
 

 

プレスリリース 

2019 年 12 月 12 日 

ディップ株式会社 

アルバイト時給 前年同月比 39カ月連続で上回り、過去最高を更新 

全国の平均時給は 1,111円、前月比 4円増、前年同月比 54円増 

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 11 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。11 月のアルバイト平均時給は、1,111 円（前月比 4 円増、前年比 54 円

増）となりました。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 6 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 203,000 件で、前月比 2.3%増、前年比 17.5％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 11 月） 

 

■概要 
 

【全国】 平均時給は 1,111円（前月比 4円増、前年比 54円増） 
 

全国の平均時給は 1,111 円（前月比 4 円増、前年比 54 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、39 カ月連続で上回っています。 

 
 

【職種別】建築系など「建設の職業」前月比 51円増、前年比 128円増加
 

職種別平均時給は、「看護・介護」など「専門的職業」1,523 円（前月比 39 円増、前年比 258 円増）「警備・車両

誘導」など「運搬・清掃・包装等の職業」1,054 円（前月比 10 円増、前年比 13 円増）と、9 職種中 6 職種が、前
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事務的職業 ¥1,138 ¥-12 -1.0% ¥35 3.2% ¥1,210 ¥-4 -0.3% ¥26 2.2% ¥1,057 ¥-24 -2.2% ¥61 6.1% ¥1,160 ¥26 2.3% ¥82 7.6% ¥1,098 ¥-27 -2.4% ¥16 1.5%

専門的職業 ¥1,523 ¥39 2.6% ¥258 20.4% ¥1,521 ¥28 1.9% ¥135 9.7% ¥1,547 ¥71 4.8% ¥412 36.3% ¥1,588 ¥48 3.1% ¥430 37.1% ¥1,483 ¥23 1.6% ¥391 35.8%

飲食の職業 ¥1,041 ¥1 0.1% ¥49 4.9% ¥1,099 ¥2 0.2% ¥60 5.8% ¥1,012 ¥1 0.1% ¥43 4.4% ¥1,023 ¥3 0.3% ¥41 4.2% ¥924 ¥-1 -0.1% ¥32 3.6%

販売の職業 ¥1,013 ¥6 0.6% ¥22 2.2% ¥1,078 ¥6 0.6% ¥24 2.3% ¥988 ¥-1 -0.1% ¥16 1.6% ¥999 ¥9 0.9% ¥33 3.4% ¥902 ¥0 0.0% ¥26 3.0%

サービスの職業 ¥1,209 ¥-2 -0.2% ¥27 2.3% ¥1,252 ¥-28 -2.2% ¥27 2.2% ¥1,151 ¥7 0.6% ¥19 1.7% ¥1,349 ¥29 2.2% ¥41 3.1% ¥1,021 ¥-14 -1.4% ¥4 0.4%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,054 ¥10 1.0% ¥13 1.2% ¥1,117 ¥11 1.0% ¥12 1.1% ¥1,027 ¥2 0.2% ¥-2 -0.2% ¥1,066 ¥13 1.2% ¥26 2.5% ¥919 ¥6 0.7% ¥-4 -0.4%

建設の職業 ¥1,299 ¥51 4.1% ¥128 10.9% ¥1,391 ¥61 4.6% ¥136 10.8% ¥1,361 ¥163 13.6% ¥218 19.1% ¥1,150 ¥-67 -5.5% ¥46 4.2% ¥1,057 ¥88 9.1% ¥31 3.0%

製造・技能の職業 ¥1,071 ¥9 0.8% ¥-25 -2.3% ¥1,122 ¥14 1.3% ¥-5 -0.4% ¥1,062 ¥12 1.1% ¥-40 -3.6% ¥1,111 ¥37 3.4% ¥30 2.8% ¥961 ¥-12 -1.2% ¥-76 -7.3%

教育の職業 ¥1,381 ¥-20 -1.4% ¥16 1.2% ¥1,422 ¥-12 -0.8% ¥4 0.3% ¥1,375 ¥-22 -1.6% ¥36 2.7% ¥1,333 ¥-20 -1.5% ¥30 2.3% ¥1,280 ¥-94 -6.8% ¥24 1.9%

総計 ¥1,111 ¥4 0.4% ¥54 5.1% ¥1,160 ¥0 0.0% ¥48 4.3% ¥1,092 ¥10 0.9% ¥68 6.6% ¥1,137 ¥17 1.5% ¥71 6.7% ¥995 ¥-5 -0.5% ¥52 5.5%

 

https://www.baitoru.com/


月より上回りました。前年同月比では、9 職種中 8 職種で上回っています。一方、「製造・技能の職業」では 1,071

円（前月比 9 円増、前年比 25 円減）、前月比では上回っているものの、前年同月比では下回りました。 

 
 

