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平成 23 年度 中小企業労働事情実態調査結果報告書  

 

 

【１】調査概要  

 １ 回答事業所数および従業者数 

 （１）回答事業所数および従業者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

 （２）従業員の雇用形態別構成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ 

２ 労働組合の有無‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

 ３ 経営状況 

 （１）現在の経営状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

 （２）主要事業の今後の方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６ 

 （３）経営上のあい路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

 （４）経営上の強み‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 

 （５）東日本大震災による経営への影響‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８ 

 ４ 労働時間 

 （１）週所定労働時間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９ 

 （２）月平均残業時間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９ 

 ５ 年次有給休暇 

 （１）年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数‥‥‥‥‥‥‥‥１０ 

 ６ 新規学卒者の採用状況 

 （１）新規学卒者採用の有無‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２ 

（２）新規学卒者採用の募集方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２ 

 （３）新規学卒者採用において重視する能力および資質‥‥‥‥‥‥‥‥１２ 

 （４）卒業後３年以内の既卒者の新規学卒者枠採用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３ 

 ７ 有期契約労働者の雇用 

 （１）有期契約労働者の雇用の有無‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３ 

 （２）契約更新の有無の明示およびその方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４ 

 （３）契約更新の実施方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４ 

 （４）契約更新の更新回数上限および勤続年数上限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５ 

 （５）有期契約労働者の処遇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５ 

 （６）有期契約労働者から正社員への転換‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５ 

 （７）有期契約労働者の雇止め‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７ 

８ 平成２３年３月新規学卒者の採用と初任給 

 （１）新規学卒者の採用状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７ 

 （２）平成２３年３月新規学卒者１人当たりの平均初任給額‥‥‥‥‥‥１８ 

９  平成２４年３月新規学卒者の採用計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９ 

１０ 賃金改定状況 

 （１）賃金改定実施状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９ 

 （２）平均昇給額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０ 

 
 
【Ⅱ】調査票  
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調  査  の  あ  ら  ま  し  

 

○調査の目的  

  本調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労          

働対策の樹立並びに時宜を得た中央会労働支援方針の策定に資することを目      

的とする。 

○調査の方法  

     全国統一調査票による郵送調査  

○調査時点  

     平成２３年７月 1 日 

○調査対象  

     ①  調査対象事業所  ８００事業所（製造業４４０、非製造業３６０） 

     ②  有効回答数    ４６６事業所（製造業２３６、非製造業２３０） 

     ③  回  答  率      ５８．２５％ 

○主な調査項目  

     ①  経営状況 

     ②  経営上のあい路 

     ③  経営上の強み 

     ④  東日本大震災による経営への影響 

     ⑤   労働時間 

     ⑥  年次有給休暇 

     ⑦   新規学卒者の採用状況 

     ⑧  有期契約労働者の雇用 

     ⑨  新規学卒者の採用と初任給  

     ⑩   新規学卒者の採用計画 

     ⑪  賃金改定状況 
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【Ⅰ】調査結果の概要 

１ 事業所概要 

（１）回答事業所数および従業者数 

 調査対象８００事業所のうち４６６事業所（回答率５８．２５％）から回答が寄せられた。業種別の

回答率は製造業が５３．６％、非製造業が６３．９％となっている。 

 回答事業所を従業員規模別の比率でみると、製造業２３６事業所のうち「１０人未満」規模の事業所

が２５．９％、「１０～２９人」規模が３４．３％、「３０～９９人」規模が３０．１％、「１００人

以上」規模が９．７％となっている。 

非製造業２３０事業所では「１０人未満」規模の事業所が２７．８％、「１０～２９人」規模が４３．

９％、「３０～９９人」規模が２２．６％、「１００人以上」規模が５．７％となっている。（図－１） 

 

図－１ 従業員規模別回答割合 

 

 

 

