
毎月勤労統計：賃金データの見方
～2018年１月に実施された標本交替等の影響を中心に～

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）
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（１）標本交替の概要
調査対象事業所を一定期間固定することは、集計結果の安定化のためには有益である。
一方で、その調査負担から一定期間内に脱落するサンプルが発生するのもやむを得な
い。そのため、調査の信頼性を確保するために、一定期間経過後、調査対象事業所の
入替えを行うこととなる。

毎月勤労統計における標本には、第一種事業所（常時30人以上を雇用する事業所）と
第二種事業所（５人以上30人未満を雇用する事業所）が存在。
標本の区分と標本交替の関係は次図のとおり。

また、時期によって労働者ウエイトの更新も同時に実施される。
新旧指数については、そのまま接続している（今回からの変更）。

標本の区分 標本交替の状況

第一種事業所
従業員数500人以上 全事業所が対象

従業員数30～499人 標本抽出により入れ替わる

第二種事業所 従業員数5～29人 標本抽出により入れ替わる
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（２）第一種事業所にローテーション・サンプリングを導入
（年１回の標本交替ごとに３分の１を交替している）

 統計委員会における議論
毎月勤労統計のローテーション・サンプリングへの移行については、精度向上に
向けて成果が上がっていると思うが、厚生労働省においては、共通事業所による
公表値の拡充に前向きに取組んでほしい。また、ベンチマーク変更の影響などに
ついての新たな情報提供も、できるだけ早く統計委員会へ報告してほしい。
（第124回統計委員会・西村委員長談）

 第一種事業所は現在はローテーションの移行期＜次ページ・図１参照＞
 部分入替え方式への移行に当たり、調査期間の異なる２グループに分割
 その後、１／３入替えへ移行する。経過措置として、４グループに分割
 経過措置後は、年１回１／３ずつ入替える方式に完全に移行

 第二種事業所は、これまでもローテーション・サンプリングを実施
全18か月を３等分し、６か月ごとに３分の１ずつの頻度で交替



○ 部分入替え方式への移行に当たり、調査期間の異なる２グループに分けた。

○ その後、１／３入替えへ移行する。経過措置として、４グループに分ける。

○ 経過措置後は、年１回１／３ずつ入れ替える方式に完全に移行。

ローテーション・サンプリング（部分入替え方式）への移行に関するイメージ

H30.1H29.1 H31.1 H32.1 H33.1

部分入替え（２年１か月）

部分入替え（３年１か月）

部分入替え（２年１か月）

部分入替え（３年１か月）

部分入替え（３年１か月）

H34.1

部分入替えへの移行

１／２

１／３

１／６

１／３

１／２

H27.1

２年

１年
延長

２年延長

部分入替え（３年１か月）

（前
回

総
入
替
え
）
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（３）今回は労働者ウエイトの更新も実施
 ウエイトをどのように変化させているか（産業・規模別に設けた各単位集計区分に実施）
①-1 調査で把握した事業所における入職・離職労働者数と前月末の母集団労働者数を

元に当月末の労働者数を推計
①-2 当月末の推計労働者数には、事業所の新設・廃止などに伴って増減する労働者数

などが反映されていないため、雇用保険事業所データ等を利用して、補正
② 基礎統計が利用可能となったとき、母集団労働者数のベンチマーク更新を行う。

そのため、ベンチマーク更新時にウエイトに断層が生じる（次ページ・図２）。
── ベンチマーク更新において、ウエイトについて過去への遡及訂正を行わない。

①-1 調査による事業所労働者の増減数の推計：毎月実施
月々の調査で調査対象事業所における入職・離職による労働者の増減が把握できるので、

前月末の母集団労働者数からの差し引きで、当月末労働者数を推計。

①-2 雇用保険事業所データ等を用いた母集団労働者数の推計：毎月実施
雇用保険事業所や毎月勤労統計のデータを用いて、当月中に事業所の新設、廃止などに

伴い増減した労働者の割合を推計し、①-1で得られた当月末労働者数をこの割合で補正し
て、翌月の集計に使用する前月末母集団労働者数としている。
この労働者数は、単位集計区分の賃金集計値を積み上げる際のウエイトとして利用。
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（万人）