【エリア別】すべてのエリアで前年を上回りました。
 

関東エリアの平均時給は 1,160 円（前月比同額、前年比 48 円増）、東海エリアの平均時給は 1,092 円（前月比 10

円増、前年比 68 円増）、関西エリアの平均時給は 1,137 円（前月比 17 円増、前年比 71 円増）、九州エリアの平

均時給は 995 円（前月比 5 円減、前年比 52 円増）となり、すべてのエリアで前年を上回りました。 

 

■トピックス 

「運搬・清掃・包装等の職業」平均時給は 1,054円 前月比 1.0％増（10円増）、前年同月比 1.2％増

（13円増）

「運搬・清掃・包装等の職業」のうち「警備・車両誘導」の求人件数は、紅葉やクリスマスシーズンのイルミネーシ

ョン、年末年始の寺社仏閣などのイベント需要のため増加し、前年比 24.1%増となりました。今年は 9 月～10 月に

かけて平年より気温が高い日が続き、例年より紅葉がやや遅れているエリアが多かったため、紅葉シーズンの需要に

よる警備の募集にもやや後ろ倒しの影響がでたと予想されます。また、今後「警備」に関してはオリンピックにむ

け、さらなる求人の増加が見込まれます。 

「製造」や「販売」など年末年始の需要にかかわる業種の求人件数が増加

「製造の職業」のうち「製造系」の求人件数はクリスマスシーズンや年末年始、お正月のおせちにむけた食品製造ス

タッフの募集を出す企業が増加し、前月比 18.0％増となりました。また、「販売の職業」の平均時給は 1,013 円と

前月比 0.6%増、前年比 2.2%増と前月、前年比ともに増加しました。年末のクリアランスセール、年始の初売りな

どの需要にむけ、さらなる求人件数の増加が見込まれます。 

「事務・データ入力」平均時給 1,116 円 前月比 0.7%減（8円減）、前年同月比 5.7%増（60円増）

「事務的職業」のうち「事務・データ入力」の平均時給は 1,116 円と前月比 0.7%減、前年同月比 5.7%増、「専門

事務」の平均時給は 1,095 円と前月比 1.6%減、前年比 3.9%増と前年に比べて上昇傾向にあります。求人件数は前

年同月比 38%増と大幅に増加しました。他業種では人手不足の深刻化が叫ばれている中でも、人気が強い事務・オ

フィスの職業も、例外ではなく人員確保に苦戦しているようです。特に「営業事務」「経理事務」などの専門事務の

需要は高まる中で、「一般事務」や「データ入力」よりも人手不足の状況は深刻だと見受けられます。専門事務は

「経験」と「スキル」が絶対条件として求められることが多くありますが、昨年より「未経験から育成する」といっ

た条件緩和をして求人募集を行う企業が増加傾向です。 

 

 

 



１．小職種別平均時給（2019 年 11 月） 

 

 

２．高時給職種ランキング TOP10（2019 年 11 月） 

 
 

企業／サービス概要
 

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。 
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営業その他 ¥1,187 ¥-32 -2.6% ¥-157 -11.7% キャンペーン関連 ¥1,353 ¥73 5.7% ¥45 3.5%

営業・企画営業 ¥1,205 ¥-36 -2.9% ¥-62 -4.9% イベントその他 ¥1,408 ¥82 6.2% ¥70 5.2%

受付・秘書 ¥1,029 ¥-14 -1.3% ¥59 6.1% イベント関連 ¥1,395 ¥-37 -2.6% ¥101 7.8%

テレアポ・テレオペ ¥1,283 ¥-0 0.0% ¥45 3.6% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,752 ¥-15 -0.8% ¥-69 -3.8%

オフィスその他 ¥1,105 ¥-22 -1.9% ¥-215 -16.3% レジャー・娯楽施設 ¥1,170 ¥64 5.8% ¥218 22.9%

事務・データ入力 ¥1,116 ¥-8 -0.7% ¥60 5.7% 点検・技術 ¥1,127 ¥44 4.1% ¥73 6.9%

専門事務 ¥1,095 ¥-18 -1.6% ¥41 3.9% サービスその他 ¥1,097 ¥4 0.3% ¥38 3.6%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,135 ¥-14 -1.2% ¥-173 -13.2% 清掃 ¥1,003 ¥3 0.3% ¥18 1.8%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,130 ¥-3 -0.3% ¥-59 -4.9% パチスロ ¥1,410 ¥-36 -2.5% ¥-62 -4.2%

編集・制作・撮影 ¥1,002 ¥-22 -2.1% ¥-30 -2.9% 旅行 ¥1,161 ¥24 2.1% ¥-168 -12.7%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,267 ¥-18 -1.4% ¥135 11.9% 美容・理容・メイク ¥959 ¥-33 -3.4% ¥31 3.4%