表―１ 回答事業所数および従業員数                                    単位：人、( )内は男女比率 

業   種 
調査事

業所数 

回答事

業所数 
従業員数 男  性 女  性 

総   数 ８００ ４６６ １６，３６３ １１，４１６（69.8%）  ４，９４７（30.2%） 

製 造 業 ４４０ ２３６  ９，４２３  ６，１０３（64.8%）  ３，３２０（35.2%） 

 

 食 料 品  ６８  ４０  １，５５０    ８１６（52.6%）    ７３４（47.4%） 

 繊維工業  ３６  ２５  １，３０６    ２０９（16.0%）  １，０９７（84.0%） 

 木材・木製品  ６６  ３５  １，０４４    ８３３（79.8%）    ２１１（20.2%） 

 印刷・同関連  ４５  ２０    ３８９    ２５９（66.6%）    １３０（33.4%） 

 窯業・土石  ５１  ３８    ７５８    ６６０（87.1%）     ９８（12.9%） 

 化学工業  ２０   ５    １６２    １１５（71.0%）     ４７（29.0%） 

 金属、同製品  ６８  ３９  ２，０９４  １，８１２（86.5%）    ２８２（13.5%） 

 機械器具  ５８  １８  １，６７０  １，１２４（67.3%）    ５４６（32.7%） 

 その他製造業  ２８ １６    ４５０    ２７５（61.1%）    １７５（38.9%） 

 非 製 造 業 ３６０ ２３０  ６，９４０  ５，３１３（76.6%）  １，６２７（23.4%） 

 

 情報通信業  １２ １１      ４３７    ３２５（74.4%）    １１２（25.6%） 

 運輸業  ５７   ３７  ２，０００  １，８１５（90.8%）    １８５（ 9.3%） 

 建設業  ８３   ５４  １，７１９  １，５０９（87.8%）    ２１０（12.2%） 

 卸売業  ７９   ４４  １，０４５    ６５６（62.8%）    ３８９（37.2%） 

 小売業  ４８   ３０    ４０８    １７３（42.4%）    ２３５（57.6%） 

 サービス業  ８１   ５４  １，３３１    ８３５（62.7%）    ４９６（37.3%） 
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回答事業所の総従業員数は、１６，３６３人（１事業所あたり平均３５人）で、内訳は、男性が１１，

４１６人、女性が４，９４７人となっている。男女比率は、男性６９．８％（全国６９．２％）、女性

３０．２％（同３０．８％）と全国の比率とほぼ同じ値となっている。 

そのうち、常用労働者数 (※1) は１５，９３９人（総従業員数比９７．４％）で、うち男性が１１，

２０２人（同９８．１％）、女性が４，７３７人（同９５．８％）となっている。 

 また、業種別に男女の占める割合をみると、男性従業員が最も多い業種は「運輸業」の９０．８％、

次いで「建設業」の８７．８％、「窯業・土石製品製造業」の８７．１％となっている。 

一方、女性従業員が最も多い業種は「繊維工業」で８４．０％と圧倒的に高く、次いで「小売業」の

５７．６％、「食料品製造業」の４７．４％となっている。（表－１） 

（※1 常用労働者…期間を決めず、または１か月を超える期間を決めて雇われている者など、常時使用

されている労働者。） 

 

（２）従業員の雇用形態別構成 

 従業員の雇用形態別構成をみると、全体では「正社員」が１３，６３９人（８３．４％）、「パート

タイマー」が１，６６３人（９．６％）、「アルバイト・その他」が８７０人（５．３％）、「派遣」

が１９１人（１．２％）となっている。 

業種別に構成比をみると、「パートタイマー」が「サービス業」で２５．２％、「食料品製造業」で

２４．３％、「小売業」で１９．９％といずれも２割ほどの高い割合を占めている。また、「化学工業」

はパートタイマーの雇用はなく、「アルバイト・その他の雇用」が２４．１％と高い割合を占めている。

（図－２） 

 

図－２ 業種別雇用形態の構成 

 

