,404 ¥11 0.8% ¥50 3.7%

¥936 ¥23 2.5% ¥34 3.8%

¥1,034 ¥15 1.5% ¥38 3.8%

¥993 ¥11 1.1% ¥17 1.7%

¥1,423 ¥30 2.2% ¥-25 -1.7%

¥1,044 ¥75 7.8% ¥123 13.4%

¥1,027 ¥-18 -1.7% ¥65 6.7%

¥985 ¥11 1.1% ¥-2 -0.2%

¥1,139 ¥-2 -0.2% ¥26 2.3%

¥1,072 ¥31 2.9% ¥46 4.4%

建設の職業 ¥1,180 ¥84 7.7% ¥-145 -11.0%

¥1,046 ¥9 0.9% ¥-36 -3.4%

¥1,197 ¥76 6.8% ¥10 0.8%

¥1,356 ¥-10 -0.7% ¥-240 -15.0%

¥999 ¥-34 -3.3% ¥45 4.7%

¥1,411 ¥6 0.4% ¥-91 -6.1%

¥1,119 ¥-22 -1.9% ¥-121 -9.8%

事務的職業

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

キャンペーン関連

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

専門事務

職種

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

レジャー・娯楽施設

点検・技術

清掃

携帯・家電販売

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

居酒屋・バー

カフェ・レストラン・ファストフード

アパレル・雑貨販売

食品販売

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

試験監督・添削

専門的職業

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・包装等
の職業

製造・技能の職業

教育の職業

パチスロ

美容・理容・メイク

エステ・リラクゼーション

教師・講師・インストラクター

製造系

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育
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関西の平均時給4
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関西エリアの平均時給は1,120円。前月比21円増、前年比57円増。

4-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年10月）

4-３. 高時給職種ランキング（2019年10月）

4-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年10月）4-１．平均時給推移（2019年10月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ:雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア
（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）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

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

（円、％） 平均時給 前月比  前月増加率 前年比 前年増加率

事務的職業 ¥1,134 ¥18 1.6% ¥63 5.9%
専門的職業 ¥1,540 ¥119 8.4% ¥369 31.5%

飲食の職業 ¥1,020 ¥10 1.0% ¥41 4.2%
販売の職業 ¥990 ¥11 1.1% ¥29 3.0%

サービスの職業 ¥1,320 ¥-1 -0.1% ¥8 0.6%
運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,053 ¥12 1.2% ¥21 2.0%

建設の職業 ¥1,217 ¥42 3.6% ¥49 4.2%

製造・技能の職業 ¥1,074 ¥5 0.5% ¥-2 -0.2%
教育の職業 ¥1,353 ¥15 1.1% ¥-34 -2.5%

総計 ¥1,120 ¥21 1.9% ¥57 5.4%

職種 平均時給
1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,193
2 ↑ 看護・介護 ¥1,612
3 ↓ イベント関連 ¥1,610
4 ↓ パチスロ ¥1,581
5 ↑ オフィスその他 ¥1,405
6 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,390
7 ↓ 営業・企画営業 ¥1,366
8 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,315
9 → 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,300
10 → テレアポ・テレオペ ¥1,283