看護・介護 ¥1,634 ¥26 1.6% ¥345 26.8% エステ・リラクゼーション ¥1,098 ¥-5 -0.5% ¥39 3.6%

医療・介護・福祉その他 ¥1,118 ¥4 0.4% ¥-49 -4.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,018 ¥16 1.6% ¥6 0.6%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,325 ¥4 0.3% ¥5 0.3% 仕分け・検品・梱包 ¥1,041 ¥12 1.2% ¥26 2.6%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,232 ¥24 1.9% ¥74 6.3% 運送・ドライバー・配達 ¥1,096 ¥-12 -1.1% ¥28 2.6%

専門職、その他 ¥1,034 ¥-71 -6.4% ¥23 2.2% 軽作業・物流その他 ¥1,069 ¥7 0.7% ¥-10 -0.9%

調査業務 ¥1,153 ¥43 3.8% ¥-324 -21.9% 警備・車両誘導 ¥1,111 ¥20 1.9% ¥87 8.5%

調査・モニターその他 ¥1,111 ¥10 0.9% ¥-97 -8.0% 建築系 ¥1,324 ¥79 6.3% ¥153 13.0%

アパレル・雑貨販売 ¥1,000 ¥13 1.3% ¥53 5.6% 建築・土木その他 ¥1,240 ¥-19 -1.5% ¥68 5.8%

食品販売 ¥976 ¥-3 -0.3% ¥-10 -1.1% 製造系 ¥1,074 ¥12 1.1% ¥-24 -2.1%

携帯・家電販売 ¥1,413 ¥36 2.6% ¥-6 -0.4% 技能系 ¥1,137 ¥-39 -3.3% ¥-106 -8.5%

専門ショップ ¥1,006 ¥-6 -0.6% ¥23 2.3% 工場・製造その他 ¥1,032 ¥-2 -0.2% ¥3 0.3%

販売その他 ¥998 ¥3 0.3% ¥15 1.5% 塾講師・家庭教師 ¥1,406 ¥1 0.1% ¥32 2.4%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,039 ¥1 0.1% ¥51 5.2% 教育・保育 ¥1,053 ¥-24 -2.3% ¥-6 -0.5%

居酒屋・バー ¥1,102 ¥1 0.1% ¥-1 -0.1% 教師・講師・インストラクター ¥1,399 ¥-14 -1.0% ¥11 0.8%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,022 ¥-3 -0.3% ¥24 2.4% 試験監督・添削 ¥1,301 ¥-61 -4.5% ¥33 2.6%

フード・飲食その他 ¥1,045 ¥0 0.0% ¥52 5.3% 教育その他 ¥1,432 ¥-33 -2.3% ¥-43 -2.9%

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 ¥1,752

2 → 看護・介護 ¥1,634

3 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,413

4 ↓ パチスロ ¥1,410

5 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,406

6 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,399

7 ↓ イベント関連 ¥1,395

8 ↑ キャンペーン関連 ¥1,353

9 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,325

10 → テレアポ・テレオペ ¥1,283

順位



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
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【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
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バイトルレポート
2019年11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】
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2019年12月12日発行
全国の平均時給①

１-１．職種別平均時給（2019年11月）

1

1

全国の平均時給は1,111円。前月比4円増、前年比54円増。
11月のアルバイト平均時給は、1,111円（前月比4円増、前年比54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1,111円（前月比4円増、前年比54円増）となりました。前年同月比では39ヶ月連続で上昇しています。
職種別平均時給は、「建設の職業」1,299円（前月比51円増、前年比128円増）、「専門的職業」1,523円（前月比39円

増、前年比258円増）と、9職種中6職種が、前月より増加しました。一方、前月より減少した職種は「教育の職業」1,381
円（前月比20円減、前年比16円増）、「専門的職業」1,138円（前月比12円減、前年比35円増）でした。
高時給職種ランキングは、「モデル・エキストラ・芸能関連」1,752円が第1位となりました。

２．関東の平均時給
関東エリアの平均時給は1,160円（前月比同額、前年比48円増）となりました。

職種別では、「建設の職業」1,391円（前月比61円増、前年比136円増）、「専門的職業」1,521円（前月比28円増、前年
比135円増）など、9職種中6職種が前月より増加、8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1,092円（前月比10円増、前年比68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」1,361円（前月比163円増、前年比218円増）、「専門的職業」1,547円（前月比71円増、前
年比412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。

４．関西の平均時給
関西エリアの平均時給は1,137円（前月比17円増、前年比71円増）となりました。

職種別では、「専門的職業」1,588円（前月比48円増、前年比430円増）、「製造・技能の職業」1,111円（前月比37円増、
前年比30円増）など、9職種中7職種が前月より増加、全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995円（前月比5円減、前年比52円増）となりました。

職種別では、「建設の職業」1,057円（前月比88円増、前年比31円増）、「専門的職業」1,483円（前月比23円増、前年
比391円増）など、9職種中3職種が前月より増加、7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 ¥1,138 ¥-12 -1.0% ¥35 3.2% ¥1,210 ¥-4 -0.3% ¥26 2.2% ¥1,057 ¥-24 -2.2% ¥61 6.1% ¥1,160 ¥26 2.3% ¥82 7.6% ¥1,098 ¥-27 -2.4% ¥16 1.5%