男女別に雇用形態の比率をみると、男性は「正社員」が９１．１％と９割を超える高い割合を占め、

「パートタイマー」は２．８％となっている。 

対して、女性は「正社員」が６５．５％にとどまり、「パートタイマー」が２７．２％と、男性に比

べてパートタイマーの比率が高くなっている。（図－３） 
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図－３ 男女別雇用形態の構成 

 

 

２ 労働組合の有無 

 回答事業所のうち、労働組合がある事業所は１１．４％（全国７．５％）となっており、全国に比べ

わずかに上回っている。 

業種別では、製造業が１４．４％、非製造業が８．３％となっており、製造業で労働組合の組織率が

高くなっている。 

 また、従業員規模別にみると、労働組合がある事業所は「３０人～９９人」規模が２０．３％、「１

００人以上」規模では３６．１％となっており、従業員規模が大きい事業所ほど組織率が高いことが窺

える。（図－４） 

 

図－４ 労働組合の有無 

 

 

３ 経営状況 

（１）現在の経営状況 

 経営状況について、１年前と比べて状況が「悪い」とする事業所が５３．９％（昨年５０．１％）と

最も多く、「変わらない」は３６．１％（同３７．７％）、「良い」とする事業所は１０．１％（同１

２．１％）にとどまっている。昨年の調査と比較すると、「悪い」が３．８ポイント増加し、「良い」

が２ポイント減少しており、昨年よりも経営状況の厳しさが増した結果となった。 

 また、全国の経営状況をみると、「悪い」が５１．４％、「変わらない」が３８．６％、「良い」が

１０．０％となっている。（図－５） 
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図－５ 経営状況の推移 

 
 

 

（２）主要事業の今後の方針 

 主要事業の今後の方針についてみると、「現状維持」が６９．６％（昨年６４．７％）と圧倒的に多

く、次いで「強化拡大」が２２．２％（同２３．４％）、「縮小」が７．１％（同１１．０％）となっ

ている。昨年と比較すると「強化拡大」「縮小」がともに減少し、「現状維持」が増加しており、事業

経営に対して積極的な展開を抑えている状況にあることが窺える。 

また、業種別にみると、製造業の「強化拡大」が２０．９％（昨年２５．３％）と昨年に比べ、４．

４ポイント減少しているのに対し、非製造業は「強化拡大」が２３．６％（同２１．２％）と昨年より

２．４ポイント増加し、「縮小」が４．８％（同９．４％）と４．６ポイント減少しており、非製造業

のほうが、事業強化に対する取り組みが比較的多くみられる結果となった。（図－６） 

 

図―６ 主要事業の今後の方針 
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（３）経営上のあい路 

 経営上のあい路を３項目以内で複数選択してもらった結果、「販売不振・受注の減少」が６２．２％

（昨年６６．４％）と昨年に比べて４．２ポイント減少したものの、最も多く、１４年連続で１位とな

っている。次いで、「同業他社との競争激化」が４１．５％（同４４．１％）、「原材料・仕入品の高

騰」が３１．２％（同２３．６％）と続いており、「原材料・仕入品の高騰」は昨年より７．６ポイン

ト増して、前年３位だった「製品価格（販売価格）の下落」を上回り順位が入れ替わった。 

 業種別にみると、製造業では、「販売不振・受注の減少」が６７．１％と圧倒的に多く、次いで「原

材料・仕入品の高騰」が３８．９％、「同業他社との競争激化」が２７．４％となっている。 

また、非製造業においては、「販売不振・受注の減少」が５７．１％、「同業他社との競争激化」が

５６．３％と大きく二分するかたちとなり、３位は「原材料・仕入品の高騰」が２３．２％となってい

る。（図―７） 

 

図―７ 経営上のあい路 

 
 

