
 

 

プレスリリース 

2020 年 4 月 15 日 

ディップ株式会社 

アルバイト時給 前年同月比 43カ月連続で上回りました 

全国の平均時給は 1,107円、前月比同額、前年同月比 44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、2020 年 3 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。3 月のアルバイト平均時給は、1,107 円（前月比同額、前年比 44 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 5 職種が前月を上回り、

全職種が前年を上回りました。「バイトル」に掲載された求人件数は約 227,000 件で、前月比 0.9%減、前年比

21.7％増となりました。 

「バイトル」：https://www.baitoru.com 

■大職種別平均時給（2020 年 3 月） 

 

■概要 

 

【全国】 平均時給は 1,107円（前月比同額、前年比 44円増） 
 

全国の平均時給は 1,107 円（前月比同額、前年比 44 円増）と前年同月比で上回っています。 

 
 

【職種別】技能系など「製造・技能の職業」前月比 54円増、前年比 20円増加
 

職種別平均時給は、「技能系」など「製造・技能の職業」1,135 円（前月比 54 円増、前年比 20 円増）「試験監

督・添削」など「教育の職業」1,419 円（前月比 26 円増、前年比 30 円増）と、9 職種中 5 職種が、前月より上回

りました。前年同月比では、すべての職種で上回っています。 

 

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 ¥1,194 ¥15 1.3% ¥59 5.2% ¥1,280 ¥18 1.4% ¥71 5.9% ¥1,092 ¥6 0.6% ¥46 4.4% ¥1,177 ¥11 0.9% ¥77 7.0% ¥1,129 ¥21 1.9% ¥57 5.3%

専門的職業 ¥1,505 ¥-67 -4.3% ¥248 19.7% ¥1,550 ¥-92 -5.6% ¥204 15.2% ¥1,519 ¥-42 -2.7% ¥366 31.7% ¥1,511 ¥-69 -4.4% ¥298 24.6% ¥1,441 ¥-41 -2.8% ¥372 34.8%

飲食の職業 ¥1,024 ¥1 0.1% ¥27 2.7% ¥1,080 ¥3 0.3% ¥34 3.3% ¥995 ¥1 0.1% ¥20 2.1% ¥1,015 ¥0 0.0% ¥29 2.9% ¥912 ¥-1 -0.1% ¥19 2.1%

販売の職業 ¥1,008 ¥-2 -0.2% ¥16 1.6% ¥1,076 ¥2 0.2% ¥22 2.1% ¥982 ¥-14 -1.4% ¥11 1.1% ¥988 ¥-6 -0.6% ¥26 2.7% ¥897 ¥0 0.0% ¥25 2.9%

サービスの職業 ¥1,251 ¥16 1.3% ¥76 6.5% ¥1,272 ¥10 0.8% ¥32 2.6% ¥1,172 ¥33 2.9% ¥46 4.1% ¥1,458 ¥23 1.6% ¥192 15.2% ¥1,021 ¥-5 -0.5% ¥0 0.0%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,045 ¥0 0.0% ¥4 0.4% ¥1,102 ¥-3 -0.3% ¥9 0.8% ¥1,016 ¥-4 -0.4% ¥-4 -0.4% ¥1,068 ¥8 0.8% ¥30 2.9% ¥904 ¥-5 -0.6% ¥-12 -1.3%

建設の職業 ¥1,247 ¥-50 -3.9% ¥51 4.3% ¥1,275 ¥-77 -5.7% ¥4 0.3% ¥1,291 ¥-15 -1.1% ¥149 13.0% ¥1,253 ¥-12 -0.9% ¥172 15.9% ¥1,102 ¥-67 -5.7% ¥63 6.1%

製造・技能の職業 ¥1,135 ¥54 5.0% ¥20 1.8% ¥1,093 ¥-7 -0.6% ¥-29 -2.6% ¥1,043 ¥-19 -1.8% ¥-93 -8.2% ¥1,266 ¥149 13.3% ¥183 16.9% ¥986 ¥-8 -0.8% ¥-18 -1.8%

教育の職業 ¥1,419 ¥26 1.9% ¥30 2.2% ¥1,468 ¥24 1.7% ¥52 3.7% ¥1,391 ¥17 1.2% ¥28 2.1% ¥1,370 ¥21 1.6% ¥2 0.1% ¥1,376 ¥107 8.4% ¥42 3.1%
総計 ¥1,107 ¥0 0.0% ¥44 4.1% ¥1,157 ¥0 0.0% ¥42 3.8% ¥1,073 ¥-9 -0.8% ¥40 3.9% ¥1,144 ¥0 0.0% ¥77 7.2% ¥978 ¥-5 -0.5% ¥39 4.2%

 

https://www.baitoru.com/


 
 