 ベンチマーク更新によって、
実数で毎回２％程度の断層が
発生している。これと同時に
事業所規模別の労働者数構成
比が変化している。

ベンチマーク更新による常用労働者数の断層
（図２）

② 母集団労働者数のベンチマーク更新：数年に１度実施
なお、常用労働者数のベンチマークの数値については、「経済センサス-基礎調査」の

結果が利用できるタイミングで更新。
今回は、「平成26年経済センサス-基礎調査」の結果を用いて、平成26年６月末時点の

労働者数の水準をベンチマーク更新。そのため、雇用保険事業所データの補正結果との
かい離分だけ、ウエイトに断層が生じる。
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（１）きまって支給する給与の入替え前後の集計結果の差
 ローテーション・サンプリングの導入によって、常用労働者30人以上では、新旧の
差は280円にまで縮小。ただし、常用労働者５人以上では、新旧の差は2,086円と
さほど縮小していない。これは、ベンチマーク更新の影響が大きいためである。

（常用労働者５人以上） （単位　円、％）

30人以上の調査
対象事業所の入

替え方式
新（入替え後） 旧（入替え前） 新旧差

（入替え後－入替え前）
新旧比

（入替え後／入替え前－１）

平成19年１月 266,474 269,005 -2,531 -0.9

平成21年１月 262,147 265,494 -3,347 -1.3

平成24年１月 259,230 260,000 -770 -0.3

平成27年１月 256,660 259,592 -2,932 -1.1

平成30年１月 部分入替え 260,186 258,100 2,086 0.8

（常用労働者30人以上） （単位　円、％）

30人以上の調査
対象事業所の入

替え方式
新（入替え後） 旧（入替え前） 新旧差

（入替え後－入替え前）
新旧比

（入替え後／入替え前－１）

平成19年１月 297,345 301,704 -4,359 -1.4

平成21年１月 288,005 294,377 -6,372 -2.2

平成24年１月 287,576 290,844 -3,268 -1.1

平成27年１月 286,003 291,100 -5,097 -1.8

平成30年１月 部分入替え 289,951 289,671 280 0.1

総入替え

総入替え
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（２）標本入替えの寄与とウェイト更新の寄与
 サンプル入替え前後の賃金の集計結果の差（今回：2,086円）は、「サンプル入替えによ
る寄与」（サンプル要因）と「ベンチマークの更新による寄与」（ウエイト要因）に分解
できる。今回は、サンプル入替えの寄与（295円）よりも、ベンチマーク更新の寄与
（1,791円）が大きくなっている。

サンプル入替え
による寄与

ベンチマークの更新
による寄与

サンプル入替え前後
の集計結果の差 ＝ ＋

サンプルの入替えの
影響（標本誤差に相当）

事業所規模別労働者構成比の
変化の影響（ウエイト効果）

（常用労働者５人以上） （ 単位　 円）

入替えによる寄与
（試算）

ベンチマークの更新
による寄与
（試算）

平成30年１月 部分入替え 260,186 258,100 2,086 295 1,791

30人以上の調査
対象事業所の入

替え方式
新（入替え後） 旧（入替え前）

新旧差
（入替え後－入替え前）

（参考）きまって支給する給与の入替え前後の集計結果の差（調査産業計）



ベンチマーク更新の寄与

事業所規模別労働者構成比の変化 ×（規模別賃金）＝�
𝑖𝑖

�
𝑗𝑗

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗 × 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 × 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1,791円

（ 𝑖𝑖：産業、𝑗𝑗:事業所規模、𝑎𝑎：旧母集団の常用労働者シェア、𝑏𝑏：新母集団の常用労働者シェア、𝑐𝑐：新母集団のきまって支給する給与 ）

 事業所規模別に賃金水準が大きく異なることの影響が大きい。今回のベンチマーク更新において、
賃金水準が低い「５~29人」の労働者数が下方修正され、シェアが低下したこと（賃金水準が高い
「100～499人」「30～99人」のシェアが増加したこと）が、全体の賃金水準の押し上げに寄与して
いる。