（４）経営上の強み 

 経営上の強みを３項目以内で複数選択してもらった結果、「顧客への納品・サービスの速さ」が３

０．４％（昨年３３．９％）、次いで「製品の品質・精度の高さ」が２８．３％（同２８．９％）、「組

織の機動力・柔軟性」が２３．４％（同２５．３％）と続いており、この３項目の順位は５年連続変動

していない。 

業種別でみると、製造業は、「製品の品質・精度の高さ」が４３．９％と最も多く、次いで「顧客へ

の納品・サービスの速さ」が２８．９％、３位には「生産技術・生産管理能力」が２７．２％となって

いる。 

非製造業は、「顧客への納品・サービスの速さ」が３１．８％、次いで「組織の機動力・柔軟性」が

２８．２％、３位には「商品・サービスの質の高さ」が２７．７％となっている。 

製造業は、主に、製品力、生産力、サービス力が上位となっているのに対して非製造業では、サービ

ス力、組織力が上位となっており、それぞれに特化した内容が上位にならび相違がみられるのが特徴的

である。（図―８） 

 

 

 

 



8 

図―８ 経営上の強み 

 

 

（５）東日本大震災による経営への影響 

 東日本大震災による経営への影響について複数選択してもらった結果、「資材・部品・商品等の調達・

仕入難」が５３．２％と最も多く、次いで「風評による来客・販売の減少」が１６．０％、「電力不足

による操業の低下」が１４．１％となっている。また、「影響はない」が１６．０％となっており、震

災の影響を受けなかった事業所も比較的多かったことが窺える。 

業種別でみると、製造業は、「資材・部品・商品等の調達・仕入難」が５６．５％と圧倒的に多く、

次いで「電力不足による操業の低下」が１８．５％、３位に「休業の実施」が１５．５％となっている。 

非製造業では、同じく「資材・部品・商品等の調達・仕入難」が５０．０％と最も多く、次いで「風

評による来客・販売の減少」が２０．９％、３位に「影響はない」が１８．３％となっており、製造業

と非製造業で経営に影響を受けた状況に相違がみられた。（図―９） 

 

図―９ 東日本大震災による経営への影響  
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４ 労働時間 

（１）週所定労働時間（残業時間、休憩時間除く） 

 従業員の週所定労働時間をみると、「３８時間以下」の事業所が１２．３％（昨年１４．１％）、「３

８時間超４０時間未満」が３３．８％（同３０．９％）となっており、「４０時間」は最も多い４８．

０％（同４８．１％）となっている。この３つを併せた「４０時間以下」の範囲でみると９４．０％（同

９３．１％）の割合となり、昨年よりも０．９ポイント増加している。 

全国の「４０時間以下」の割合をみると８７．３％（同８６．０％）となっており、比較すると本県

の割合が全国より上回った結果となっている。 

また、「４０時間超４４時間以下」は６．０％（同６．８％）で、昨年より減少している。（図―１

０） 

 

図―１０ 週所定労働時間 

 
 

（２）月平均残業時間（時間外労働・休日労働） 

 従業員１人あたりの月平均残業時間をみると、８．６０時間（昨年８．８７時間）となっており、昨

年よりわずかに減少した。また、全国の平均は９．９４時間（同９．５６時間）で、比較すると本県が

１．３４時間少ない結果となっている。 

内訳をみると、「残業なし」が２７．７％（昨年２５．５％）と、昨年より２．２ポイント増加して

いる。「１０時間未満」が３６．１％（同３６．６％）と最も多く、「１０時間以上２０時間未満」は

２２．８％（同２２．２）となっている。 

従業員規模別にみると、「１０人未満」規模の事業所では１人あたり月平均５．７７時間、「１０人

以上３０人未満」規模では７．９８時間、「３０人以上１００人未満」規模では１０．６６時間、「１

００人以上」規模では１３．７７時間となっており、従業員規模が大きくなるほど残業時間が多いこと

が窺える。 

業種別では、製造業が１人あたり月平均７．６７時間（昨年７．７３時間）に対し、非製造業は平均

９．５６時間（同１０．１８時間）となっており、非製造業のほうが１．８９時間多くなっている。ま

た、最も平均残業時間が多いのは、「化学工業」の１９．７６時間で、続いて「運輸業」の１８．７６

時間となっている。（図－１１、図－１２）  
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図―１１ １人当たり月平均残業時間 

