
 

 

 

 

令和２年９月 28日 

 

 

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当） 

 

 

毎月勤労統計調査の公表結果の訂正について 

 

当調査において、今般、厚生労働省ホームページの掲載表について以下のとおり訂正い

たしましたのでお知らせします。 

利用者の方々にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。 

 

【訂正の範囲】 

500人以上規模抽出調査系列※における令和２年６月分結果数値（実数、指数、前年比等） 

 ※ 令和元年６月分調査から東京都 500 人以上規模の事業所については全数調査しているが、これ

に伴い、通常の公表値とは別に、参考値として令和元年５月以前と同様の抽出調査として統計的

処理である復元を行って集計した値を提供しているもの。 

 

【訂正の程度】 

令和２年６月分結果確報（概況）調査産業計、事業所規模５人以上、就業形態計におい

て、 

（実数） 

  ・現金給与総額で＋189円、きまって支給する給与で＋658円の訂正。 

（前年比） 

  ・現金給与総額の名目・実質賃金の前年比は訂正なし。 

  ・きまって支給する給与の名目・実質賃金の前年比はともに＋0.3％ポイントの訂正。 

 

【訂正の方法】 

・実数原表等（e-Statに掲載）の更新 

・令和２年６月分結果確報（概況）の訂正（厚生労働省 HPに掲載） 

 

【訂正の原因】 

令和元年６月分調査から開始した 500 人以上規模事業所を全数調査したことに伴い、

参考提供することとした 500人以上規模抽出調査系列の集計プログラムのミスによるも

の。 
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令和２年６月分結果確報（概況）
【参考資料２】「500人以上規模事業所」の全数調査（本系列）の実施状況と「500人以上規模抽出調査系列」の参考提供

（調査産業計、５人以上）

就業形態計 就業形態計
月間現金給与額【実数】 （円） 月間現金給与額【実数】 （円）

誤 正 差 誤 正 差

現金給与総額 438,829 439,018 189 現金給与総額 4,282 4,093 -189

きまって支給する給与 260,380 261,038 658 きまって支給する給与 1,174 516 -658

所定内給与 245,707 246,353 646 所定内給与 1,075 429 -646

所定外給与 14,673 14,685 12 所定外給与 99 87 -12

特別に支払われた給与 178,449 177,980 -469 特別に支払われた給与 3,108 3,577 469

月間現金給与額【前年比】 （％） 月間現金給与額【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

きまって支給する給与 -1.7 -1.4 0.3 きまって支給する給与 0.2 -0.1 -0.3

所定内給与 0.1 0.4 0.3 所定内給与 0.3 0.0 -0.3

所定外給与 -25.0 -24.9 0.1 所定外給与 0.5 0.4 -0.1

特別に支払われた給与 -3.7 -3.9 -0.2 特別に支払われた給与 1.2 1.4 0.2

実質賃金（きまって支給する給与） -1.8 -1.5 0.3 実質賃金（きまって支給する給与） 0.2 -0.1 -0.3

月間実労働時間数等【実数】 （時間） 月間実労働時間数等【実数】 （時間）

誤 正 差 誤 正 差

総実労働時間 136.8 136.9 0.1 総実労働時間 0.1 0.0 -0.1

所定外労働時間 7.9 8.0 0.1 所定外労働時間 0.1 0.0 -0.1

月間実労働時間数等【前年比】 （％） 月間実労働時間数等【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

総実労働時間 -4.1 -4.0 0.1 総実労働時間 0.1 0.0 -0.1

所定外労働時間 -24.0 -23.1 0.9 所定外労働時間 0.1 -0.8 -0.9

常用雇用【実数】 （千人／％） 常用雇用【実数】 （千人／ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