【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 1,157 円（前月比同額、前年比 42 円増）、東海エリアの平均時給は 1,073 円（前月比 9

円減、前年比 40 円増）、関西エリアの平均時給は 1,144 円（前月比同額、前年比 77 円増）、九州エリアの平均時

給は 978 円（前月比 5 円減、前年比 39 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 

「教育の職業」平均時給は 1,419円 前月比 1.9%増（26円増）、前年同月比 2.2％増（30円増）

「教育の職業」のうち「教育・保育」の求人件数は前月比 22.1%増、前年比 122.2%増と前月、前年ともに増加し

ました。臨時休校措置が相次ぐ中、オンライン教材の活用やオンライン保育の発足などの動きが目立ちました。ま

た、「試験監督・添削」の平均時給は 1,477 円と前月比 4.6%増（65 円増）、前年比 14.0%増（182 円増）と前

月、前年比ともに大幅に増加しました。新型コロナウィルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言の発令を受け、在

宅でできるお仕事に人気が集まっています。

「飲食の職業」平均時給は 1,024円 前年同月比 2.7％増（27円増）

「飲食の職業」のうち「フード・飲食その他」の平均時給は 1,019 円と前月比 0.5%増（5 円増）、前年比 3.0%増

（29 円増）と前月、前年比ともに増加しました。その中でも「フードデリバリー・ケータリング」の求人件数は前

月比 8.7%増となりました。新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置により、飲食店でシフトに入れない方な

どを対象として短期的に雇用を受け入れるなどの動きもでています。飲食店において、デリバリーサービスの提供を

開始した企業もあり、今後もデリバリースタッフの需要増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．小職種別平均時給（2020 年 3 月） 

 

 

２．高時給職種ランキング TOP10（2020 年 3 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 464 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。 

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 ¥1,221 ¥14 1.1% ¥-62 -4.9% キャンペーン関連 ¥1,397 ¥40 2.9% ¥75 5.6%

営業・企画営業 ¥1,298 ¥-31 -2.4% ¥66 5.4% イベントその他 ¥1,291 ¥-77 -5.6% ¥-11 -0.8%

受付・秘書 ¥1,117 ¥45 4.2% ¥74 7.1% イベント関連 ¥1,539 ¥39 2.6% ¥192 14.2%

テレアポ・テレオペ ¥1,333 ¥16 1.2% ¥59 4.7% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,931 ¥73 3.9% ¥149 8.3%

オフィスその他 ¥1,171 ¥-6 -0.5% ¥89 8.2% レジャー・娯楽施設 ¥1,025 ¥-42 -3.9% ¥49 5.0%

事務・データ入力 ¥1,153 ¥6 0.5% ¥61 5.6% 点検・技術 ¥1,100 ¥1 0.1% ¥44 4.2%

専門事務 ¥1,136 ¥-13 -1.2% ¥-145 -11.3% サービスその他 ¥1,096 ¥4 0.4% ¥35 3.3%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,182 ¥-4 -0.3% ¥-178 -13.1% 清掃 ¥1,047 ¥20 2.0% ¥59 6.0%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,226 ¥12 1.0% ¥42 3.5% パチスロ ¥1,493 ¥27 1.8% ¥90 6.4%

編集・制作・撮影 ¥973 ¥-11 -1.1% ¥-3 -0.3% 旅行 ¥1,160 ¥-41 -3.5% ¥74 6.8%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,198 ¥-34 -2.8% ¥-7 -0.6% 美容・理容・メイク ¥979 ¥6 0.7% ¥45 4.8%

看護・介護 ¥1,613 ¥-60 -3.6% ¥374 30.2% エステ・リラクゼーション ¥1,122 ¥-0 0.0% ¥78 7.4%

医療・介護・福祉その他 ¥1,124 ¥-0 0.0% ¥2 0.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,045 ¥-3 -0.3% ¥57 5.8%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,382 ¥-2 -0.2% ¥1 0.1% 仕分け・検品・梱包 ¥1,029 ¥2 0.2% ¥10 1.0%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,215 ¥-20 -1.6% ¥0 0.0% 運送・ドライバー・配達 ¥1,123 ¥-0 0.0% ¥20 1.9%