10

２．新旧賃金の差

（３）今回見直しにおいてベンチマーク更新の寄与が大きい理由

2018年1月分 旧母集団：常用労働者数 新母集団：常用労働者数 新サンプル：
きまって支給する給与

シェア(a) シェア(b) (c)

 1,000人以上 3,252,250 6.4 3,267,932 6.6 384,825 

 500～999人 2,271,270 4.5 2,541,907 5.1 341,903 

 100～499人 10,040,943 19.8 10,201,217 20.5 296,257 

 30～99人 12,883,435 25.4 13,226,721 26.6 251,662 

 ５～29人 22,268,603 43.9 20,406,521 41.1 217,512 

 ５人以上計 50,716,501 100.0 49,644,298 100.0 260,186 

（参考）事業所規模別常用労働者数・シェア、きまって支給する給与（調査産業計・５人以上）
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				M		T		16,462,222		160,478		187,589		16,435,111		2,073,283		18.0		150.8		134.8		16.0		373,395		358,063						15,332

				F		T		12,775,555		171,475		198,346		12,748,684		5,332,403		17.0		124.0		117.1		6.9		209,936		202,162						7,774

						N		21,816,309		176,584		220,626		21,778,109		-		18.4		156.2		141.2		15.0		368,823		353,008		321,944		31,064		15,815

						P		7,421,468		155,369		165,309		7,405,686		-		15.0		88.6		85.3		3.3		105,449		104,550		99,973		4,577		899



		1		T		T		3,267,932		37,176		42,992		3,262,116		419,520		17.4		145.0		130.0		15.0		411,565		384,825		344,115		40,710		26,740

				M		T		2,103,272		20,750		23,219		2,100,803		141,454		17.6		151.3		133.6		17.7		477,170		445,582						31,588
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						N		2,845,884		24,716		27,698		2,842,596		-		17.8		152.9		136.4		16.5		453,846		423,282		377,822		45,460		30,564
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						N		2,069,762		17,604		21,454		2,067,320		-		18.2		154.0		138.9		15.1		415,839		392,195		354,193		38,002		23,644

						P		472,145		9,680		13,514		466,903		-		14.8		93.8		89.2		4.6		122,091		120,334		113,344		6,990		1,757



		4		T		T		5,809,839		64,460		77,960		5,796,339		886,423		17.5		144.1		129.9		14.2		389,667		366,052		329,036		37,016		23,615

				M		T		3,537,582		33,513		39,358		3,531,737		262,744		17.7		151.7		134.4		17.3		464,424		435,152						29,272

				F		T		2,272,257		30,947		38,602		2,264,602		623,679		17.1		132.0		122.8		9.2		273,180		258,380						14,800

						N		4,915,646		42,320		49,152		4,909,916		-		18.0		153.4		137.5		15.9		437,842		410,192		367,872		42,320		27,650

						P		894,193		22,140		28,808		886,423		-		14.7		92.5		87.8		4.7		123,832		122,483		114,734		7,749		1,349



		5		T		T		10,201,217		114,285		127,496		10,188,006		2,432,326		17.7		140.6		128.5		12.1		306,715		296,257		270,799		25,458		10,458

				M		T		5,806,331		55,354		60,417		5,801,268		676,990		18.0		151.3		135.3		16.0		380,207		366,130						14,077

				F		T		4,394,886		58,931		67,079		4,386,738		1,755,336		17.2		126.4		119.5		6.9		209,571		203,898						5,673

						N		7,766,154		63,130		79,137		7,755,680		-		18.4		155.8		141.1		14.7		367,015		353,558		321,775		31,783		13,457

						P		2,435,063		51,155		48,359		2,432,326		-		15.2		92.2		88.5		3.7		114,419		113,527		108,239		5,288		892



		7		T		T		13,226,721		153,208		180,479		13,199,450		4,086,937		17.5		135.7		124.7		11.0		259,817		251,662		233,749		17,913		8,155

				M		T		7,118,309		71,611		87,814		7,102,106		1,133,549		18.1		149.8		134.5		15.3		322,582		313,156						9,426

				F		T		6,108,412		81,597		92,665		6,097,344		2,953,388		16.9		119.3		113.3		6.0		186,691		180,017						6,674

						N		9,134,509		71,134		92,337		9,112,513		-		18.7		158.1		143.4		14.7		333,198		321,749		297,359		24,390		11,449

						P		4,092,212		82,074		88,142		4,086,937		-		14.9		85.7		82.9		2.8		96,110		95,304		91,841		3,463		806



		9		T		T		20,406,521		330,600		395,754		20,341,367		7,878,415		16.9		126.2		118.1		8.1		231,213		217,512		205,316		12,196		13,701