 

 

 

 

 

図―１２ １人あたり月平均残業時間比率  

 

 

 

５ 年次有給休暇 

（１）年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数 

従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数をみると、１６．７日（昨年１６．１日）と、昨年

をわずかに上回った。全国は１５．５日（同１５．３日）となっており、本県のほうが１．２日多い結

果となった。 

内訳をみると 1人当たり平均「１５～２０日未満」が４９．６％と最も多く、次いで「２０日～２５
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日未満」が２４．０％となっており、併せると７割を超える割合となっている。また、「１０日未満」

とする事業所が７．７％（昨年８．０％）あり、当該事業所は対応が必要である。(※2)  

従業員１人当たりの平均取得日数は、６．９日（昨年６．９日）と昨年と同日数となっており、また、

全国平均も６．９日と同日数となった。 

取得率を業種別にみると、「７０～１００％」の取得率が「化学工業」で４０．０％と高い割合とな

っており、次いで「窯業・土石」が３５．３％、「印刷・同関連」で３３．３％となっている。（図－

１３、図－１４） 

（※2 労働基準法では６か月以上継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した従業員（パートタイマー

を含む。）に対し有給休暇を１０日付与することが定められている。） 

 

図－１３ 年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数 

 

 

 

 

図－１４ 年次有給休暇の平均取得率 
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６ 新規学卒者の採用状況 

（１）新規学卒者採用の有無 

 新規学卒者の採用をみると、「毎年採用している」が７．１％にとどまり、「必要に応じて不定期に

採用している」が３３．９％、「新規学卒者は採用していない」は５６．４％となっている。（図－１

５） 

図－１５ 新規学卒者の採用 

 

 

 

（２）新規学卒者採用の募集方法 

前問で「採用している」と回答のあった事業所を対象に、新規学卒者の採用にあたり効果的だった募

集方法について３項目以内で複数選択してもらった結果、「ハローワークへの申込み」が６９．３％、

「学校への求人・学校からの推薦」が６１．４％と圧倒的に多かった。対して、「求人情報誌・新聞・

チラシ等への掲載」は３．０％、「求人情報サイトへの登録・掲載」は２．５％となっており、窓口を

介した募集方法が大きな効果をあげていることが窺える。（図－１６）  

 

図－１６ 新規学卒者の採用において効果的な募集方法 

 
 

 

（３）新規学卒者採用において重視する能力および資質 

 （１）の問いで「採用している」と回答のあった事業所を対象に、新規学卒者を採用する際に重視す

る能力および資質について３項目以内で複数選択してもらった結果、最も多かったのが「熱意・意欲」

の６５．２％で、次いで「協調性・コミュニケーション力」が５６．２％、「一般常識・教養」が４５．

３％となっている。 

 業種別にみると、製造業、非製造業とも上位３項目は同じで、製造業では「理解力・判断力」が３１．
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８％と続き、非製造業では「専門的知識・技能」が２５．５％とそれぞれ上位にあがっている。（図－

１７） 

図－１７ 採用において重視する能力および資質 

 

 

（４）卒業後３年以内の既卒者の新規学卒者枠採用  

 卒業後３年以内既卒者の新規学卒者枠の採用についてみると、「新規学卒者に含めている」は１１．

４％にとどまり、「新規学卒者には含めていない」は２９．５％となっている。（図―１８） 

（※ 平成２２年１１月、卒業後３年間は新卒者の採用枠で応募できるよう「青少年雇用機会確保指

針」が改正されました。厚生労働省では、卒業後３年以内の既卒者を新卒枠で採用する企業を支援する

奨励金制度を創設しております。） 

 