専門的職業 ¥1,523 ¥39 2.6% ¥258 20.4% ¥1,521 ¥28 1.9% ¥135 9.7% ¥1,547 ¥71 4.8% ¥412 36.3% ¥1,588 ¥48 3.1% ¥430 37.1% ¥1,483 ¥23 1.6% ¥391 35.8%

飲食の職業 ¥1,041 ¥1 0.1% ¥49 4.9% ¥1,099 ¥2 0.2% ¥60 5.8% ¥1,012 ¥1 0.1% ¥43 4.4% ¥1,023 ¥3 0.3% ¥41 4.2% ¥924 ¥-1 -0.1% ¥32 3.6%

販売の職業 ¥1,013 ¥6 0.6% ¥22 2.2% ¥1,078 ¥6 0.6% ¥24 2.3% ¥988 ¥-1 -0.1% ¥16 1.6% ¥999 ¥9 0.9% ¥33 3.4% ¥902 ¥0 0.0% ¥26 3.0%

サービスの職業 ¥1,209 ¥-2 -0.2% ¥27 2.3% ¥1,252 ¥-28 -2.2% ¥27 2.2% ¥1,151 ¥7 0.6% ¥19 1.7% ¥1,349 ¥29 2.2% ¥41 3.1% ¥1,021 ¥-14 -1.4% ¥4 0.4%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,054 ¥10 1.0% ¥13 1.2% ¥1,117 ¥11 1.0% ¥12 1.1% ¥1,027 ¥2 0.2% ¥-2 -0.2% ¥1,066 ¥13 1.2% ¥26 2.5% ¥919 ¥6 0.7% ¥-4 -0.4%

建設の職業 ¥1,299 ¥51 4.1% ¥128 10.9% ¥1,391 ¥61 4.6% ¥136 10.8% ¥1,361 ¥163 13.6% ¥218 19.1% ¥1,150 ¥-67 -5.5% ¥46 4.2% ¥1,057 ¥88 9.1% ¥31 3.0%

製造・技能の職業 ¥1,071 ¥9 0.8% ¥-25 -2.3% ¥1,122 ¥14 1.3% ¥-5 -0.4% ¥1,062 ¥12 1.1% ¥-40 -3.6% ¥1,111 ¥37 3.4% ¥30 2.8% ¥961 ¥-12 -1.2% ¥-76 -7.3%

教育の職業 ¥1,381 ¥-20 -1.4% ¥16 1.2% ¥1,422 ¥-12 -0.8% ¥4 0.3% ¥1,375 ¥-22 -1.6% ¥36 2.7% ¥1,333 ¥-20 -1.5% ¥30 2.3% ¥1,280 ¥-94 -6.8% ¥24 1.9%

総計 ¥1,111 ¥4 0.4% ¥54 5.1% ¥1,160 ¥0 0.0% ¥48 4.3% ¥1,092 ¥10 0.9% ¥68 6.6% ¥1,137 ¥17 1.5% ¥71 6.7% ¥995 ¥-5 -0.5% ¥52 5.5%
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【関西】 【九州】
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１-3. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年11月）

１-4. 高時給職種ランキングTOP10（2019年11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 ¥1,187 ¥-32 -2.6% ¥-157 -11.7% キャンペーン関連 ¥1,353 ¥73 5.7% ¥45 3.5%

営業・企画営業 ¥1,205 ¥-36 -2.9% ¥-62 -4.9% イベントその他 ¥1,408 ¥82 6.2% ¥70 5.2%

受付・秘書 ¥1,029 ¥-14 -1.3% ¥59 6.1% イベント関連 ¥1,395 ¥-37 -2.6% ¥101 7.8%

テレアポ・テレオペ ¥1,283 ¥-0 0.0% ¥45 3.6% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,752 ¥-15 -0.8% ¥-69 -3.8%

オフィスその他 ¥1,105 ¥-22 -1.9% ¥-215 -16.3% レジャー・娯楽施設 ¥1,170 ¥64 5.8% ¥218 22.9%

事務・データ入力 ¥1,116 ¥-8 -0.7% ¥60 5.7% 点検・技術 ¥1,127 ¥44 4.1% ¥73 6.9%

専門事務 ¥1,095 ¥-18 -1.6% ¥41 3.9% サービスその他 ¥1,097 ¥4 0.3% ¥38 3.6%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,135 ¥-14 -1.2% ¥-173 -13.2% 清掃 ¥1,003 ¥3 0.3% ¥18 1.8%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,130 ¥-3 -0.3% ¥-59 -4.9% パチスロ ¥1,410 ¥-36 -2.5% ¥-62 -4.2%

編集・制作・撮影 ¥1,002 ¥-22 -2.1% ¥-30 -2.9% 旅行 ¥1,161 ¥24 2.1% ¥-168 -12.7%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,267 ¥-18 -1.4% ¥135 11.9% 美容・理容・メイク ¥959 ¥-33 -3.4% ¥31 3.4%

