
＜参考＞ 全国の結果（令和２年平均）

事業所規模５人以上

現金給与額(修正前)

現金給与額(修正後)

雇 用(修正前)

雇 用(修正後)

宮城県において、県職員が不適切な事務処理を行っていた事案があったため、不適切な調査票データ

を除外して再度集計を行いました。現金給与総額、定期給与、所定内給与、特別給与、常用労働者数が

従来公表値と異なりますので、修正の上、掲載します。

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

調 査 産 業 計 318,387 -1.2 262,318 -0.7 244,961 0.2 17,357 -12.1 56,069 -3.6 

製　　造　　業 377,584 -3.4 303,541 -2.2 277,822 -0.2 25,719 -19.4 74,043 -8.0 

卸売業，小売業 282,486 0.1 234,197 0.3 223,145 1.1 11,052 -11.0 48,289 -1.3 

医　療，福　祉 299,366 0.2 252,756 0.2 239,499 0.8 13,257 -9.3 46,610 0.4 

表１  産業別現金給与額（全国）

所定内給与 超過労働給与産　　　業
現金給与総額 定期給与 特別給与

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

調 査 産 業 計 318,405 -1.2 262,325 -0.7 244,968 0.2 17,357 -12.1 56,080 -3.6 

製　　造　　業 377,584 -3.4 303,541 -2.2 277,822 -0.2 25,719 -19.4 74,043 -8.0 

卸売業，小売業 282,486 0.1 234,197 0.3 223,145 1.1 11,052 -11.0 48,289 -1.3 

医　療，福　祉 299,366 0.2 252,756 0.2 239,499 0.8 13,257 -9.3 46,610 0.4 

表１  産業別現金給与額（全国）

所定内給与 超過労働給与
産　　　業

現金給与総額
定期給与 特別給与

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差 前年差 前年差

千人 ％ 千人 ％ 千人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ 

調 査 産 業 計 51,298 1.0 35,326 1.6 15,972 -0.3 1.97 -0.19 1.98 -0.08 31.14 -0.39 

製　　造　　業 8,096 0.3 7,016 0.3 1,081 0.0 1.00 -0.17 1.03 -0.10 13.35 -0.02 

卸売業，小売業 9,501 0.5 5,372 1.8 4,128 -1.2 1.95 -0.12 1.95 -0.07 43.45 -0.78 

医　療，福　祉 7,679 1.8 5,181 1.5 2,498 2.4 1.79 -0.11 1.72 -0.06 32.54 0.17 

表３  産業、就業形態別常用労働者数（全国）

産　　業
常用労働者数 労 働 異 動 率 パートタイム

労働者比率一般労働者 パートタイム労働者

入職率 離職率

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差 前年差 前年差

千人 ％ 千人 ％ 千人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ 

調 査 産 業 計 51,299 1.0 35,326 1.6 15,972 -0.3 1.97 -0.19 1.98 -0.08 31.14 -0.39 

製　　造　　業 8,096 0.3 7,016 0.3 1,081 0.0 1.00 -0.17 1.03 -0.10 13.35 -0.02 

卸売業，小売業 9,501 0.5 5,372 1.8 4,128 -1.2 1.95 -0.12 1.95 -0.07 43.45 -0.78 

医　療，福　祉 7,679 1.8 5,181 1.5 2,498 2.4 1.79 -0.11 1.72 -0.06 32.54 0.17 

表３  産業、就業形態別常用労働者数（全国）

産　　業
常用労働者数

労 働 異 動 率 パートタイム

労働者比率一般労働者 パートタイム労働者

入職率 離職率