本調査期間末 51,176 51,179 3 本調査期間末 -9 -12 -3

パートタイム労働者比率 30.77 30.73 -0.04 パートタイム労働者比率 -0.10 -0.06 0.04

常用雇用【前年比】 （％） 常用雇用【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

パートタイム労働者比率 -0.63 -0.67 -0.04 パートタイム労働者比率 -0.01 0.03 0.04

一般労働者 一般労働者
月間現金給与額【実数】 （円） 月間現金給与額【実数】 （円）

誤 正 差 誤 正 差

現金給与総額 586,396 586,400 4 現金給与総額 5,388 5,384 -4

きまって支給する給与 332,339 333,155 816 きまって支給する給与 1,275 459 -816

所定内給与 312,222 313,028 806 所定内給与 1,162 356 -806

所定外給与 20,117 20,127 10 所定外給与 113 103 -10

特別に支払われた給与 254,057 253,245 -812 特別に支払われた給与 4,113 4,925 812

月間現金給与額【前年比】 （％） 月間現金給与額【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

きまって支給する給与 -2.4 -2.2 0.2 きまって支給する給与 0.3 0.1 -0.2

所定内給与 -0.4 -0.1 0.3 所定内給与 0.2 -0.1 -0.3

特別に支払われた給与 -4.9 -5.2 -0.3 特別に支払われた給与 1.1 1.4 0.3

実質賃金（きまって支給する給与） -2.6 -2.4 0.2 実質賃金（きまって支給する給与） 0.3 0.1 -0.2

常用雇用【実数】 （千人） 常用雇用【実数】 （千人）

誤 正 差 誤 正 差

本調査期間末 35,428 35,451 23 本調査期間末 48 25 -23

パートタイム労働者 パートタイム労働者
月間現金給与額【実数】 （円） 月間現金給与額【実数】 （円）

誤 正 差 誤 正 差

現金給与総額 105,138 105,096 -42 現金給与総額 85 127 42

きまって支給する給与 97,660 97,643 -17 きまって支給する給与 123 140 17

所定内給与 95,297 95,290 -7 所定内給与 118 125 7

（時間当たり給与） 1,230 1,231 1 （時間当たり給与） 3 2 -1

所定外給与 2,363 2,353 -10 所定外給与 5 15 10

特別に支払われた給与 7,478 7,453 -25 特別に支払われた給与 -38 -13 25

月間現金給与額【前年比】 （％） 月間現金給与額【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

現金給与総額 0.8 0.7 -0.1 現金給与総額 0.1 0.2 0.1

（時間当たり給与） 5.6 5.7 0.1 （時間当たり給与） 0.2 0.1 -0.1

所定外給与 -24.7 -25.0 -0.3 所定外給与 0.6 0.9 0.3

特別に支払われた給与 36.5 36.0 -0.5 特別に支払われた給与 -1.0 -0.5 0.5

実質賃金（現金給与総額） 0.7 0.6 -0.1 実質賃金（現金給与総額） 0.2 0.3 0.1

月間実労働時間数等【実数】 （時間） 月間実労働時間数等【実数】 （時間）

誤 正 差 誤 正 差

総実労働時間 79.4 79.3 -0.1 総実労働時間 -0.1 0.0 0.1

所定内労働時間 77.5 77.4 -0.1 所定内労働時間 -0.1 0.0 0.1

月間実労働時間数等【前年比】 （％） 月間実労働時間数等【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

総実労働時間 -6.2 -6.3 -0.1 総実労働時間 0.2 0.3 0.1

所定内労働時間 -5.8 -5.9 -0.1 所定内労働時間 0.2 0.3 0.1

常用雇用【実数】 （千人） 常用雇用【実数】 （千人）

誤 正 差 誤 正 差

本調査期間末 15,748 15,728 -20 本調査期間末 -57 -37 20

常用雇用【前年比】 （％） 常用雇用【前年比】 （ポイント）

誤 正 差 誤 正 差

本調査期間末 -1.3 -1.4 -0.1 本調査期間末 -0.2 -0.1 0.1

抽出調査系列 本系列と抽出調査系列の差分
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