専門職、その他 ¥1,037 ¥-12 -1.1% ¥37 3.7% 軽作業・物流その他 ¥1,066 ¥-10 -0.9% ¥-1 -0.1%

調査業務 ¥1,222 ¥-7 -0.6% ¥-272 -18.2% 警備・車両誘導 ¥1,111 ¥-21 -1.9% ¥53 5.0%

調査・モニターその他 ¥1,185 ¥82 7.4% ¥-244 -17.1% 建築系 ¥1,259 ¥-66 -5.0% ¥53 4.4%

アパレル・雑貨販売 ¥996 ¥-16 -1.6% ¥54 5.8% 建築・土木その他 ¥1,223 ¥-29 -2.3% ¥41 3.5%

食品販売 ¥978 ¥-10 -1.0% ¥15 1.5% 製造系 ¥1,129 ¥40 3.6% ¥6 0.6%

携帯・家電販売 ¥1,353 ¥10 0.7% ¥-46 -3.3% 技能系 ¥1,391 ¥219 18.7% ¥121 9.5%

専門ショップ ¥1,111 ¥-24 -2.1% ¥75 7.2% 工場・製造その他 ¥1,002 ¥-15 -1.5% ¥-13 -1.2%

販売その他 ¥993 ¥1 0.1% ¥9 1.0% 塾講師・家庭教師 ¥1,435 ¥19 1.3% ¥19 1.3%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,024 ¥1 0.0% ¥28 2.9% 教育・保育 ¥1,086 ¥27 2.6% ¥43 4.1%

居酒屋・バー ¥1,109 ¥8 0.7% ¥3 0.3% 教師・講師・インストラクター ¥1,418 ¥20 1.4% ¥3 0.2%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,023 ¥5 0.5% ¥32 3.2% 試験監督・添削 ¥1,477 ¥65 4.6% ¥182 14.0%

フード・飲食その他 ¥1,019 ¥5 0.5% ¥29 3.0% 教育その他 ¥1,481 ¥46 3.2% ¥92 6.6%

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 ¥1,931
2 → 看護・介護 ¥1,613
3 → イベント関連 ¥1,539
4 → パチスロ ¥1,493
5 → 塾講師・家庭教師 ¥1,435
6 → 教師・講師・インストラクター ¥1,418
7 ↑ キャンペーン関連 ¥1,397
8 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,382
9 → 携帯・家電販売 ¥1,353
10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,333

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 （2020 年 2 月末現在） 

従業員数：2,235 名（2020 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（祝前、弥陀、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

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

バイトルレポート
2020年3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.

2020年4月15日発行
全国の平均時給①

１-１．職種別平均時給（2020年3月）

1

1

全国の平均時給は1,107円。前月比同額、前年比44円増。
3月のアルバイト平均時給は、1,107円（前月比同額、前年比44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（前月比同額、前年比44円増）となりました。前年同月比では43ヶ月連続で上昇しています。
職種別平均時給は、「技能系」など「製造・技能の職業」1,135円（前月比54円増、前年比20円増）、「教育の職業」

1,419円（前月比26円増、前年比30円増）と、9職種中5職種が、前月より増加、全職種が前年を上回りました。
一方、前月より減少した職種は「専門的職業」1,505円（前月比67円減、前年比248円増）、「建設の職業」1,247円

（前月比50円減、前年比51円増）などでした。

２．関東の平均時給
関東エリアの平均時給は1,157円（前月比同額、前年比42円増）となり前年を上回りました。

職種別では、「教育の職業」1,468円（前月比24円増、前年比52円増）、「事務的職業」1,280円（前月比18円増、前年
比71円増）など、9職種中5職種が前月より増加、8職種が前年より上回りました。

３．東海の平均時給
東海エリアの平均時給は1,073 円（前月比9円減、前年比40円増）となり前年を上回りました。

職種別では、「サービスの職業」1,172円（前月比33円増、前年比46円増）、「教育の職業」1,391円（前月比17円増、
前年比28円増）など、9職種中4職種が前月より増加、7職種が前年より上回りました。

４．関西の平均時給
関西エリアの平均時給は1,144円（前月比同額、前年比77円増）となり前年を上回りました。

職種別では、「製造・技能の職業」1,266円（前月比149円増、前年比183円増）、「サービスの職業」1,458円（前月比
23円増、前年比192円増）など、9職種中5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978円（前月比5円減、前年比39円増）となりました。

職種別では、「教育の職業」1,376円（前月比107円増、前年比42円増）、「事務的職業」1,129円（前月比21円増、前年
比57円増）など、9職種中2職種が前月より増加、6職種が前年より上回りました。

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 ¥1,194 ¥15 1.3% ¥59 5.2% ¥1,280 ¥18 1.4% ¥71 5.9% ¥1,092 ¥6 0.6% ¥46 4.4% ¥1,177 ¥11 0.9% ¥77 7.0% ¥1,129 ¥21 1.9% ¥57 5.3%

専門的職業 ¥1,505 ¥-67 -4.3% ¥248 19.7% ¥1,550 ¥-92 -5.6% ¥204 15.2% ¥1,519 ¥-42 -2.7% ¥366 31.7% ¥1,511 ¥-69 -4.4% ¥298 24.6% ¥1,441 ¥-41 -2.8% ¥372 34.8%

