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労 働 

大阪の賃金、労働時間及び雇用の動き 
毎月勤労統計調査地方調査 令和元年（2019 年)６月・７月（月報） 

［事業所規模５人以上、平成 27 年（2015 年）=100］ 

勤労・教育グループ 
 

《 公表を延期していました令和元年６月分について、集計が完了しましたので、７月分の調査結果とあわせてお知らせし

ます。なお、令和元年５月分以前の調査結果についてデータを精査中のため、一部項目のみの公表となっています。 

詳細は大阪府ホームページに掲載しています。 http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/maikin/index.html  （月報）》 

 

１ 賃金の動き 

 2019 年６月 2019 年７月 説明 

現金給与総額 
469,621 円 

[-2.5％] 

401,050 円 

[-1.2％] 

「きまって支給する給与」と「特別給

与」の合計額。 

 

きまって支給する給与 
272,040 円 

[-0.6％] 

269,674 円 

[-1.9％] 

労働協約、団体協約あるいは就業規則

等によってあらかじめ定められてい

る支給条件、算定方法によって支給さ

れる給与で超過労働給与を含む。 

  
所定内給与 

253,143 円 

[-0.1％] 

251,799 円 

[-1.6％] 

「きまって支給する給与」から「超過

労働給与」を差し引いた額。 

  
超過労働給与 18,897 円 17,875 円 

所定の労働時間を超える労働に対し

て支給される給与や、休日労働、深夜

労働に対して支給される給与。 

 
特別給与 197,581 円 131,376 円 

「賞与」、「定昇・ベースアップ等の追

給」、「3 ヵ月を超える期間で算定され

る通勤手当」、「その他」のこと。 
(注)括弧内は前年同月比で、名目賃金指数から算出しています。また、「超過労働給与」と「特別給与」については指数

を作成していないため、前年同月比を算出していません。 

 

 

２ 労働時間及び出勤日数の動き 

 2019 年６月 2019 年７月 説明 

総実労働時間 
141.5 時間 

[-2.4％] 

140.1 時間 

[-1.3％] 

「所定内労働時間数」と「所定外労働

時間数」の合計。 

 所定内労働時間 
131.3 時間 

[-2.4％] 

130.5 時間 

[-1.3％] 

事業所の就業規則で定められた正規

の始業時間と終業時間との間の、休憩

時間を除いた実際に労働した時間。 

 所定外労働時間 
10.2 時間 

[-1.0％] 

9.6 時間 

[-2.0％] 

早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等

により行った実労働時間数。 

出勤日数 
18.5 日 

[-0.4 日] 

18.4 日 

[-0.2 日] 

調査期間中に労働者が実際に出勤し

た日数。事業所に出勤しない日は有給

でも出勤日にはならないが、1 時間で

も就業すれば 1 出勤日となる。 
(注 1)労働時間の括弧内は前年同月比で、労働時間指数から算出しています。 

(注 2)出勤日数の括弧内は前年同月差です。 

  

http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/maikin/index.html


 - 8 - 

労 働 

 

３ 雇用の動き 

 2019 年６月 2019 年７月 説明 

常用労働者数 
3,946,947 人 

[1.0％] 

3,969,911 人 

[1.5％] 

事業所に使用され給与を支払われて

いる者（船員法に基づく船員を除く）

のうち、期間を定めず又は 1 ヵ月以上

の期間を定めて雇用される者。 

 一般労働者数 2,656,756 人 2,625,009 人 
常用労働者のうち、次のパートタイム

労働者以外の者。 

 パートタイム労働者数 1,290,191 人 1,344,902 人 

常用労働者のうち、①１日の所定労働

時間が一般の労働者より短い者、②１

日の所定労働時間が一般の労働者と

同じで１週の所定労働日数が一般の

労働者よりも短い者のいずれかに該

当する者。 
(注)「常用労働者数」の括弧内は前年同月比で、常用雇用指数から算出しています。また、「一般労働者数」と「パート

タイム労働者数」については指数を作成していないため、前年同月比を算出していません。 

 

 

４ 就業形態別入離職率の動き 

 

2019 年６月 2019 年７月 説明 

一 般 

労働者 

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ 

労働者 

一 般 

労働者 

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ 

労働者 

一般労働者、パートタイム

労働者の定義は「３ 雇用の

動き」の説明を参照。 

入職率 1.17％ 4.25％ 1.38％ 3.52％ 
当月増加労働者数

前月末労働者数
× 100 

離職率 1.37％ 2.96％ 1.26％ 2.22％ 
当月減少労働者数

前月末労働者数
× 100 

超過率 -0.20 ﾎﾟｲﾝﾄ 1.29 ﾎﾟｲﾝﾄ 0.12 ﾎﾟｲﾝﾄ 1.30 ﾎﾟｲﾝﾄ 入職率－離職率 

 

 

 

６月 ７月 ６月 ７月 ６月 ７月

大 阪 府 -0.6 -1.9 -1.0 -2.0 1.0 1.5

全　　国 -0.2 0.0 -2.7 -0.9 1.8 2.0

東 京 都 0.1 0.6 0.0 6.5 1.9 2.1

神奈川県 -0.7 0.7 6.3 3.7 1.0 1.2

愛 知 県 0.1 1.4 -4.4 -3.7 0.7 0.6

兵 庫 県 1.2 3.2 -0.9 0.0 0.6 0.9

広 島 県 0.1 2.1 0.8 0.8 1.5 1.2

福 岡 県 -3.5 -1.9 -3.8 -2.8 -0.4 -0.5

常用雇用(％)きまって支給する給与(％) 所定外労働時間(％)

◇全国及び主要府県の動き＜指数値比較＞【事業所規模 5人以上・調査産業計】

≪２０１９年６月分・７月分（前年同月比）≫

都道府県名