看護・介護 ¥1,634 ¥26 1.6% ¥345 26.8% エステ・リラクゼーション ¥1,098 ¥-5 -0.5% ¥39 3.6%

医療・介護・福祉その他 ¥1,118 ¥4 0.4% ¥-49 -4.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,018 ¥16 1.6% ¥6 0.6%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,325 ¥4 0.3% ¥5 0.3% 仕分け・検品・梱包 ¥1,041 ¥12 1.2% ¥26 2.6%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,232 ¥24 1.9% ¥74 6.3% 運送・ドライバー・配達 ¥1,096 ¥-12 -1.1% ¥28 2.6%

専門職、その他 ¥1,034 ¥-71 -6.4% ¥23 2.2% 軽作業・物流その他 ¥1,069 ¥7 0.7% ¥-10 -0.9%

調査業務 ¥1,153 ¥43 3.8% ¥-324 -21.9% 警備・車両誘導 ¥1,111 ¥20 1.9% ¥87 8.5%

調査・モニターその他 ¥1,111 ¥10 0.9% ¥-97 -8.0% 建築系 ¥1,324 ¥79 6.3% ¥153 13.0%

アパレル・雑貨販売 ¥1,000 ¥13 1.3% ¥53 5.6% 建築・土木その他 ¥1,240 ¥-19 -1.5% ¥68 5.8%

食品販売 ¥976 ¥-3 -0.3% ¥-10 -1.1% 製造系 ¥1,074 ¥12 1.1% ¥-24 -2.1%

携帯・家電販売 ¥1,413 ¥36 2.6% ¥-6 -0.4% 技能系 ¥1,137 ¥-39 -3.3% ¥-106 -8.5%

専門ショップ ¥1,006 ¥-6 -0.6% ¥23 2.3% 工場・製造その他 ¥1,032 ¥-2 -0.2% ¥3 0.3%

販売その他 ¥998 ¥3 0.3% ¥15 1.5% 塾講師・家庭教師 ¥1,406 ¥1 0.1% ¥32 2.4%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,039 ¥1 0.1% ¥51 5.2% 教育・保育 ¥1,053 ¥-24 -2.3% ¥-6 -0.5%

居酒屋・バー ¥1,102 ¥1 0.1% ¥-1 -0.1% 教師・講師・インストラクター ¥1,399 ¥-14 -1.0% ¥11 0.8%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,022 ¥-3 -0.3% ¥24 2.4% 試験監督・添削 ¥1,301 ¥-61 -4.5% ¥33 2.6%

フード・飲食その他 ¥1,045 ¥0 0.0% ¥52 5.3% 教育その他 ¥1,432 ¥-33 -2.3% ¥-43 -2.9%

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 ¥1,752

2 → 看護・介護 ¥1,634

3 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,413

4 ↓ パチスロ ¥1,410

5 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,406

6 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,399

7 ↓ イベント関連 ¥1,395

8 ↑ キャンペーン関連 ¥1,353

9 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,325

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。前月比同額、前年比48円増。

２-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年11月）

２-３. 高時給職種ランキング（2019年11月）

２-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年11月）２-１．平均時給推移（2019年11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 ¥1,210 ¥-4 -0.3% ¥26 2.2%

専門的職業 ¥1,521 ¥28 1.9% ¥135 9.7%

飲食の職業 ¥1,099 ¥2 0.2% ¥60 5.8%

販売の職業 ¥1,078 ¥6 0.6% ¥24 2.3%

サービスの職業 ¥1,252 ¥-28 -2.2% ¥27 2.2%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,117 ¥11 1.0% ¥12 1.1%