飲食の職業 ¥1,024 ¥1 0.1% ¥27 2.7% ¥1,080 ¥3 0.3% ¥34 3.3% ¥995 ¥1 0.1% ¥20 2.1% ¥1,015 ¥0 0.0% ¥29 2.9% ¥912 ¥-1 -0.1% ¥19 2.1%

販売の職業 ¥1,008 ¥-2 -0.2% ¥16 1.6% ¥1,076 ¥2 0.2% ¥22 2.1% ¥982 ¥-14 -1.4% ¥11 1.1% ¥988 ¥-6 -0.6% ¥26 2.7% ¥897 ¥0 0.0% ¥25 2.9%

サービスの職業 ¥1,251 ¥16 1.3% ¥76 6.5% ¥1,272 ¥10 0.8% ¥32 2.6% ¥1,172 ¥33 2.9% ¥46 4.1% ¥1,458 ¥23 1.6% ¥192 15.2% ¥1,021 ¥-5 -0.5% ¥0 0.0%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,045 ¥0 0.0% ¥4 0.4% ¥1,102 ¥-3 -0.3% ¥9 0.8% ¥1,016 ¥-4 -0.4% ¥-4 -0.4% ¥1,068 ¥8 0.8% ¥30 2.9% ¥904 ¥-5 -0.6% ¥-12 -1.3%

建設の職業 ¥1,247 ¥-50 -3.9% ¥51 4.3% ¥1,275 ¥-77 -5.7% ¥4 0.3% ¥1,291 ¥-15 -1.1% ¥149 13.0% ¥1,253 ¥-12 -0.9% ¥172 15.9% ¥1,102 ¥-67 -5.7% ¥63 6.1%

製造・技能の職業 ¥1,135 ¥54 5.0% ¥20 1.8% ¥1,093 ¥-7 -0.6% ¥-29 -2.6% ¥1,043 ¥-19 -1.8% ¥-93 -8.2% ¥1,266 ¥149 13.3% ¥183 16.9% ¥986 ¥-8 -0.8% ¥-18 -1.8%

教育の職業 ¥1,419 ¥26 1.9% ¥30 2.2% ¥1,468 ¥24 1.7% ¥52 3.7% ¥1,391 ¥17 1.2% ¥28 2.1% ¥1,370 ¥21 1.6% ¥2 0.1% ¥1,376 ¥107 8.4% ¥42 3.1%
総計 ¥1,107 ¥0 0.0% ¥44 4.1% ¥1,157 ¥0 0.0% ¥42 3.8% ¥1,073 ¥-9 -0.8% ¥40 3.9% ¥1,144 ¥0 0.0% ¥77 7.2% ¥978 ¥-5 -0.5% ¥39 4.2%
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１-3. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年3月）

１-4. 高時給職種ランキングTOP10（2020年3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 ¥1,221 ¥14 1.1% ¥-62 -4.9% キャンペーン関連 ¥1,397 ¥40 2.9% ¥75 5.6%

営業・企画営業 ¥1,298 ¥-31 -2.4% ¥66 5.4% イベントその他 ¥1,291 ¥-77 -5.6% ¥-11 -0.8%

受付・秘書 ¥1,117 ¥45 4.2% ¥74 7.1% イベント関連 ¥1,539 ¥39 2.6% ¥192 14.2%

テレアポ・テレオペ ¥1,333 ¥16 1.2% ¥59 4.7% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,931 ¥73 3.9% ¥149 8.3%

オフィスその他 ¥1,171 ¥-6 -0.5% ¥89 8.2% レジャー・娯楽施設 ¥1,025 ¥-42 -3.9% ¥49 5.0%

事務・データ入力 ¥1,153 ¥6 0.5% ¥61 5.6% 点検・技術 ¥1,100 ¥1 0.1% ¥44 4.2%

専門事務 ¥1,136 ¥-13 -1.2% ¥-145 -11.3% サービスその他 ¥1,096 ¥4 0.4% ¥35 3.3%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,182 ¥-4 -0.3% ¥-178 -13.1% 清掃 ¥1,047 ¥20 2.0% ¥59 6.0%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,226 ¥12 1.0% ¥42 3.5% パチスロ ¥1,493 ¥27 1.8% ¥90 6.4%

編集・制作・撮影 ¥973 ¥-11 -1.1% ¥-3 -0.3% 旅行 ¥1,160 ¥-41 -3.5% ¥74 6.8%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,198 ¥-34 -2.8% ¥-7 -0.6% 美容・理容・メイク ¥979 ¥6 0.7% ¥45 4.8%

