
 

賃 金 福 祉 統 計 室 

 

 

賃金構造基本統計調査報告の掲載表及び分冊の削減について 

 

 

１ 現状と問題点 

賃金構造基本統計調査報告（以下、「報告書」という）は、調査年の翌年６月に５分冊・全 2,428

頁で各 560 部を発行している。 

報告書作成を含めた賃金構造基本統計調査の印刷製本費は、予算額より調達契約額の方が大

きく上回っており、予算超過が続いている。原材料費及び人件費高騰の影響から、報告書及び

調査用品の作成が困難となるおそれがある。 

また、賃金構造基本統計調査の見直しにおいて、学歴区分及び職種区分等の変更が予定され

ており、報告書の頁数が大幅増加する見込みであることから、更なる経費不足を招くおそれが

ある。更に、報告書校正作業のための臨時集計員の増員のための経費確保も必要となる。 

 

 

２ 報告書の掲載表及び分冊の削減 

上記問題点を解消する観点から、報告書に掲載する統計表及び分冊数の削減を行う。削減の

詳細は別紙を参照。 

平成 21 年調査より全統計表を政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載しているため、活用ニー

ズの高い主要統計表のみを掲載することを基本に、現行５巻の掲載表を精査し２巻構成とする。 

 

 

３ 報告書閲覧者への影響 

賃金構造基本統計調査は、現状でもすべての統計表を報告書に掲載することができないため、

報告書に「収録・未収録一覧表」を掲載しており、未収録箇所については賃金福祉統計室へ問

い合わせいただくことで、個別対応している。未収録の統計表が増加しても、未収録箇所の閲

覧方法は現状と変わらず、報告書閲覧者の利便性が損なわれることはない。 

また、平成 21 年調査より全統計表を e-Stat 上に掲載していることから、少なくともインター

ネットを利用可能な報告書閲覧者の利便性が損なわれることはない。 

なお、報告書の配布先は、官公庁・国立国会図書館などインターネット経由で e-Stat の閲覧

が可能な環境であることから、報告書配布先での報告書閲覧者の利便性が損なわれることもな

い。 

資料４ 



別紙
賃金構造基本統計調査報告の掲載表及び分冊の削減

分冊 表番号 統計表名 所要頁数 分冊 表番号 統計表名 所要頁数

第１表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 100 第１表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 78

第２表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 270 第２表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 76

第３表 年齢階級、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 154 第３表 年齢階級、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 43

524 第４表 短時間労働者の年齢階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 10

第１表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 216 第５表 短時間労働者の年齢階級、勤続年数階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 34

第２表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 216 第６表 短時間労働者の１時間当たり所定内給与額階級別労働者数及び１時間当たり所定内給与額の分布特性値 4

第３表 年齢階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 30 245

462 第１表 役職、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 40

第１表 役職、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 40 第２表 役職、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 20

第２表 役職、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 20 第３表 役職、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 8

第３表 役職、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 8 第４表 職種別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 12

第４表 職種別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 12 第５表 職種・性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 62

第５表 職種・性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 62 第６表 職種・性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 31

第６表 職種・性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 31 第７表 職種・性、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 9

第７表 職種・性、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 9 第８表 短時間労働者の職種別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 4

第８表 新規学卒者の初任給額 6 第９表 標準労働者の年齢各歳別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 68

第９表 新規学卒者の初任給額階級別労働者数及び初任給額の分布特性値 18 第10表 標準労働者の年齢階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 14

第10表 標準労働者の年齢各歳別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 68 第11表 標準労働者の特定年齢別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 24

第11表 標準労働者の年齢階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 14 第12表 雇用形態、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 40

第12表 標準労働者の特定年齢別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 24 第13表 雇用形態、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 20

第13表 短時間労働者の年齢階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 10 第14表 雇用形態、年齢階級、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 3

第14表 短時間労働者の年齢階級、勤続年数階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 34 第15表 短時間労働者の雇用形態、年齢階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 4

第15表 短時間労働者の１時間当たり所定内給与額階級別労働者数及び１時間当たり所定内給与額の分布特性値 4 第16表 短時間労働者の雇用形態、年齢階級、勤続年数階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 2

第16表 短時間労働者の職種別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 4 第17表
短時間労働者の雇用形態、１時間当たり所定内給与額階級別労働者数及び１時間当たり所定内給与額の分布特性
値

2

第17表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（企業規模５～９人） 7 第18表 新規学卒者の初任給額 6

第18表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（企業規模５～９人） 12 第19表 新規学卒者の初任給額階級別労働者数及び初任給額の分布特性値 18

第19表 年齢階級、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値（企業規模５～９人） 14 387

第20表 短時間労働者の年齢階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（企業規模５～９人） 4 632

第21表
短時間労働者の年齢階級、勤続年数階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（企業規模
５～９人）

5

第22表
短時間労働者の１時間当たり所定内給与額階級別労働者数及び１時間当たり所定内給与額の分布特性値（企業規
模５～９人）

2 …　そのまま移行

408 …　表側区分を見直して移行(頁数減少）

第１表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 288 …　報告書未収録とする統計表

第２表 職種・性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 48

第３表 新規学卒者の初任給額 5

第４表 短時間労働者の１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 6

第５表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（企業規模５～９人） 66 注：　１）　報告書掲載統計表においても、未収録の表頭・表側・欄外項目がある。

第６表 短時間労働者の１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（企業規模５～９人） 6 　　　２）　所要頁数には、目次、収録・未収録一覧表、調査の概要、英訳対照表、参考表（誤差率表）等の

419 　　　　　　統計表以外の頁を含んでいない。

第１表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 152

第２表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 74

第３表 年齢階級、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値 11

第４表 短時間労働者の年齢階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 10

第５表 短時間労働者の年齢階級、勤続年数階級別１時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 5

第６表 短時間労働者の１時間当たり所定内給与額階級別労働者数及び１時間当たり所定内給与額の分布特性値 2

第７表 臨時労働者の年齢階級別１時間当たりきまって支給する現金給与額 22

第８表
臨時労働者の１時間当たりきまって支給する現金給与額階級別労働者数及び１時間当たりきまって支給する現金給
与額の分布特性値

4

第９表 臨時労働者の職種別１時間当たりきまって支給する現金給与額 12

292

2,105

平成29年報告書 平成30年報告書
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第４巻
【都道府県別】