建設の職業 ¥1,391 ¥61 4.6% ¥136 10.8%

製造・技能の職業 ¥1,122 ¥14 1.3% ¥-5 -0.4%

教育の職業 ¥1,422 ¥-12 -0.8% ¥4 0.3%

総計 ¥1,160 ¥0 0.0% ¥48 4.3%

職種 平均時給

1 → 看護・介護 ¥1,709

2 ↑ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,529

3 → 塾講師・家庭教師 ¥1,517

4 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,487

5 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,437

6 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,434

7 ↑ キャンペーン関連 ¥1,423

8 ↓ イベント関連 ¥1,421

9 ↓ パチスロ ¥1,390

10 → 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,333

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

¥1,118 ¥-66 -5.6% ¥-180 -13.9%

¥1,112 ¥4 0.4% ¥83 8.1%

¥1,434 ¥-8 -0.6% ¥83 6.1%

¥1,174 ¥1 0.1% ¥48 4.2%

¥1,173 ¥-32 -2.6% ¥67 6.1%

¥1,138 ¥-13 -1.1% ¥-89 -7.2%

¥1,103 ¥11 1.0% ¥47 4.4%

¥1,271 ¥-21 -1.6% ¥166 15.0%

¥1,709 ¥16 0.9% ¥82 5.0%

¥1,333 ¥-3 -0.2% ¥-14 -1.0%

¥1,238 ¥64 5.4% ¥45 3.8%

¥1,158 ¥45 4.1% ¥-329 -22.1%

¥1,042 ¥7 0.7% ¥44 4.4%

¥1,041 ¥6 0.6% ¥0 0.0%

¥1,487 ¥26 1.8% ¥7 0.5%

¥1,047 ¥-8 -0.8% ¥51 5.1%

¥1,098 ¥3 0.2% ¥61 5.9%

¥1,122 ¥9 0.8% ¥-4 -0.4%

¥1,049 ¥-1 -0.1% ¥21 2.0%

¥1,423 ¥50 3.6% ¥31 2.2%

¥1,421 ¥-26 -1.8% ¥189 15.3%

¥1,529 ¥67 4.6% ¥-118 -7.2%

¥1,132 ¥30 2.8% ¥150 15.3%

¥1,138 ¥32 2.9% ¥47 4.3%

¥1,060 ¥3 0.3% ¥19 1.8%

¥1,390 ¥-162 -10.4% ¥-263 -15.9%

¥1,185 ¥13 1.1% ¥-37 -3.0%

¥997 ¥-7 -0.7% ¥9 0.9%

¥1,091 ¥-25 -2.2% ¥-39 -3.5%

¥1,104 ¥10 0.9% ¥47 4.5%

¥1,179 ¥5 0.4% ¥9 0.8%

¥1,175 ¥-7 -0.6% ¥108 10.1%

建設の職業 ¥1,391 ¥75 5.7% ¥119 9.4%

¥1,131 ¥19 1.7% ¥1 0.1%

¥1,119 ¥-81 -6.8% ¥-155 -12.2%

¥1,517 ¥7 0.4% ¥109 7.7%

¥1,073 ¥-13 -1.2% ¥-15 -1.3%

¥1,437 ¥2 0.2% ¥-24 -1.7%

¥1,353 ¥-71 -5.0% ¥68 5.3%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

営業・企画営業

職種

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

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

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
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東海エリアの平均時給は1,092円。前月比10円増、前年比68円増。

3-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年11月）

3-３. 高時給職種ランキング（2019年11月）

3-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年11月）3-１．平均時給推移（2019年11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 ¥1,057 ¥-24 -2.2% ¥61 6.1%

専門的職業 ¥1,547 ¥71 4.8% ¥412 36.3%

飲食の職業 ¥1,012 ¥1 0.1% ¥43 4.4%

販売の職業 ¥988 ¥-1 -0.1% ¥16 1.6%

サービスの職業 ¥1,151 ¥7 0.6% ¥19 1.7%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,027 ¥2 0.2% ¥-2 -0.2%