看護・介護 ¥1,613 ¥-60 -3.6% ¥374 30.2% エステ・リラクゼーション ¥1,122 ¥-0 0.0% ¥78 7.4%

医療・介護・福祉その他 ¥1,124 ¥-0 0.0% ¥2 0.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,045 ¥-3 -0.3% ¥57 5.8%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,382 ¥-2 -0.2% ¥1 0.1% 仕分け・検品・梱包 ¥1,029 ¥2 0.2% ¥10 1.0%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,215 ¥-20 -1.6% ¥0 0.0% 運送・ドライバー・配達 ¥1,123 ¥-0 0.0% ¥20 1.9%

専門職、その他 ¥1,037 ¥-12 -1.1% ¥37 3.7% 軽作業・物流その他 ¥1,066 ¥-10 -0.9% ¥-1 -0.1%

調査業務 ¥1,222 ¥-7 -0.6% ¥-272 -18.2% 警備・車両誘導 ¥1,111 ¥-21 -1.9% ¥53 5.0%

調査・モニターその他 ¥1,185 ¥82 7.4% ¥-244 -17.1% 建築系 ¥1,259 ¥-66 -5.0% ¥53 4.4%

アパレル・雑貨販売 ¥996 ¥-16 -1.6% ¥54 5.8% 建築・土木その他 ¥1,223 ¥-29 -2.3% ¥41 3.5%

食品販売 ¥978 ¥-10 -1.0% ¥15 1.5% 製造系 ¥1,129 ¥40 3.6% ¥6 0.6%

携帯・家電販売 ¥1,353 ¥10 0.7% ¥-46 -3.3% 技能系 ¥1,391 ¥219 18.7% ¥121 9.5%

専門ショップ ¥1,111 ¥-24 -2.1% ¥75 7.2% 工場・製造その他 ¥1,002 ¥-15 -1.5% ¥-13 -1.2%

販売その他 ¥993 ¥1 0.1% ¥9 1.0% 塾講師・家庭教師 ¥1,435 ¥19 1.3% ¥19 1.3%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,024 ¥1 0.0% ¥28 2.9% 教育・保育 ¥1,086 ¥27 2.6% ¥43 4.1%

居酒屋・バー ¥1,109 ¥8 0.7% ¥3 0.3% 教師・講師・インストラクター ¥1,418 ¥20 1.4% ¥3 0.2%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,023 ¥5 0.5% ¥32 3.2% 試験監督・添削 ¥1,477 ¥65 4.6% ¥182 14.0%

フード・飲食その他 ¥1,019 ¥5 0.5% ¥29 3.0% 教育その他 ¥1,481 ¥46 3.2% ¥92 6.6%

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 ¥1,931
2 → 看護・介護 ¥1,613
3 → イベント関連 ¥1,539
4 → パチスロ ¥1,493
5 → 塾講師・家庭教師 ¥1,435
6 → 教師・講師・インストラクター ¥1,418
7 ↑ キャンペーン関連 ¥1,397
8 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,382
9 → 携帯・家電販売 ¥1,353
10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,333

順位
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関東エリアの平均時給は1,157円。前月比同額、前年比42円増。

２-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年3月）

２-３. 高時給職種ランキング（2020年3月）

２-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年3月）２-１．平均時給推移（2020年3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 ¥1,280 ¥18 1.4% ¥71 5.9%

専門的職業 ¥1,550 ¥-92 -5.6% ¥204 15.2%

飲食の職業 ¥1,080 ¥3 0.3% ¥34 3.3%

販売の職業 ¥1,076 ¥2 0.2% ¥22 2.1%

サービスの職業 ¥1,272 ¥10 0.8% ¥32 2.6%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,102 ¥-3 -0.3% ¥9 0.8%

建設の職業 ¥1,275 ¥-77 -5.7% ¥4 0.3%

製造・技能の職業 ¥1,093 ¥-7 -0.6% ¥-29 -2.6%

教育の職業 ¥1,468 ¥24 1.7% ¥52 3.7%

総計 ¥1,157 ¥0 0.0% ¥42 3.8%

職種 平均時給
1 → 看護・介護 ¥1,694
2 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,582
3 → 塾講師・家庭教師 ¥1,554
4 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,518
5 ↑ キャンペーン関連 ¥1,493
6 ↓ イベント関連 ¥1,487
7 → 携帯・家電販売 ¥1,454
8 → 教師・講師・インストラクター ¥1,447
9 → 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,407
10 → パチスロ ¥1,377