				M		T		10,288,928		159,445		177,607		10,270,766		2,252,864		17.9		143.8		131.9		11.9		297,918		280,309						17,609

				F		T		10,117,593		171,155		218,147		10,070,601		5,625,551		15.8		108.2		104.0		4.2		163,282		153,561						9,721

						N		12,491,391		129,829		163,577		12,462,952		-		18.9		156.8		144.9		11.9		323,091		301,371		282,873		18,498		21,720

						P		7,915,130		200,771		232,177		7,878,415		-		13.6		77.8		75.7		2.1		86,043		85,014		82,776		2,238		1,029
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		規

模 キ ノット				形

態 カタチ タイ		常　　　用　　　労　　　働　　　者　　　数　　　　 ツネ ヨウ ロウ ドウ モノ スウ										出　勤
日　数 デ ツトム ヒ カズ		実　労　働　時　間　数 ジツ ロウ ドウ トキ アイダ カズ						現　　　　金　　　　給　　　　与　　　　額 ウツツ キン キュウ クミ ガク

				性 セイ				前調査期間末 ゼン チョウサ キカン マツ		本月中の増加 ホンゲツチュウ ゾウカ		本月中の減少 ホンゲツチュウ ゲンショウ		本調査期間末 ホン チョウサ キカン スエ						総    数 フサ カズ		所定内 ショテイナイ		所定外 ショテイ ガイ		総　　　　額 フサ ガク		きまって支
給する給与 シ キュウ キュウヨ		所定内給与 ショテイ ナイ キュウヨ		超過労働給与 チョウ カ ロウドウ キュウヨ		特別に支払
われた給与 トクベツ シハラ キュウヨ

																パートタイム労働者数 ロウドウシャ スウ

								人 ヒト		人 ヒト		人 ヒト		人 ヒト		人 ヒト		日 ニチ		時間 ジカン		時間 ジカン		時間 ジカン		円 エン		円 エン		円 エン		円 エン		円 エン

		T		T		T		50,716,501		732,632		873,033		50,576,100		15,820,928		17.2		133.2		122.8		10.4		271,650		258,100		238,890		19,210		13,550

				M		T		27,599,710		354,075		402,410		27,551,375		4,547,230		18.0		148.0		133.6		14.4		342,207		324,847						17,360

				F		T		23,116,791		378,557		470,623		23,024,725		11,273,698		16.4		115.6		110.0		5.6		187,318		178,321						8,997

						N		34,834,393		324,086		417,469		34,755,172		-		18.6		156.5		142.6		13.9		352,459		333,163		306,741		26,422		19,296

						P		15,882,108		408,546		455,564		15,820,928		-		14.1		82.1		79.4		2.7		94,272		93,334		89,956		3,378		938



		0		T		T		28,447,898		366,623		432,246		28,382,275		7,246,134		17.5		138.9		126.7		12.2		303,138		289,671		264,986		24,685		13,467

				M		T		16,242,082		176,983		204,438		16,214,627		2,060,179		18.0		151.1		134.9		16.2		373,703		356,417						17,286

				F		T		12,205,816		189,640		227,808		12,167,648		5,185,955		16.9		122.4		115.7		6.7		209,171		200,790						8,381

						N		21,181,348		180,985		234,519		21,136,141		-		18.5		156.3		141.2		15.1		371,235		353,446		321,917		31,529		17,789

						P		7,266,550		185,638		197,727		7,246,134		-		14.8		87.8		84.3		3.5		104,574		103,711		98,985		4,726		863



		1		T		T		3,252,250		38,410		49,269		3,241,391		446,216		17.2		143.2		128.2		15.0		393,248		373,701		333,708		39,993		19,547

