
 

 

凡    例 
1. この年報は我が国における労働経済及び労働情勢に関する平成28年（2016年）の統計を収録したもので

ある。 

2. 統計表の配列については主な労働統計に関する項目をⅠ、Ⅱ、Ⅲ等に分類し、これを更に調査種別によ

ってＡ、Ｂ、Ｃ等に細別して掲げた。 

3. 各統計調査（業務統計を除く）の説明は内容項目順に巻末にまとめて記載した。 

4. 統計表の担当、出所及び掲載資料名は当局のもののほかは“調査の説明”又は“脚注”に掲げた。 

5. 特に年度と示した場合のみ会計年度を示し、その他の年次は暦年で表示している。 

6. 規模と表示したのは、特記しない限り事業所規模を示している。 

7. 労働者とは労務者及び職員を含む。 

8. 数字の単位未満は四捨五入することを原則とした。このため合計の数字と内訳の数字が一致しない場合

もある。 

9. 統計表の符号等の用法は次のとおりである。 

  「０」 ············ 単位未満 

  「－」 ············ 計数のない場合 

  「・」 ············ 統計項目のあり得ない場合 

  「…」 ············ 当該調査がないもの 

  「Ｐ」 ············ 暫定数字 

  「複数回答」 ···· ２つ以上の複数回答を示す 

10. 本書刊行後、統計データに訂正等があった場合には、厚生労働省ホームページ上に掲載している「労働

統計年報」【http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou-nenpou2016.html】にて修正後の統計

表を掲載する。 

11. 集録した統計表について、更に詳細な数字が必要な場合、あるいは疑問がある場合には、調査の説明又

は表に注記の資料作成の機関、あるいは当局普及相談室 

 （電話 03－5253－1111内線7683）に照会されたい。 

 

Explanation of Signs Used in the Tables 
1.  This Year Book contains statistics on the labour economy and conditions relating to labour in 

Japan for 2016. 
2.  The major areas covered by the statistical tables are indicated by Ⅰ ,Ⅱ ,Ⅲ , etc., and 

subdivided into A, B, C, etc. 
3.  Explanations for all surveys (except for administrative statistics) may be found at the end of the 

Year Book. 
4.  For statistical tables other than those prepared by the Policy, the competent authorities, 

sources, or names of publications in which tables appeared are given in footnotes or in the 
Explanation of Surveys. 

5.  Years referred to are generally calendar years, except when fiscal years are specifically 
mentioned. 

6.  Unless otherwise stated, “size” refers to size of establishments. 
7.  Workers include labourers and employees. 
8.  Figures are generally rounded off. Therefore, totals may not necessarily add up to the 

individual figures given. 
9.  The following symbols are used in the tables : 
  「０」 ············· less than a unit 
  「－」 ············· no case developed 
  「・」 ············· cases not applicable 
  「…」 ············· not available 
  「Ｐ」 ············· provisional 
  「Ｍ.Ａ.」 ········ multiple answers 
10. Where any data are revised or corrected after the publication of this yearbook, revised 

statistical tables are available on the website of the MHLW:  
http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-yl/index2016.html 

11. lt more detailed figures are required or there are questions regarding the tables in the Year 
Book, please contact the competent authorities mentioned in the Explanation of Surveys or 
footnotes, or the Statistics and Information Policy, Ministry of Health, Labour and Welfare. 

 


