
（P） 108.7 (8.7) 103.7 (▲4.6) 105.3 (1.5) 107.3 (1.9) 105.9 (▲1.3)

（億円） 8,014 (3.6) 8,056 (0.5) 8,488 (5.4) 8,463 (▲0.3) 7,884 (▲6.8)

（件） 1,986 (▲2.5) 1,627 (▲18.1) 1,413 (▲13.2) 1,334 (▲5.6) 1,192 (▲10.6)

（％） 4.6 (▲0.5) 4.3 (▲0.3) 4.0 (▲0.3) 3.6 (▲0.4) 3.4 (▲0.2)

5.0 (▲0.9) 5.1 (0.1) 4.4 (▲0.7) 4.1 (▲0.3) 3.8 (▲0.3)

（件） 3,821 (▲11.8) 3,382 (▲11.5) 3,436 (1.6) 2,928 (▲14.8) 2,790 (▲4.7)

認定申請  （件） 259 (24.5) 202 (▲22.0) 176 (▲12.9) 166 (▲5.7) 142 (▲14.5)

確認申請  （件） 1,495 (▲6.4) 1,397 (▲6.6) 973 (▲30.4) 696 (▲28.5) 850 (22.1)

 （件） 68 (▲10.5) 62 (▲8.8) 79 (27.4) 90 (13.9) 86 (▲4.4)

 （件）

（件） 58 (▲19.4) 58 (0.0) 68 (17.2) 53 (▲22.1) 47 (▲11.3)

（人） 1,610,324 (15.8) 1,862,543 (15.7) 2,114,654 (13.5) 2,169,288 (2.6) 2,265,011 (4.4)

（人） 2,384,693 (▲4.4) 2,290,915 (▲3.9) 2,099,734 (▲8.3) 1,934,922 (▲7.8) 1,833,235 (▲5.3)

 （倍） 0.68 (0.12) 0.81 (0.13) 1.01 (0.20) 1.12 (0.11) 1.24 (0.12)

 （件） 1,384,214 (▲5.8) 1,285,020 (▲7.2) 1,120,757 (▲12.8) 952,498 (▲15.0) 860,468 (▲9.7)

 （件） 153,892 (5.1) 155,052 (0.8) 153,022 (▲1.3) 142,331 (▲7.0) 123,804 (▲13.0)

（件） 138 (▲33.7) 113 (▲18.1) 74 (▲34.5) 98 (32.4) 102 (4.1)

（所） 1,831 (▲0.1) 1,851 (1.1) 1,896 (2.4) 1,941 (2.4) 2,009 (3.5)

（件） 176 (▲17.8) 171 (▲2.8) 165 (▲3.5) 190 (15.2) 188 (▲1.1)

（所） 7,509 (0.6) 7,607 (1.3) 7,789 (2.4) 7,793 (0.1) 7,920 (1.6)

（件） 602 (▲22.2) 567 (▲5.8) 520 (▲8.3) 541 (4.0) 510 (▲5.7)

個別指導  （件） 1,036 (▲3.7) 1,047 (1.1) 1,050 (0.3) 937 (▲10.8) 880 (▲6.1)

集団指導  （件） 1,180 (▲7.7) 951 (▲19.4) 1,005 (5.7) 1,019 (1.4) 1,070 (5.0)

（件） 1,967 (9.2) 1,788 (▲9.1) 1,939 (8.4) 2,139 (10.3) 1,934 (▲9.6)

 （件） 571 (▲8.5) 421 (▲26.3) 233 (▲44.7) 421 (80.7) 411 (▲2.4)

（件） 6,113 (11.1) 6,219 (1.7) 4,498 (▲27.7) 4,597 (2.2) 4,450 (▲3.2)

（件） 1,133 (31.9) 1,253 (10.6) 1,077 (▲14.0) 716 (▲33.5) 922 (28.8)

 （件） 304 (▲23.0) 210 (▲30.9) 174 (▲17.1) 992 (470.1) 485 (▲51.1)

 （件） 1,292 (▲9.7) 958 (▲25.9) 1,445 (50.8) 1,372 (▲5.1) 1,460 (6.4)

 （件） 117,686 (▲0.2) 121,804 (3.5) 116,638 (▲4.2) 114,809 (▲1.6) 110,418 (▲3.8)

 （件） 23,275 (3.6) 22,687 (▲2.5) 21,364 (▲5.8) 19,329 (▲9.5) 19,183 (▲0.8)

（件） 664 (13.7) 726 (9.3) 737 (1.5) 708 (▲3.9) 657 (▲7.2)

（件） 491 (▲10.9) 456 (▲7.1) 425 (▲6.8) 393 (▲7.5) 408 (3.8)

注１： 鉱工業生産指数・百貨店売上高・完全失業率及び労働基準関係は暦年、その他は年度の数値。

 

区分 項　     　　目 平成２３年（度） 平成２４年（度）

平成２３年（度）

平成２５年（度） 平成２６年（度）

経

済

鉱工業生産指数<大阪>
(H22＝100）

百貨店売上高<大阪>　        

大型倒産件数<大阪>　         

完全失業率　　　　　　          　

<上段＝全国・下段＝近畿>

区分 項　　　　　　目

8,364 (0.2)

平成２４年（度） 平成２５年（度） 平成２６年（度）

労
働
基
準

申告受理件数                   　

未払賃金の立替払
に係る申請件数等

司法処理件数　                  

労働者死傷病報告受理件数 8,014 (▲4.2) 8,138 (1.5)

（死亡・休業４日以上）
8,350 (▲2.1)

うち死亡件数

職
業
安
定

有効求人数　　　       

有効求職者数        

有効求人倍率      

紹介件数　　　　　　　　　　       

就職件数                         

雇対法に基づく再就職援助計画認定件数

需
給
調
整

職業紹介事業所数　　　　　　　 　

新規許可・届出件数   

労働者派遣事業所数　　　　　　  

新規許可・届出件数   

事業所指導監督件数

個別紛争相談件数          

局長の行う助言・指導 

紛争調整委員会によるあっせん

雇
用
均
等

雇用均等に係る相談件数        

雇用均等に係る助言・指導件数

育児・介護に係る相談件数     

育児・介護に係る助言・指導件数

パート等に係る相談件数        

パート等に係る助言･指導件数        

注２： （　）内は、対前年（度）比（％）・差（ポイント）。
注3： 鉱工業生産指数は速報値。

平成２７年（度）

平成２７年（度）

8,041 (▲1.2)

相

談

関

係

総合労働相談件数              


	2７年報用