				M		T		2,120,996		20,657		23,675		2,117,978		159,549		17.5		150.4		132.5		17.9		456,485		434,414						22,071

				F		T		1,131,254		17,753		25,594		1,123,413		286,667		16.7		129.5		120.0		9.5		274,358		259,557						14,801

						N		2,801,145		23,345		29,313		2,795,175		-		17.7		151.8		135.1		16.7		436,821		414,266		369,064		45,202		22,555

						P		451,105		15,065		19,956		446,216		-		14.4		89.4		84.9		4.5		121,500		120,712		113,207		7,505		788



		3		T		T		2,271,270		25,792		30,074		2,266,988		475,640		17.5		141.6		128.5		13.1		348,449		330,329		298,187		32,142		18,120

				M		T		1,295,324		11,627		14,286		1,292,665		119,366		17.8		152.2		135.3		16.9		432,427		407,884						24,543

				F		T		975,946		14,165		15,788		974,323		356,274		17.0		127.6		119.5		8.1		237,011		227,415						9,596

						N		1,794,215		14,485		17,791		1,791,348		-		18.1		154.6		139.2		15.4		410,105		387,483		348,567		38,916		22,622

						P		477,055		11,307		12,283		475,640		-		14.9		93.0		88.5		4.5		116,400		115,225		108,576		6,649		1,175



		4		T		T		5,523,520		64,202		79,343		5,508,379		921,856		17.3		142.5		128.3		14.2		374,819		355,859		319,096		36,763		18,960

				M		T		3,416,320		32,284		37,961		3,410,643		278,915		17.6		151.1		133.6		17.5		447,366		424,357						23,009

				F		T		2,107,200		31,918		41,382		2,097,736		642,941		16.8		128.6		119.8		8.8		257,036		244,649						12,387

						N		4,595,360		37,830		47,104		4,586,523		-		17.9		152.9		136.7		16.2		426,388		403,807		361,060		42,747		22,581

						P		928,160		26,372		32,239		921,856		-		14.7		91.3		86.8		4.5		118,873		117,886		110,822		7,064		987



		5		T		T		10,040,943		126,141		142,013		10,025,071		2,382,957		17.8		142.0		129.5		12.5		311,742		296,839		270,431		26,408		14,903

				M		T		5,728,829		60,216		64,815		5,724,230		648,575		18.2		153.4		136.8		16.6		386,606		366,286						20,320

				F		T		4,312,114		65,925		77,198		4,300,841		1,734,382		17.3		126.7		119.7		7.0		212,191		204,491						7,700

						N		7,659,199		65,498		89,118		7,642,114		-		18.5		157.1		142.0		15.1		373,041		353,889		321,008		32,881		19,152

						P		2,381,744		60,643		52,895		2,382,957		-		15.4		93.4		89.3		4.1		114,884		113,628		108,004		5,624		1,256



		7		T		T		12,883,435		176,280		210,890		12,848,825		3,941,321		17.4		134.9		123.8		11.1		265,698		255,706		237,544		18,162		9,992

				M		T		7,096,933		84,483		101,662		7,079,754		1,132,689		18.1		149.3		134.0		15.3		327,806		315,726						12,080

				F		T		5,786,502		91,797		109,228		5,769,071		2,808,632		16.6		117.1		111.3		5.8		189,505		182,073						7,432

						N		8,926,789		77,657		98,297		8,907,504		-		18.7		157.6		142.9		14.7		341,291		327,138		302,543		24,595		14,153

						P		3,956,646		98,623		112,593		3,941,321		-		14.5		83.6		80.7		2.9		95,004		94,407		90,771		3,636		597



		9		T		T		22,268,603		366,009		440,787		22,193,825		8,574,794		16.9		126.1		117.9		8.2		231,403		217,747		205,535		12,212		13,656

				M		T		11,357,628		177,092		197,972		11,336,748		2,487,051		17.9		143.7		131.8		11.9		297,162		279,697						17,465

				F		T		10,910,975		188,917		242,815		10,857,077		6,087,743		15.8		107.8		103.5		4.3		162,848		153,162						9,686

						N		13,653,045		143,101		182,950		13,619,031		-		18.9		156.8		144.8		12.0		323,323		301,690		283,193		18,497		21,633

						P		8,615,558		222,908		257,837		8,574,794		-		13.6		77.4		75.3		2.1		85,576		84,574		82,333		2,241		1,002
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２．新旧賃金の差

