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報道関係者各位 

2012 年 10 月 24 日 

株式会社アイ・アム＆インターワークス 

 

日本最大級の製造業求人情報サイト『工場ワークス』 

2012 年 9 月度 製造業平均賃金調査 

 
 株式会社アイ・アム＆インターワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：河村直人）が運営する日本

最大級の製造業求人情報サイト『工場ワークス』（http://04510.jp/）は、本サイトに掲載されている求人広告

から毎月業種別、雇用形態別の平均賃金をまとめ、公表することといたしました。 

2012 年 9 月の業種別、雇用形態別の平均賃金をまとめましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国のトピックス】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは車・バイク・重機系の 179,576 円となりました。逆に最も平均賃金が

低い業種はフード・飲料の 151,985 円で、27,591 円の開きがありました。 

 

■雇用形態別の平均賃金 

全国で最も平均賃金が高い雇用形態は紹介予定派遣の 184,032 円でした。最も平均賃金が低い

のは派遣の 160,101 円で、24,032 円の開きがありました。 

 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：半導体・先端技術、雇用形態：紹介予定派遣の 218,653 円でした。一

方、平均賃金最低額も業種：半導体・先端技術で、雇用形態：人材紹介の 142,222 円でした。最

高額と最低額の開きは 76,431 円でした。 

その他の業種ごとの最高額は、車・バイク・重機系は紹介予定派遣の 200,313 円、機械・精密

機器・金属は紹介予定派遣の 185,421 円、紙・パルプ・印刷は人材紹介の 207,000 円、オフィス・

業務機器は契約社員の 186,889 円、医療・福祉・介護・製薬は紹介予定派遣の 206,400 円、携帯・

パソコン・家電は紹介予定派遣の 179,242 円、物流・倉庫は紹介予定派遣の 185,821 円、ゴム・

プラ・石油・化学は正社員の 185,012 円、住宅・建材は正社員の 172,000 円、フード・飲料は契

約社員の 151,292 円、その他はアルバイト・パートの 143,986 円という結果になりました。 

 
その他エリアごとのトピックスは 4 ページ目以降でご紹介をしています。 
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調査概要 

【集計期間】 

2012 年 9 月 1 日～ 9 月 30 日 

 

【集計対象データ】 

弊社運営の製造業求人サイト『工場ワークス』に掲載された求人広告から、業種別、雇用形態別に 

平均賃金（※）、求人件数の割合を算出 

※平均賃金は、すべて月給に換算。換算の方法は以下のとおり 

 ・時給：時給×8 時間×20 営業日 

 ・日給：日給×20 営業日 

 ・年収：年収÷12 カ月 

 

【集計対象データ】 

全国のべ 217,651 件 

 

【集計対象エリア】 

 全国 47 都道府県 

 関東：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 

 関西：大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 

 中部・東海：愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、山梨県 

 北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

 信越・北陸：富山県、石川県、福井県、新潟県、長野県 

 中国・四国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

 九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

【集計業種】 

  車・バイク・重機系、半導体・先端技術、機械・精密機器・金属、紙・パルプ・印刷、オフィス・業務機

器、医療・福祉・介護・製薬、携帯・パソコン・家電、物流・倉庫、ゴム・プラ・石油・化学、住宅・建

材、フード・飲料、その他 
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【全国】 

【全国】各業種の平均賃金と求人件数の割合 【全国】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【全国】業種・雇用形態別の平均賃金 
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【北海道・東北】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは車・バイク・重機系の 161,775 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種は

紙・パルプ・印刷の 129,318 円で、32,457 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は正社員の 154,566 円でした。最も平均賃金が低いのはアルバイト・パート

の 115,200 円で、39,366 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：車・バイク・重機系、雇用形態：正社員の 184,157 円でした。一方、平均賃金最低

額は業種：その他、雇用形態：アルバイト・パートの 115,200 円でした。最高額と最低額の差は 68,957 円で

した。 

【北海道・東北】各業種の平均賃金と求人件数の割合 

【北海道・東北】業種・雇用形態別の平均賃金 

【北海道・東北】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 
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【関東】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは車・バイク・重機系の 182,629 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種は

フード・飲料の 156,617 円で、26,012 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は正社員の 189,235 円でした。最も平均賃金が低いのはアルバイト・パート

