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　本資料は、毎年、厚生労働省が全国で実施している「賃金構造基本統計

調査」及び、「毎月勤労統計調査」や「就労条件総合調査」等の調査結果

の他、岡山県等の行政機関の協力を得て、その他の統計調査結果も参照し、

岡山県内に所在する民間企業の賃金水準や関連する諸指標の動向を、近県

及び全国の指標と比較する統計編纂資料として、「岡山県内における賃金

事情」にとりまとめ、平成７年から毎年作成、公表しているものです。

　わが国の経済社会情勢が大きく変革する中で、企業における人事・労務

管理や賃金体系などの各制度の見直しは極めて重要な課題となっています。

　本資料が、県内の各企業経営者のみならず、労務管理担当者や経営コン

サルタントの方々等、各関係方面において、いささかなりとも推移を把握

する参考指標として活用されれば幸いです。

　最後に、本資料の作成にあたり、多大なご協力を賜りました関係機関の

方々に、厚くお礼申し上げます。

岡 山 労 働 局 長

は   じ   め   に

平 成 ２６ 年 ３ 月 
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