建設の職業 ¥1,361 ¥163 13.6% ¥218 19.1%

製造・技能の職業 ¥1,062 ¥12 1.1% ¥-40 -3.6%

教育の職業 ¥1,375 ¥-22 -1.6% ¥36 2.7%

総計 ¥1,092 ¥10 0.9% ¥68 6.6%

職種 平均時給

1 → 看護・介護 ¥1,660

2 ↑ パチスロ ¥1,438

3 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,426

4 → 教師・講師・インストラクター ¥1,393

5 ↑ キャンペーン関連 ¥1,372

6 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,357

7 ↑ 建築系 ¥1,350

8 ↑ イベント関連 ¥1,330

9 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,319

10 ↓ 営業・企画営業 ¥1,300

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

¥1,300 ¥-40 -3.0% ¥67 5.4%

¥1,014 ¥-1 -0.1% ¥54 5.6%

¥1,202 ¥-38 -3.1% ¥116 10.6%

¥1,027 ¥-4 -0.4% ¥65 6.7%

¥998 ¥-17 -1.7% ¥42 4.4%

¥1,039 ¥-158 -13.2% ¥-230 -18.2%

¥979 ¥-49 -4.8% ¥-56 -5.4%

¥1,660 ¥40 2.5% ¥583 54.2%

¥1,263 ¥-4 -0.3% ¥-74 -5.6%

¥1,217 ¥-6 -0.5% ¥132 12.2%

¥1,029 ¥-4 -0.4% ¥-193 -15.8%

¥1,015 ¥9 0.9% ¥56 5.9%

¥934 ¥-4 -0.4% ¥-16 -1.7%

¥1,426 ¥47 3.4% ¥62 4.6%

¥960 ¥-5 -0.5% ¥32 3.4%

¥1,010 ¥0 0.0% ¥43 4.4%

¥1,128 ¥-39 -3.4% ¥21 1.9%

¥1,041 ¥-4 -0.4% ¥98 10.3%

¥1,372 ¥200 17.0% ¥185 15.6%

¥1,330 ¥-7 -0.5% ¥20 1.5%

¥1,319 ¥-85 -6.1% ¥83 6.7%

¥1,017 ¥81 8.7% ¥123 13.8%

¥1,064 ¥30 2.9% ¥49 4.8%

¥998 ¥5 0.5% ¥10 1.0%

¥1,438 ¥15 1.1% ¥24 1.7%

¥975 ¥-70 -6.7% ¥49 5.3%

¥1,018 ¥-9 -0.8% ¥28 2.9%

¥998 ¥13 1.3% ¥3 0.3%

¥1,086 ¥-54 -4.7% ¥22 2.0%

¥1,093 ¥21 2.0% ¥51 4.8%

建設の職業 ¥1,350 ¥170 14.4% ¥236 21.2%

¥1,064 ¥19 1.8% ¥-34 -3.1%

¥1,121 ¥-77 -6.4% ¥-116 -9.4%

¥1,357 ¥2 0.1% ¥-34 -2.4%

¥1,010 ¥12 1.2% ¥-18 -1.8%

¥1,393 ¥-18 -1.3% ¥65 4.9%

¥1,137 ¥18 1.7% ¥-119 -9.5%

製造・技能の職業

教育の職業

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

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

専門的職業

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

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

キャンペーン関連

食品販売

携帯・家電販売

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

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

アパレル・雑貨販売

職種

事務的職業

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

製造系

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

専門事務

点検・技術

清掃

パチスロ

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
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2019年12月12日発行
関西の平均時給4
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関西エリアの平均時給は1,137円。前月比17円増、前年比71円増。

4-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年11月）

4-３. 高時給職種ランキング（2019年11月）

4-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年11月）4-１．平均時給推移（2019年11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 ¥1,160 ¥26 2.3% ¥82 7.6%

専門的職業 ¥1,588 ¥48 3.1% ¥430 37.1%

飲食の職業 ¥1,023 ¥3 0.3% ¥41 4.2%

販売の職業 ¥999 ¥9 0.9% ¥33 3.4%

サービスの職業 ¥1,349 ¥29 2.2% ¥41 3.1%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,066 ¥13 1.2% ¥26 2.5%

建設の職業 ¥1,150 ¥-67 -5.5% ¥46 4.2%

製造・技能の職業 ¥1,111 ¥37 3.4% ¥30 2.8%

教育の職業 ¥1,333 ¥-20 -1.5% ¥30 2.3%

総計 ¥1,137 ¥17 1.5% ¥71 6.7%

職種 平均時給

1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,223

2 → 看護・介護 ¥1,650

3 ↑ パチスロ ¥1,635

4 ↓ イベント関連 ¥1,571

5 ↑ レジャー・娯楽施設 ¥1,554

6 ↑ 営業・企画営業 ¥1,388

7 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,382

8 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,375

9 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,343

10 → テレアポ・テレオペ ¥1,319

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

¥1,388 ¥23 1.7% ¥167 13.7%

¥1,033 ¥18 1.8% ¥49 5.0%

¥1,319 ¥36 2.8% ¥109 9.0%

¥1,130 ¥19 1.7% ¥88 8.4%

¥1,151 ¥49 4.4% ¥108 10.4%

¥1,250 ¥128 11.4% ¥147 13.4%

¥1,053 ¥-28 -2.6% ¥29 2.8%

¥1,254 ¥160 14.6% ¥-158 -11.2%

¥1,650 ¥38 2.4% ¥445 36.9%

¥1,382 ¥82 6.3% ¥354 34.4%

¥1,249 ¥-3 -0.2% ¥84 7.3%

¥1,233 ¥-10 -0.8% ¥135 12.3%

¥1,018 ¥11 1.1% ¥62 6.5%

¥965 ¥3 0.3% ¥16 1.7%

¥1,343 ¥135 11.2% ¥38 2.9%

¥1,033 ¥-6 -0.6% ¥-66 -6.0%

¥1,022 ¥4 0.4% ¥44 4.5%

¥1,142 ¥-3 -0.2% ¥5 0.4%

¥996 ¥-12 -1.2% ¥3 0.3%

¥1,284 ¥92 7.7% ¥144 12.6%

¥1,571 ¥-38 -2.4% ¥103 7.0%

¥2,223 ¥30 1.4% ¥34 1.5%

¥1,554 ¥271 21.1% ¥583 60.1%

¥1,095 ¥32 3.0% ¥49 4.7%

¥1,014 ¥4 0.4% ¥36 3.6%

¥1,635 ¥54 3.4% ¥21 1.3%

¥1,145 ¥72 6.7% ¥-286 -20.0%

¥1,067 ¥-46 -4.1% ¥107 11.2%

¥1,126 ¥-7 -0.6% ¥123 12.3%

¥1,053 ¥12 1.1% ¥25 2.5%

¥1,108 ¥7 0.6% ¥49 4.6%

¥1,096 ¥32 3.0% ¥72 7.1%

建設の職業 ¥1,228 ¥23 1.9% ¥121 10.9%

¥1,115 ¥39 3.6% ¥28 2.6%

¥1,186 ¥81 7.3% ¥4 0.3%

¥1,316 ¥1 0.0% ¥-12 -0.9%

¥1,029 ¥-59 -5.5% ¥1 0.1%

¥1,375 ¥-15 -1.1% ¥66 5.1%

¥1,109 ¥-1 -0.1% ¥-138 -11.1%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