きまって支給する給与の入替え前後の集計結果の差について
（調査産業計）

（４）これまでのサンプル入れ替えにおける賃金の新旧差の要因分解
 過去においては、サンプル入れ替えの寄与が占める割合が大きくなっているが、
今回は、ローテーション・サンプリングの採用により、「サンプル入替えの寄与」
が大幅に縮小。

 一方、今回のベンチマーク更新による寄与は、過去に比べて大きくなっている。
これには、ベンチマーク更新が６年ぶりと更新の間隔が長めであったことが影響し
た可能性。

（常用労働者５人以上） （単位　円）

入替えによる寄与
（試算）

ベンチマークの更新に
よる寄与
（試算）

平成19年１月 266,474 269,005 -2,531 -2,531 -

平成21年１月 262,147 265,494 -3,347 -2,163 -1,184

平成24年１月 259,230 260,000 -770 -1,261 491

平成27年１月 256,660 259,592 -2,932 -2,932 -

平成30年１月 部分入替え 260,186 258,100 2,086 295 1,791

総入替え

30人以上の調査
対象事業所の入

替え方式
新（入替え後） 旧（入替え前） 新旧差

（入替え後－入替え前）
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（１）「毎月勤労統計」における賃金の水準・変化率の捉え方
 「毎月勤労統計」では、標本交替やウエイト更新時に、新旧指数をそのまま接続してい
るため、賃金水準やその変化率に一定の断層が生じている。この点に関して統計委員会
は「『労働者全体の賃金の水準は本系列、景気指標としての賃金変化率は共通事業所を
重視していく』ことが適切」としているところ。

平成28年３月24日第４回経済財政諮問会議議事要旨（西村統計委員会委員長発言抜粋）
また、景気指標として多数の人々が実感するのは、自分の事業所の平均賃金が上がっ

たのか、自分の企業の投資が増加したのかである。つまり同じ事業所の平均賃金の変
化、同じ企業の投資の変化になる。これに対応しているのは、サンプルを継続して調べ
ている継続サンプルによる指標であるので、景気を表わす統計としては、統一的に参考
の指標として提示するということをしていきたい。

※本系列（全サンプルを対象）と参考
の指標の系列（共通事業所を対象）
のそれぞれに対して、水準（賃金
額・指数）と変化率（前年同月比）
がある（右図）。

水準
（賃金額・指数）

変化率
（前年同月比）

本系列 ○ ○
参考の指標の系列 △（賃金額のみ） ○
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すなわち、

① 労働者全体の賃金の水準は「本系列」（新指数）を重視していく

 新指数における賃金水準は、標本交替やウエイト更新の実施により、最も精度が
高くなっている。そのため、賃金の水準は「本系列」を重視していく。

② 景気指標としての賃金変化率は、「継続標本（共通事業所）による前年同月比」
を重視していく

 本系列の前年同月比などの賃金変化率では、平成30年においては比較の対象となる１年
前の賃金水準が、古い標本とウエイトに基づいたものであるため、一定の断層が含まれる
（前年同月比では、上記断層の影響が１年間継続する）。

 一方、同じ事業所を調べている「継続標本（共通事業所）による前年同月比」は、断層の
影響を回避できる。また、景気指標として多数の人々が実感するのは、同一事業所の平均
賃金の変化である。そのため、賃金変化率に高い関心を持つユーザーは、これを重視して
いく。

 厚生労働省では、統計委員会の考え方を踏まえて、前年ならびに当年において「継続して
調査された共通事業所（継続標本）による前年同月比」を参考提供している。（継続標本
の水準についても、今後提供予定としている。）
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（２）継続標本（共通事業所）による前年同月比：概要と特徴
① 概 要