図－１８ 卒業後３年以内既卒者の新規学卒者枠採用  

 

 

 

７ 有期契約労働者の雇用  

（１）有期契約労働者の雇用の有無 

 有期契約労働者の雇用状況をみると、「雇用している」は４１．４％となっている。 

雇用形態の比率をみると、「嘱託社員（定年後の再雇用）」が４０．４％と最も多く、次いで「パー

トタイマー」が２８．０％、「契約社員」が２２．３％となっている。（図―１９） 
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図－１９ 有期契約労働者の雇用 

 
 

（２）契約更新の有無の明示およびその方法 

契約更新の有無の明示については、「全員に明示している」が９１．２％、「一部の人には明示し

ている」が４．７％となっており、多くの事業所において、契約更新の有無の明示が行われている。 

また、その明示方法について複数選択してもらった結果、「書面の交付」が８７．０％と圧倒的に

多く、「口頭による通知」が１２．５％となっている。 

（図－２０） 

 

図－２０ 契約更新有無の明示 

 

 

（３）契約更新の実施方法 

契約更新の実施方法について複数選択してもらった結果、「更新の都度、詳しく説明を行ったうえで

労働者の署名または記名押印を求めている」が５３．１％と最も多く、次いで「書面は交付しているが、

期間満了後に締結するなど、形式的なものである」が１８．２％となっている。（図－２１） 

 

図－２１ 契約更新の実施方法 
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（４）契約更新の更新回数の上限および勤続年数の上限 

契約更新回数の上限をみると、「定めていない」が７６．６％となっており、「４～５回」を上限と

する事業所が１５．６％、「１～３回」が６．８％となっている。 

契約更新の上限勤続年数をみると、「定めていない」が７５．１％となっており、「３年超５年以内」

を上限とする事業所は１１．６％、次いで多いのは「１年以内」で８．５％となっている。（図－２２） 

 

図－２２ 更新の上限回数および上限勤続年数 

 

 

 

（５）有期契約労働者の処遇 

有期契約労働者に対する処遇について複数選択してもらった結果、「定期健康診断の実施」が７５．

６％、「社会保険への加入」が７５．１％とともに多く、次いで「慶弔休暇の付与」が５７．５％、

「福利厚生の利用」が５２．３％と続いている。このことから、多くの事業所が有期契約労働者の処

遇に積極的に対応していることが窺える。（図－２３） 

 

図－２３ 有期契約労働者の処遇 

 
 

（６）有期契約労働者から正社員への転換 

過去３年間における有期契約労働者から正社員への転換ついては、「転換したことがある」事業所は

１４．４％であった。 
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正社員へ転換する際に基準にしたことを複数選択してもらった結果、「勤務成績・勤務態度」が８３．

６％、次いで「労働者の能力」が７６．１％と上位にあがった。 

対して、正社員へ転換を行わなかった理由について複数選択してもらった結果、「正社員転換制度が

ない」が３３．１％、次いで「人件費が増大する」が２３．２％となっている。また、「その他」が３

２．４％と高い割合となっているが、主な理由として「定年後の再雇用のため」「繁忙期のみの雇用の

ため」「本人が希望しない」が多くあげられた。（図－２４、図－２５、図－２６） 

 

図―２４ 有期契約労働者から正社員への転換（過去３年間）  

 

 

 

 

図―２５ 正社員へ転換する際の基準  

 
 

 

図―２６ 正社員へ転換を行わなかった理由  
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（７）有期契約労働者の雇止め  

過去３年間における有期契約労働者の雇止め(※3)についてみると、「雇止めをしたことがある」事

業所は１６．５％となっている。 

雇止めを行った理由について３項目以内で複数選択してもらった結果では、「業務量の減少」が４０．

３％と最も多く、次いで「労働者の能力不足」が２３．４％、「経営状況の悪化」が１８．２％と続い

ている。（図－２７、図－２８） 

（※3 雇止め…契約期間満了後、有期労働契約を更新しない。） 

 