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

¥1,199 ¥-27 -2.2% ¥10 0.8%

¥1,197 ¥60 5.3% ¥102 9.3%

¥1,518 ¥45 3.1% ¥118 8.4%

¥1,224 ¥6 0.5% ¥62 5.3%

¥1,198 ¥-33 -2.7% ¥-246 -17.0%

¥1,233 ¥-22 -1.7% ¥19 1.5%

¥1,066 ¥-12 -1.1% ¥19 1.8%

¥1,222 ¥-48 -3.8% ¥3 0.3%

¥1,694 ¥-90 -5.0% ¥298 21.4%

¥1,407 ¥-3 -0.2% ¥12 0.9%

¥1,226 ¥-32 -2.6% ¥12 1.0%

¥1,219 ¥2 0.2% ¥-282 -18.8%

¥1,070 ¥-8 -0.7% ¥79 8.0%

¥1,034 ¥-2 -0.2% ¥30 3.0%

¥1,454 ¥8 0.6% ¥-26 -1.7%

¥1,177 ¥-44 -3.6% ¥116 10.9%

¥1,081 ¥2 0.2% ¥36 3.4%

¥1,123 ¥7 0.6% ¥-2 -0.1%

¥1,056 ¥4 0.4% ¥33 3.2%

¥1,493 ¥40 2.7% ¥126 9.2%

¥1,487 ¥6 0.4% ¥131 9.6%

¥1,582 ¥-14 -0.9% ¥287 22.2%

¥1,026 ¥-58 -5.3% ¥47 4.8%

¥1,115 ¥-3 -0.3% ¥29 2.7%

¥1,136 ¥34 3.0% ¥94 9.1%

¥1,377 ¥25 1.9% ¥-180 -11.6%

¥1,195 ¥-56 -4.4% ¥28 2.4%

¥1,024 ¥3 0.3% ¥37 3.7%

¥1,136 ¥10 0.9% ¥58 5.4%

¥1,089 ¥-2 -0.2% ¥23 2.2%

¥1,179 ¥-8 -0.7% ¥4 0.4%

¥1,178 ¥-96 -7.6% ¥65 5.8%

建設の職業 ¥1,286 ¥-123 -8.7% ¥-37 -2.8%

¥1,094 ¥-12 -1.1% ¥-35 -3.1%

¥1,154 ¥66 6.1% ¥-94 -7.6%

¥1,554 ¥19 1.2% ¥72 4.8%

¥1,094 ¥21 2.0% ¥41 3.9%

¥1,447 ¥14 1.0% ¥-6 -0.4%

¥1,547 ¥64 4.3% ¥186 13.7%

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
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東海エリアの平均時給は1,073円。前月比9円減、前年比40円増。

3-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年3月）

3-３. 高時給職種ランキング（2020年3月）

3-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年3月）3-１．平均時給推移（2020年3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。

職種 平均時給
1 → 看護・介護 ¥1,627
2 ↑ パチスロ ¥1,510
3 ↑ イベント関連 ¥1,494
4 ↓ 営業・企画営業 ¥1,437
5 → 教師・講師・インストラクター ¥1,410
6 ↑ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,406
7 → 塾講師・家庭教師 ¥1,344
8 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,340
9 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,304
10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,223

順位

（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 ¥1,092 ¥6 0.6% ¥46 4.4%

専門的職業 ¥1,519 ¥-42 -2.7% ¥366 31.7%

飲食の職業 ¥995 ¥1 0.1% ¥20 2.1%

販売の職業 ¥982 ¥-14 -1.4% ¥11 1.1%

サービスの職業 ¥1,172 ¥33 2.9% ¥46 4.1%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,016 ¥-4 -0.4% ¥-4 -0.4%