メリット デメリット

• 継続標本による前年同月比は、標本
交替やウエイト変更による断層を回
避できる。

• 賃金変化率を捉えやすい。

• 継続標本は、新設事業所の影響が
反映されていない（標本に偏りがある）。

• 標本数が小さくなるため、標本誤差が
大きくなる。

② 特 徴

事 項 説 明

集計対象 「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となった調査対象
事業所（共通事業所）

標本数 第一種事業所の２分の１（2020年からは３分の２）
第二種事業所の３分の１

ウエイト 当月も前年同月いずれも、「当月の母集団労働者数」で集計
集計業種 調査産業計
集計項目 現金給与総額、きまって支給する給与、所定内給与
作成系列 前年同月比
作成時期 平成29年１月～
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３．「継続標本（共通事業所）による前年同月比」の参考提供

 「現金給与総額」「所定内給与額」「きまって支給する給与」
のいずれについても、本系列よりも継続標本（共通事業所）系
列の方が振れが小さく、安定的である。賃金の変動率を把握す
るユーザーにとっては、使い勝手がよいと考えられる。

 「現金給与総額」「所定内給与額」「きまって支給する給与」
のいずれについても、本系列では、平成30年以降、前年同月比
で見た伸び率がやや拡大している。一方、継続標本（共通事業
所）系列では、伸び率の拡大傾向はうかがわれない。

（３）継続標本（共通事業所）による前年同月比の動き
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１ 共通事業所による前年同月比の参考提供の充実

２ 労働者数推計のベンチマークの更新による影響の公表

○現金給与総額
きまって支給する給与
所定内給与

○調査産業計

○前年同月比

○平成29年１月分まで遡及集計 ○平成28年１月分まで遡及集計

○実数

○製造業、卸売業,小売業、医療,福祉など
の主要産業

○所定外給与
特別に支払われた給与

今後公表を検討している系列現在公表している系列

今後、労働者数推計のベンチマークを更新する際は、その影響について、ホームページで公表。

※次回の労働者数推計のベンチマークの更新は、経済センサス-基礎調査の見直しが予定されている

ことから、その見直し状況及び事業所母集団データーベースの整備状況を踏まえ検討。

（注）確報公表後、政府統計の総合窓口（e-Stat）で公表予定。
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（４） 今後の情報提供の充実について
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② 統計委員会における議論
 ローテーション・サンプリングの導入や毎年の事業所母集団データベースの使用が実現すればギャップの縮小は
見込まれるものの、それでも発生するギャップに対応した指数の作成方法については、本統計の意図しているもの
や期待される役割を考慮して、引き続き厚生労働省において検討していく必要がある。その際、ローテーション・
サンプリングの下、継続標本を利用して指数を作成し、参考系列として提供していくことについても検討する必要
がある。（平成26年度統計法施行状況に関する審議結果報告書（未諮問基幹統計確認関連分））

 ワーキンググループでは、各種統計調査の接続方法に係る『望ましい方法』として次の通り結論付けた。（中略）
『特性に応じた対応が望ましい方法』として次のとおり取りまとめた。
（旧横断的課題検討部会新旧データ接続検討ＷＧ会合資料）

 標本交替に際し、ユーザーニーズが強いものに関しては、継続標本による参照値の作成を検討する。
 一標本に対する調査期間が長いものに関しては、ローテーション・サンプリングの実施を検討する。
 精度の検証や所要の補正などに（ベンチマーク以外の）他の統計等を利用できるものに関しては、その活用を検討する。

 サンプル替えの影響に係る計測方法についても併せて検討したが、短期間では結論を出すことができなかった
ことから、これを今後の課題と位置付ける。（旧横断的課題検討部会新旧データ接続検討ＷＧ会合資料）

① 経済財政諮問会議
 『基礎統計の更なる充実について』として「事業所サンプルの入替え時に「非連続な動き（数値のギャップ）」
が生じているのではないか。」との問題提起あり。（平成２７年１０月１６日：第１６回経済財政諮問会議・麻生太郎議員提出資料）

 『サンプル替えの際の断層等』として「2年ないし3年に一度、サンプル全体の交替を行う。これに伴い、賃
金、労働時間等に断層が生じるが、この調整（ギャップ修正）により数値が過去に遡って改訂されている。」と
の例示あり。（平成２７年１１月４日：第１７回経済財政諮問会議・有識者議員（伊藤元重、榊原定征、高橋進、新浪剛史）提出資料）