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

点検・技術

清掃

パチスロ

旅行

美容・理容・メイク

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

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

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
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2019年12月12日発行
九州の平均時給5

7

九州エリアの平均時給は995円。前月比5円減、前年比52円増。

5-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2019年11月）

5-３. 高時給職種ランキング（2019年11月）

5-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2019年11月）5-１．平均時給推移（2019年11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 ¥1,098 ¥-27 -2.4% ¥16 1.5%

専門的職業 ¥1,483 ¥23 1.6% ¥391 35.8%

飲食の職業 ¥924 ¥-1 -0.1% ¥32 3.6%

販売の職業 ¥902 ¥0 0.0% ¥26 3.0%

サービスの職業 ¥1,021 ¥-14 -1.4% ¥4 0.4%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥919 ¥6 0.7% ¥-4 -0.4%

建設の職業 ¥1,057 ¥88 9.1% ¥31 3.0%

製造・技能の職業 ¥961 ¥-12 -1.2% ¥-76 -7.3%

教育の職業 ¥1,280 ¥-94 -6.8% ¥24 1.9%

総計 ¥995 ¥-5 -0.5% ¥52 5.5%

職種 平均時給

1 → 看護・介護 ¥1,536

2 ↑ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,403

3 → 塾講師・家庭教師 ¥1,304

4 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,293

5 → 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,244

6 ↑ キャンペーン関連 ¥1,198

6 ↑ 歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,198

8 ↑ 調査業務 ¥1,181

9 ↑ 点検・技術 ¥1,175

10 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,162

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

¥1,155 ¥-29 -2.4% ¥-181 -13.5%

¥957 ¥-37 -3.8% ¥65 7.3%

¥1,159 ¥-4 -0.3% ¥13 1.2%

¥1,075 ¥-34 -3.1% ¥57 5.6%

¥965 ¥-44 -4.4% ¥113 13.2%

¥933 ¥-3 -0.4% ¥24 2.7%

¥892 ¥-19 -2.1% ¥-29 -3.1%

¥1,536 ¥15 1.0% ¥375 32.2%

¥1,244 ¥40 3.3% ¥277 28.6%

¥1,198 ¥182 18.0% - -

¥1,181 ¥30 2.6% ¥-200 -14.5%

¥930 ¥14 1.5% ¥57 6.5%

¥863 ¥-26 -2.9% ¥-14 -1.6%

¥1,162 ¥-2 -0.2% ¥35 3.1%

¥961 ¥-18 -1.9% ¥57 6.3%

¥923 ¥-1 -0.1% ¥32 3.6%

¥1,020 ¥1 0.1% ¥23 2.4%

¥895 ¥-3 -0.3% ¥37 4.3%

¥1,198 ¥33 2.9% ¥155 14.8%

¥1,002 ¥-1 -0.1% ¥-128 -11.3%

¥1,403 ¥121 9.4% ¥-97 -6.5%

¥938 ¥34 3.8% ¥136 17.0%

¥1,175 ¥71 6.4% ¥151 14.7%

¥936 ¥-1 -0.1% ¥13 1.4%

¥1,133 ¥6 0.5% ¥41 3.7%

¥811 ¥-178 -18.0% ¥-64 -7.3%

¥1,126 ¥-3 -0.2% ¥-79 -6.5%

¥896 ¥6 0.7% ¥-10 -1.1%

¥961 ¥-25 -2.5% ¥33 3.6%

¥1,001 ¥74 8.0% ¥27 2.8%

建設の職業 ¥1,083 ¥128 13.4% ¥38 3.6%

¥961 ¥-12 -1.3% ¥-79 -7.6%

¥1,100 ¥89 8.8% ¥-52 -4.5%

¥1,304 ¥7 0.5% ¥87 7.1%

¥867 ¥-77 -8.2% ¥-52 -5.6%

¥1,293 ¥-98 -7.0% ¥-23 -1.7%

¥1,171 ¥55 4.9% ¥-30 -2.5%

事務的職業

専門的職業

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業

カフェ・レストラン・ファストフード

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

点検・技術

レジャー・娯楽施設

キャンペーン関連

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

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

アパレル・雑貨販売

食品販売

携帯・家電販売

調査業務

居酒屋・バー

ホール・キッチンスタッフ

専門ショップ

職種

塾講師・家庭教師

教育・保育

教師・講師・インストラクター

試験監督・添削

清掃

エステ・リラクゼーション

パチスロ

美容・理容・メイク

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

技能系

運搬・清掃・包装等

の職業

製造・技能の職業

教育の職業