建設の職業 ¥1,291 ¥-15 -1.1% ¥149 13.0%

製造・技能の職業 ¥1,043 ¥-19 -1.8% ¥-93 -8.2%

教育の職業 ¥1,391 ¥17 1.2% ¥28 2.1%

総計 ¥1,073 ¥-9 -0.8% ¥40 3.9%

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

¥1,437 ¥-1 -0.1% ¥137 10.5%

¥1,034 ¥3 0.3% ¥0 0.0%

¥1,223 ¥4 0.3% ¥9 0.8%

¥1,054 ¥-3 -0.3% ¥58 5.8%

¥1,010 ¥-17 -1.6% ¥10 1.0%

¥1,118 ¥13 1.2% ¥35 3.2%

¥985 ¥26 2.7% ¥-1 -0.1%

¥1,627 ¥-32 -1.9% ¥504 44.8%

¥1,304 ¥-21 -1.6% ¥-98 -7.0%

¥1,136 ¥-32 -2.7% ¥-58 -4.9%

¥1,140 ¥-275 -19.4% ¥-242 -17.5%

¥998 ¥-23 -2.3% ¥49 5.1%

¥942 ¥-28 -2.9% ¥9 1.0%

¥1,340 ¥-4 -0.3% ¥-21 -1.6%

¥1,057 ¥-35 -3.2% ¥89 9.2%

¥996 ¥-0 0.0% ¥22 2.3%

¥1,124 ¥11 0.9% ¥18 1.7%

¥1,027 ¥4 0.4% ¥29 2.9%

¥1,216 ¥21 1.8% ¥20 1.7%

¥1,494 ¥190 14.5% ¥182 13.8%

¥1,406 ¥86 6.5% ¥-66 -4.5%

¥967 ¥-30 -3.0% ¥80 9.0%

¥1,055 ¥1 0.1% ¥37 3.6%

¥998 ¥0 0.0% ¥8 0.8%

¥1,510 ¥75 5.3% ¥118 8.5%

¥1,011 ¥-6 -0.6% ¥83 8.9%

¥1,013 ¥1 0.1% ¥0 0.0%

¥987 ¥-1 -0.1% ¥-3 -0.3%

¥1,128 ¥1 0.1% ¥53 4.9%

¥1,029 ¥-21 -2.0% ¥1 0.1%

建設の職業 ¥1,138 ¥-73 -6.0% ¥-1 -0.1%

¥1,046 ¥-24 -2.2% ¥-98 -8.6%

¥1,059 ¥-74 -6.5% ¥-173 -14.0%

¥1,344 ¥1 0.1% ¥-19 -1.4%

¥1,118 ¥74 7.1% ¥149 15.4%

¥1,410 ¥20 1.4% ¥34 2.4%

¥1,165 ¥-59 -4.8% ¥82 7.5%

事務的職業

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

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

事務・データ入力

美容・理容・メイク

職種

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

製造系

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

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

カフェ・レストラン・ファストフード

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
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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1,144円。前月比円同額、前年比77円増。

4-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年3月）

4-３. 高時給職種ランキング（2020年3月）

4-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年3月）4-１．平均時給推移（2020年3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 ¥1,177 ¥11 0.9% ¥77 7.0%

専門的職業 ¥1,511 ¥-69 -4.4% ¥298 24.6%

飲食の職業 ¥1,015 ¥0 0.0% ¥29 2.9%

販売の職業 ¥988 ¥-6 -0.6% ¥26 2.7%

サービスの職業 ¥1,458 ¥23 1.6% ¥192 15.2%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,068 ¥8 0.8% ¥30 2.9%

建設の職業 ¥1,253 ¥-12 -0.9% ¥172 15.9%

製造・技能の職業 ¥1,266 ¥149 13.3% ¥183 16.9%

教育の職業 ¥1,370 ¥21 1.6% ¥2 0.1%

総計 ¥1,144 ¥0 0.0% ¥77 7.2%

職種 平均時給
1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,394
2 ↑ イベント関連 ¥1,837
3 ↓ パチスロ ¥1,807
4 → 看護・介護 ¥1,590
5 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,397
6 ↓ 営業・企画営業 ¥1,372
7 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,351
8 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,327
9 ↑ Webデザイン・CAD・DTP ¥1,312
10 ↓ テレアポ・テレオペ ¥1,307