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,366 ¥46 3.5% ¥89 6.9%

¥1,015 ¥9 0.9% ¥38 3.9%

¥1,283 ¥8 0.7% ¥34 2.7%

¥1,111 ¥13 1.2% ¥61 5.8%

¥1,102 ¥38 3.6% ¥100 10.0%

¥1,122 ¥44 4.1% ¥-62 -5.2%

¥1,080 ¥37 3.6% ¥45 4.3%

¥1,094 ¥20 1.9% ¥-473 -30.2%

¥1,612 ¥99 6.5% ¥412 34.3%

¥1,300 ¥12 0.9% ¥273 26.5%

¥1,252 ¥-56 -4.3% ¥92 7.9%

¥1,242 ¥-9 -0.7% ¥204 19.6%

¥1,007 ¥-1 -0.1% ¥56 5.9%

¥962 ¥16 1.7% ¥21 2.2%

¥1,208 ¥2 0.2% ¥-132 -9.9%

¥1,040 ¥12 1.2% ¥-60 -5.4%

¥1,018 ¥10 1.0% ¥42 4.3%

¥1,144 ¥9 0.8% ¥32 2.9%

¥1,007 ¥22 2.3% ¥32 3.3%

¥1,193 ¥3 0.2% ¥-51 -4.1%

¥1,610 ¥-41 -2.5% ¥220 15.8%

¥2,193 ¥29 1.3% ¥65 3.1%

¥1,283 ¥54 4.4% ¥316 32.6%

¥1,064 ¥28 2.7% ¥54 5.3%

¥1,010 ¥13 1.3% ¥40 4.1%

¥1,581 ¥-14 -0.9% ¥-136 -7.9%

¥1,073 ¥11 1.0% ¥46 4.5%

¥1,113 ¥116 11.6% ¥160 16.8%

¥1,132 ¥-9 -0.8% ¥134 13.4%

¥1,042 ¥15 1.4% ¥27 2.7%

¥1,102 ¥-2 -0.2% ¥33 3.1%

¥1,064 ¥1 0.1% ¥-15 -1.4%

建設の職業 ¥1,205 ¥83 7.4% ¥-117 -8.8%

¥1,075 ¥7 0.7% ¥-2 -0.2%

¥1,105 ¥-27 -2.4% ¥-92 -7.7%

¥1,315 ¥7 0.5% ¥-151 -10.3%

¥1,088 ¥22 2.1% ¥101 10.3%

¥1,390 ¥15 1.1% ¥-50 -3.5%

¥1,111 ¥-29 -2.6% ¥-127 -10.3%

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・包装等
の職業

事務的職業

専門的職業

職種

アパレル・雑貨販売

食品販売

携帯・家電販売

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

居酒屋・バー

製造・技能の職業

教育の職業

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

専門事務

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

カフェ・レストラン・ファストフード

キャンペーン関連

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

レジャー・娯楽施設

点検・技術

清掃

パチスロ

旅行

美容・理容・メイク

エステ・リラクゼーション

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

試験監督・添削

製造系

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育

教師・講師・インストラクター
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九州の平均時給5
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九州エリアの平均時給は1,000円。前月比30円増、前年比62円増。

5-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年10月）

5-３. 高時給職種ランキング（2019年10月）

5-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年10月）5-１．平均時給推移（2019年10月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ:雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア
（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）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

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

（円、％） 平均時給 前月比  前月増加率 前年比 前年増加率

事務的職業 ¥1,125 ¥45 4.2% ¥69 6.5%

専門的職業 ¥1,460 ¥77 5.6% ¥374 34.4%
飲食の職業 ¥925 ¥8 0.9% ¥35 3.9%

販売の職業 ¥902 ¥2 0.2% ¥34 3.9%
サービスの職業 ¥1,021 ¥-7 -0.7% ¥23 2.3%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥913 ¥9 1.0% ¥-7 -0.8%
建設の職業 ¥969 ¥-2 -0.2% ¥-137 -12.4%

製造・技能の職業 ¥973 ¥-29 -2.9% ¥-43 -4.2%
教育の職業 ¥1,374 ¥89 6.9% ¥-103 -7.0%

総計 ¥1,000 ¥30 3.1% ¥62 6.6%

職種 平均時給
1 → 看護・介護 ¥1,521
2 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,391
3 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,297
4 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,282
5 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,204
6 ↑ SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,200
7 ↑ 営業・企画営業 ¥1,184
8 ↑ キャンペーン関連 ¥1,165
9 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,164
10 ↓ テレアポ・テレオペ ¥1,163

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,184 ¥68 6.1% ¥-8 -0.7%

¥995 ¥17 1.7% ¥35 3.6%

¥1,163 ¥43 3.8% ¥42 3.8%

¥1,110 ¥50 4.7% ¥95 9.4%

¥1,009 ¥49 5.1% ¥-20 -2.0%

¥937 ¥-18 -1.9% ¥-43 -4.4%

¥911 ¥7 0.8% ¥4 0.5%

¥1,200 - - - -

¥1,521 ¥30 2.0% ¥353 30.2%

¥1,204 ¥16 1.3% ¥236 24.3%

¥1,015 ¥-69 -6.4% ¥-10 -1.0%

¥1,151 ¥-74 -6.0% ¥-253 -18.0%

¥916 ¥-6 -0.7% ¥49 5.6%

¥889 ¥18 2.1% ¥35 4.1%

¥1,164 ¥69 6.3% ¥49 4.4%

¥980 ¥11 1.1% ¥81 9.0%

¥923 ¥7 0.7% ¥35 3.9%

¥1,019 ¥12 1.1% ¥36 3.7%

¥898 ¥-3 -0.3% ¥41 4.8%

¥1,165 ¥84 7.8% ¥117 11.1%

¥1,003 ¥24 2.5% ¥-46 -4.4%

¥1,282 ¥-192 -13.0% ¥77 6.4%

¥903 ¥29 3.3% ¥68 8.1%

¥1,104 ¥68 6.6% ¥101 10.1%

¥937 ¥14 1.5% ¥16 1.8%

¥1,127 ¥5 0.5% ¥33 3.0%

¥990 ¥88 9.7% ¥113 12.8%

¥1,129 ¥14 1.2% ¥-74 -6.2%

¥890 ¥8 0.9% ¥-1 -0.1%

¥986 ¥11 1.2% ¥9 1.0%

¥927 ¥28 3.1% ¥23 2.6%

建設の職業 ¥955 ¥-30 -3.1% ¥-292 -23.4%

¥974 ¥-32 -3.1% ¥-46 -4.5%

¥1,011 ¥-150 -12.9% ¥-78 -7.2%

¥1,297 ¥23 1.8% ¥-466 -26.4%

¥945 ¥-64 -6.3% ¥35 3.9%

¥1,391 ¥89 6.8% ¥-210 -13.1%

¥1,116 ¥87 8.4% ¥-86 -7.2%

教育の職業

運搬・清掃・包装等
の職業

専門的職業

販売の職業

飲食の職業

点検・技術

美容・理容・メイク

清掃

パチスロ

製造・技能の職業

エステ・リラクゼーション

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

製造系

サービスの職業

試験監督・添削

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育

教師・講師・インストラクター

事務的職業

職種

調査業務

アパレル・雑貨販売

食品販売

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

ホール・キッチンスタッフ

専門ショップ

携帯・家電販売

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

専門事務

居酒屋・バー

キャンペーン関連

イベント関連

レジャー・娯楽施設

モデル・エキストラ・芸能関連

カフェ・レストラン・ファストフード