の 162,727 円で、26,508 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：ゴム・プラ・石油・化学、雇用形態：正社員の 280,333 円でした。一方、平均賃金

最低額は業種：フード・飲料、雇用形態：人材紹介の 136,000 円でした。最高額と最低額の差は 144,333 円

でした。 

 

【関東】各業種の平均賃金と求人件数の割合 【関東】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【関東】業種・雇用形態別の平均賃金 
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【中部・東海】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは車・バイク・重機系の 186,299 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種は

フード・飲料の 158,846 円で、27,453 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は紹介予定派遣の 196,105 円でした。最も平均賃金が低いのはアルバイト・

パートの 163,852 円で、32,253 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：半導体・先端技術、雇用形態：紹介予定派遣の 233,461 円でした。一方、平均賃金

最低額も業種：半導体・先端技術で、雇用形態：人材紹介の 128,000 円でした。最高額と最低額の差は 105,461

円でした。 

 

【中部・東海】各業種の平均賃金と求人件数の割合 【中部・東海】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【中部・東海】業種・雇用形態別の平均賃金 
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【信越・北陸】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは車・バイク・重機系の 177,548 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種はフ

ード・飲料の 142,270 円で、35,278 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は契約社員の 175,883 円でした。最も平均賃金が低いのは派遣の 153,390 円で、

22,493 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：車・バイク・重機系、雇用形態：紹介予定派遣の 208,000 円でした。一方、平均賃

金最低額は業種：半導体・先端技術、雇用形態：紹介予定派遣の 136,000 円でした。最高額と最低額の差は

72,000 円でした。 

【信越・北陸】各業種の平均賃金と求人件数の割合 【信越・北陸】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【信越・北陸】業種・雇用形態別の平均賃金 
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【関西】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは車・バイク・重機系の 189,213 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種はフ

ード・飲料の 157,156 円で、32,057 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は正社員の 184,540 円でした。最も平均賃金が低いのは派遣の 164,879 円で、

19,661 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：医療・福祉・介護・製薬、雇用形態：正社員の 250,000 円でした。一方、平均賃金

最低額は業種：その他、雇用形態：アルバイト・パートの 128,000 円でした。最高額と最低額の差は 122,000

円でした。 

 

【関西】各業種の平均賃金と求人件数の割合 
【関西】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【関西】業種・雇用形態別の平均賃金 
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【中国・四国】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは医療・福祉・介護・製薬の 193,625 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種

はその他の 141,994 円で、51,631 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は紹介予定派遣の 180,499 円でした。最も平均賃金が低いのは派遣の 151,485

円で、29,014 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：半導体・先端技術、雇用形態：紹介予定派遣の 215,593 円でした。一方、平均賃金

最低額は業種：その他、雇用形態：契約社員の 140,211 円でした。最高額と最低額の差は 75,382 円でした。 

 

【中国・四国】各業種の平均賃金と求人件数の割合 【中国・四国】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【中国・四国】業種・雇用形態別の平均賃金 
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【九州・沖縄】 

■各業種別の平均賃金 

最も平均賃金が高いのは医療・福祉・介護・製薬の 172,889 円となりました。逆に最も平均賃金が低い業種

はその他の 133,815 円で、39,074 円の開きがありました。 

■雇用形態別の平均賃金 

最も平均賃金が高い雇用形態は正社員の 171,022 円でした。最も平均賃金が低いのは派遣の 143,833 円で、

27,189 円の開きがありました。 

■業種・雇用形態別の平均賃金 

平均賃金最高額は業種：携帯・パソコン・家電、雇用形態：派遣社員の 207,200 円でした。一方、平均賃金

最低額は業種：ゴム・プラ・石油・化学、雇用形態：紹介予定派遣の 129,333 円でした。最高額と最低額の

差は 77,867 円でした。 

 

 

【北海道・東北】業種・雇用形態別の平均賃金 【北海道・東北】業種・雇用形態別の平均賃金 【北海道・東北】業種・雇用形態別の平均賃金 【北海道・東北】業種・雇用形態別の平均賃金 【北海道・東北】業種・雇用形態別の平均賃金 

【九州・沖縄】各業種の平均賃金と求人件数の割合 【九州・沖縄】各雇用形態の平均賃金と求人件数の割合 

【九州・沖縄】業種・雇用形態別の平均賃金 
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