図―２７ 有期契約労働者の雇止め（過去３年間）  

 

 

 

図―２８ 雇止めを行った理由  

 

 

８ 平成２３年３月新規学卒者の採用と初任給  

（１）新規学卒者の採用状況 

 平成２３年３月の新規学卒者の採用者数は、全体で１６３名（昨年１３９名）と昨年３月を２４名上

回った。このうち、高校卒では昨年３月の採用者数９１名を１９名上回っている。（表－２） 

 

表―２ 新規学卒者の採用状況                                         単位：人 

 平成２２年３月卒 平成２３年３月卒 

採用予定数 採用人数  採用予定数 採用人数  

大学卒  
技術系  １９  １５  １２  １２  

事務系  １１  １１  １９  １９  

短大卒  
技術系  ３  ３  ８  ８  

事務系  ４  ４  ２  ２  
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 平成２２年３月卒 平成２３年３月卒 

採用予定数 採用人数  採用予定数 採用人数  

専門学校卒 
技術系  １３  １３  ９  ９  

事務系  ２  ２  ３  ３  

高校卒  
技術系  ８６  ８２  １０１  ９８  

事務系  １０  ９  １２  １２  

合   計  １４８  １３９  １６６  １６３  

 

 

（２）平成２３年３月新規学卒者１人当たりの平均初任給額 

平成２３年３月新規学卒者１人当たりの平均初任給額（平成２３年６月支給額）を学歴別にみると、 

大学卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１８４，９８９円（加重平均１８５，２４１円）、事

務系が１６３，９５６円（同１７０，７１２円）となっている。 

 短大（含高専）卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１４５，１０５円（加重平均１４５，１

０５円）、事務系が１１３，７２７円（同１１３，７２７円）となっている。 

 専門学校（専修学校専門課程：２年制以上）卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１４５，２

１９円（加重平均１４６，０８９円）、事務系が１５５，０００円（同１５５，０００円）となってい

る。 

 高校卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１３４，８６９円（加重平均１３５，３３４円）、

事務系が１３７，２４８円（同１３７，１２３円）となっている。（表－３） 

 

   表―３ 新規学卒者の初任給額（加重平均）                                単位：円 

 平成２３年３月新規学卒者 

全国平均 秋田県  製造業 非製造業  

大学卒  
技術系  194,002 185,241 185,299 185,222 

事務系  189,245 170,712 159,046 177,517 

短大卒  
技術系  168,373 145,105 129,116 161,094 

事務系  163,809 113,727 92,453 135,000 

専門学校卒 
技術系  165,888 146,089 143,100 146,943 

事務系  165,786 155,000 135,000 165,000 

高校卒  
技術系  155,925 135,334 133,619 141,621 

事務系  151,687 137,123 137,933 136,544 

 平成２２年３月新規学卒者 

全国平均 秋田県  製造業 非製造業  

大学卒  
技術系  194,684 170,673 171,429 170,013 

事務系  191,331 173,431 176,338 165,680 

短大卒  
技術系  172,214 176,333 ―  176,333 

事務系  163,939 158,070 153,467 171,880 

専門学校卒 
技術系  164,525 151,154 151,444 150,500 

事務系  166,317 126,000 130,000 122,000 

高校卒  
技術系  155,158 136,800 135,029 142,674 

事務系  150,825 136,000 135,000 136,286 

（単純平均は、各事業所の１人当たり平均初任給額を足し上げ、事業所数で除した

数値です。 

 加重平均は、各事業所の１人当たり平均初任給額に採用した人数を乗じて得た    

数の総和を採用した人数の総和で除した数値です。） 
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９ 平成２４年３月新規学卒者の採用計画 