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

¥1,372 ¥-26 -1.8% ¥26 1.9%

¥1,037 ¥13 1.3% ¥36 3.6%

¥1,307 ¥-23 -1.7% ¥40 3.2%

¥1,147 ¥12 1.1% ¥89 8.4%

¥1,161 ¥24 2.1% ¥130 12.6%

¥1,312 ¥130 11.0% ¥158 13.7%

¥989 ¥-21 -2.1% ¥-23 -2.3%

¥1,137 ¥41 3.7% ¥34 3.0%

¥1,590 ¥-59 -3.6% ¥345 27.7%

¥1,327 ¥28 2.2% ¥-21 -1.6%

¥1,256 ¥-7 -0.5% ¥16 1.3%

¥1,400 ¥122 9.5% ¥321 29.7%

¥1,003 ¥-12 -1.2% ¥55 5.9%

¥962 ¥-3 -0.3% ¥19 2.1%

¥1,294 ¥17 1.3% ¥124 10.6%

¥1,087 ¥14 1.3% ¥-15 -1.4%

¥1,014 ¥-1 -0.1% ¥30 3.1%

¥1,157 ¥11 1.0% ¥25 2.3%

¥1,012 ¥8 0.8% ¥33 3.3%

¥1,299 ¥48 3.9% ¥66 5.3%

¥1,837 ¥86 4.9% ¥380 26.1%

¥2,394 ¥104 4.5% ¥494 26.0%

¥1,084 ¥-39 -3.5% ¥27 2.6%

¥1,085 ¥2 0.2% ¥14 1.3%

¥1,031 ¥7 0.7% ¥50 5.1%

¥1,807 ¥24 1.3% ¥249 15.9%

¥1,071 ¥-35 -3.1% ¥-9 -0.9%

¥1,073 ¥-12 -1.1% ¥116 12.2%

¥1,135 ¥-4 -0.4% ¥96 9.3%

¥1,058 ¥13 1.2% ¥39 3.9%

¥1,109 ¥-2 -0.1% ¥13 1.2%

¥1,055 ¥-28 -2.6% ¥-3 -0.3%

建設の職業 ¥1,283 ¥38 3.1% ¥195 17.9%

¥1,244 ¥127 11.4% ¥155 14.2%

¥1,435 ¥193 15.5% ¥227 18.8%

¥1,351 ¥27 2.1% ¥-44 -3.2%

¥1,083 ¥36 3.4% ¥47 4.5%

¥1,397 ¥18 1.3% ¥10 0.7%

¥1,192 ¥31 2.7% ¥64 5.6%

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978円。前月比5円減、前年比39円増。

5-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年3月）

5-３. 高時給職種ランキング（2020年3月）

5-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年3月）5-１．平均時給推移（2020年3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 ¥1,129 ¥21 1.9% ¥57 5.3%

専門的職業 ¥1,441 ¥-41 -2.8% ¥372 34.8%

飲食の職業 ¥912 ¥-1 -0.1% ¥19 2.1%

販売の職業 ¥897 ¥0 0.0% ¥25 2.9%

サービスの職業 ¥1,021 ¥-5 -0.5% ¥0 0.0%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥904 ¥-5 -0.6% ¥-12 -1.3%

建設の職業 ¥1,102 ¥-67 -5.7% ¥63 6.1%

製造・技能の職業 ¥986 ¥-8 -0.8% ¥-18 -1.8%

教育の職業 ¥1,376 ¥107 8.4% ¥42 3.1%

総計 ¥978 ¥-5 -0.5% ¥39 4.2%

職種 平均時給
1 ↑ 看護・介護 ¥1,532
2 ↑ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,450
3 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,400
4 → 塾講師・家庭教師 ¥1,304
5 ↓ 調査業務 ¥1,291
6 → キャンペーン関連 ¥1,278
7 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,182
8 ↓ 営業・企画営業 ¥1,162
9 ↑ パチスロ ¥1,147
10 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,132

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

¥1,162 ¥-30 -2.6% ¥18 1.6%

¥1,084 ¥18 1.7% ¥132 13.9%

¥1,182 ¥15 1.3% ¥58 5.1%

¥1,091 ¥22 2.0% ¥55 5.3%

¥1,051 ¥69 7.0% ¥142 15.6%

¥1,093 ¥94 9.5% ¥101 10.2%

¥872 ¥-18 -2.0% ¥14 1.6%

¥989 ¥-63 -6.0% ¥-79 -7.4%

¥1,532 ¥-12 -0.8% ¥347 29.3%

¥1,132 ¥5 0.4% ¥42 3.8%

¥1,124 ¥62 5.9% ¥121 12.1%

¥1,291 ¥-414 -24.3% ¥-76 -5.5%

¥900 ¥-19 -2.0% ¥32 3.7%

¥877 ¥-5 -0.6% ¥12 1.3%

¥1,110 ¥9 0.8% ¥123 12.5%

¥926 ¥-8 -0.8% ¥-19 -2.0%

¥914 ¥-0 0.0% ¥20 2.2%

¥1,032 ¥-22 -2.1% ¥7 0.7%

¥883 ¥0 0.1% ¥5 0.6%

¥1,278 ¥56 4.5% ¥166 14.9%

¥1,048 ¥4 0.4% ¥-67 -6.0%

¥1,450 ¥-5 -0.3% ¥-1,447 -49.9%

¥888 ¥1 0.1% ¥35 4.1%

¥1,100 ¥8 0.7% ¥116 11.8%

¥949 ¥-9 -0.9% ¥23 2.5%

¥1,147 ¥6 0.6% ¥61 5.6%

¥969 ¥9 0.9% ¥138 16.6%

¥854 ¥19 2.3% ¥-2 -0.2%

¥1,123 ¥21 1.9% ¥-8 -0.7%

¥893 ¥1 0.1% ¥-3 -0.3%

¥955 ¥-20 -2.1% ¥9 1.0%

¥970 ¥-17 -1.8% ¥-1 -0.1%

建設の職業 ¥1,073 ¥-69 -6.0% ¥29 2.8%

¥1,016 ¥-9 -0.9% ¥3 0.3%

¥989 ¥-4 -0.4% ¥-204 -17.1%

¥1,304 ¥8 0.6% ¥-76 -5.5%

¥905 ¥-8 -0.9% ¥-9 -0.9%

¥1,400 ¥119 9.3% ¥30 2.2%

¥1,302 ¥32 2.5% ¥351 36.9%

建築系

製造・技能の職業

教育の職業
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

試験監督・添削

運搬・清掃・包装等
の職業

携帯・家電販売

職種

薬剤師・登録販売者・薬局

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

専門事務

清掃

パチスロ

美容・理容・メイク

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

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

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

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

ホール・キッチンスタッフ

専門ショップ

点検・技術

旅行

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