 有識者議員資料では、「全体ないし大量のサンプル替えの際に大幅な断層や大幅な遡及改訂が生じる場合の、サンプル替えの
あり方や、遡及改訂する際の過去サンプルとの整合性確保のあり方について考え方を示すこと」と指摘。その中では、「毎月
勤労統計」及び「法人企業統計季報」が例示されている。上記は、「毎月勤労統計」の賃金等についての事実関係の記載。

※議員提出資料より「毎月勤労統計」に言及している記載を引用

〈参考〉毎月勤労統計を巡る経済財政諮問会議ならびに統計委員会における議論（抜粋）



４．ローテーション・サンプリング導入に伴う留意点
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（１）調査対象から脱落する事業所の影響

（２）提出率（回収率）の推移
 事業所の協力を得られにくくなっており、右の図
表のように、回収率は緩やかに低減傾向。

 移行措置により、調査期間の延長を依頼したが、
2017年以降、回収率の低下傾向がさほど加速した
ようには見受けられない。2018年について、継続
調査の対象となっている事業所と新しく調査対象と
なった事業所の回収率をみると差異はなく、調査継
続に伴い回収率が著しく低下したことはないものと
考えられる。

毎月勤労統計の提出率の推移

（注）年平均の提出率については各月の提出率を単純平均したもの。
平成30年平均の提出率については、平成30年１月から
５月の提出率を単純平均したもの。

 毎月勤労統計では、同一の事業所に対して、３年間程度、継続して調査を行っている。
しかしながら、途中で調査が継続できなくなる事業所（脱落事業所）も一定数存在する。
これは、継続調査を行う限り不可避である。

 今回、ローテーション・サンプリングを導入するに当たり、一部事業所に対して、調査
期間を最大４年間まで延長せざるを得なかったことから、その影響が大きくなった可能性
がある。

（％）

提出率

平成２５年平均 86.3

平成２６年平均 85.6

平成２７年平均 85.6

平成２８年平均 84.5

平成２９年平均 83.4

平成３０年平均 82.7

（注）
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平成30年１月分　 （単位　円）
公表値 共通事業所

現金給与総額 272,902 276,870
　きまって支給する給与 260,186 262,791
　　所定内給与 240,835 242,781
　　所定外給与 19,351 20,010
　特別に支払われた給与 12,716 14,079

（参考）平成29年１月分 （単位　円）
公表値 共通事業所

現金給与総額 269,790 275,994
　きまって支給する給与 257,429 261,334
　　所定内給与 238,106 241,382
　　所定外給与 19,323 19,952
　特別に支払われた給与 12,361 14,660

公表値と共通事業所の集計結果の実数の比較について
（事業所規模５人以上、就業形態計、調査産業計）

４．ローテーション・サンプリング導入に伴う留意点

（３）調査脱落が賃金水準に与える影響

 賃金の水準をみると、継続調査されてい
る共通事業所の賃金は、本系列（全ての事
業所の合計）の賃金よりも、約４千円、
1.5％ポイント程度高くなっている。

 これは、継続調査されている事業所の賃
金水準が、新規調査対象の事業所の賃金水
準よりも、高くなっていること、すなわ
ち、毎月勤労統計の賃金において、「生き
残りバイアス」が一定程度存在することを
示している。

 平成30年１月分と平成29年１月分を比
較すると、結果精度に大きな影響を与えて
いるとは考えにくいが、今後も、その影響
には留意していく必要がある。



用語の定義
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 現金給与額
 現金給与：賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で
支払うもの。

 現金給与総額：所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の現金給与の総額のこと。
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額。

 きまって支給する給与：労働協約、団体協約あるいは事業所の就業規則、給与規則等によってあらか
じめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のこと。基本給のほか家族手当、職
務手当、「所定外給与」等を含む。

 所定内給与：「きまって支給する給与」のうち、「所定外給与」を除いたもの。
 所定外給与：所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して
支給される給与のこと。残業手当（時間外手当）、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等。

 特別に支払われた給与：「現金給与」のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのもの。

 実労働時間数
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のこと。休憩時間は、給与支給の有無にかかわらず除かれ
る。
 「総実労働時間数」：「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計。
 「所定内労働時間数」：労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労
働時間数のこと。

 「所定外労働時間数」：所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の実労働時間
数のこと。
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