 平成２４年３月の新規学卒者の採用計画をみると、「採用計画がある」とする事業所は、製造業２８

事業所で１１．９％（昨年３３事業所１３．７％）、非製造業１９事業所で８．３％（同１８事業所１

８．５％）にとどまっており、前年３月と比較すると製造業は１．８ポイント、非製造業は１０．２ポ

イント減少している。 

製造業、非製造業とも「採用計画がない」事業所の割合が多く、新規学卒者にとって厳しい状況が窺

える。（図－２９） 

図―２９ 平成２４年３月の採用計画 

 

 

 

また、平成２４年３月に新規学卒者の採用を計画している事業所数を学卒別にみると、大学卒の採用

を計画しているのは１７事業所（前年２２事業所）、専門学校卒を計画しているのは６事業所（前年９

事業所）と、ともに減少している。一方、短大卒を採用計画とする事業所のみ前年に比べ増加している

が、全体数では前年に比べ減少している。（図－３０） 

 

図―３０ 学卒別採用予定事業所数 

 

 

１０ 賃金の改定状況 

（１）賃金の改定実施状況 

 平成２３年１月１日から７月１日（本調査時点）までの賃金の改定状況をみると、全体では、賃金を

「引上げた」事業所は、１２０事業所２５．８％（昨年１２９事業所２８．５%）で、昨年に比べ２．

７ポイント減少している。 

また、「引下げた」事業所は、７事業所１．５％（昨年１９事業所４．２％）で昨年に比べ２．７ポ

イント減少している。 
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労働組合の有無別で賃金の改定状況をみると、労働組合がある事業所のほうが「引上げた」比率が高

く、製造業５８．８％、非製造業３６．８％となっている。 

労働組合がない事業所で「引上げた」とする製造業は１９．３％、非製造業は２５．７％にとどまっ

ている。（図－３１）                     

 

図―３１ 賃金改定状況 

 

 

 

 

（２）平均昇給額 

 賃金改定を実施した事業所の中で「引上げ」を行った事業所の昇給額をみると、単純平均が４，１２

８円（全国５，６４６円）、加重平均が３，５１６円（同４，３６２円）となっている。 

業種別に加重平均をみた場合、製造業が３，１２８円、非製造業が４，２８９円となっており、非製

造業が１，１６１円高くなっている。また、昇給額が最も高かった業種は、「卸売業」で５，１３０円、

次いで「窯業・土石」が４，７６２円、「建設業」が４，７４１円と続いている。 

「引下げ」を行った事業所の降給額をみると、単純平均が１１，９０６円（全国２４，４７５円）、

加重平均が８，２６７円（同１５，５５２円）となっている。業種別に加重平均をみると、製造業が１

１，６０４円、非製造業が６，６３２円となっている。 

秋田県の平均昇給額をみると、加重平均が２，０７６円（単純平均１，８０４円）と昨年の７６５円

に比べて１，３１１円増加している。また、業種別に加重平均をみると、製造業が１，９６４円、非製

造業が２，２７５円と３１１円の差が生じている。（表－４、表－５、図－３２） 

 

表―４ 平均昇給（引上げ事業所）  

区 分 
全  国 秋田県 製造業 非製造業 

昇給額 昇給率 昇給額 昇給率 昇給額 昇給率 昇給額 昇給率 

単純平均 5,646円 2.30％ 4,128円 1.88％ 4,029円 1.92％ 4,225円 1.86％ 

加重平均 4,362円 1.76％ 3,516円 1.59％ 3,128円 1.49％ 4,289円 1.78％ 

 

表―５ 平均昇給（引下げ事業所） 

区 分 
全  国 秋田県 製造業 非製造業 

降給額 降給率 降給額 降給率 降給額 降給率 降給額 降給率 

単純平均 24,475円  8.97％ 11,906円  6.18％ 10,510円  5.12％ 12,465円  6.64％ 

加重平均 15,552円  5.91％  8,267円  4.00％ 11,604円  5.77％  6,632円  3.16％ 
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図―３２ 秋田県平均昇給額の推移（加重平均） 
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