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静西成区総面積 

◇　あいりん地区周辺国

第1　センターの概況､組織

第2　就労あっせんの事業

1.現金日雇仕事の紹介

2.期間雇用および一般常用の紹介

第3　就労正常化の事業

1.求人事業所の登録

2.就労正常化促進特別指導日の設定

3.無届求人指導日の設定････････････

第4　労働相談の事業

I.賃金未払に関する相談

2.労働条件違反(ニ関する相談

8.就労条件等

第5　労働災害(こ伴う相談と休業補償給付立春貸付の事業

1.労働災害に伴う相談･･-･-････-･･･-･-･･････････

2.休業補償給付立替貸付

第6　生活相談･家庭身上相談

1.短期椿油紹介

2.病床見舞金品の給付

8.たずね人の相談

第7　医療相談の事業

第8　日雇健保取次ぎの事業

第9　｢センターだより｣の発行
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財団法人西成労働福祉センター寄附行為(抜翠) ��

第1章総則 

(名節) 

第1条iこの法人は､財団法人西成労働福祉センターと稀する○ 

(事務所の所在地) 

第2条この法人は､事務所を大阪市西成区萩之茶屋1丁目8番44号に 

く｡ 

(目的) 

第8条この法人は､職業の不安定な者が多数居住している特定の地域にお 

げろ労働者の職業の安定を図るととも(二､これらの者の福祉の増進 

(ニ努め､もって労働者の生活の向上(三賞することを目的とするo 

(事業) 

第4条この法人は前条の目的を達成するため､次の事業を行なう○ 

(n労働大臣の許可を得て行う無料の職業紹介事業 

㊨)職業(ニ関する相談及び指導 

(8)労働者のための福利厚生の事業 

(㊥その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

組織表 
理事長 専務理事事務局長次長 兼務 傀駝�ﾅr���ﾙk�擺�ラkﾂ佝�ﾘﾅr����櫁ﾅr����櫁擺����B��ｨｼh�ﾅr��ｬyyﾘﾅr��┴ﾝ�擺�Vｘｼik�ﾅr��Y�8��ｲ���B俘xﾇcC�kﾂ�`帽●

設　立　の　主　旨

据和3 6年8月1日大阪南西暖区の1部､不良環境地域に突発した事件を

実践として､国ならぴVe関係行政践関は､同地域住民の労働､生活全般が他

の一般社会と大いに異る"特殊睦,にあることを再確認して､これに対応す

る行政施策を実施するにいたった｡

その擾雑毒特殊性を､生活の基盤である労働分野より見るとき､ここで日

々くり返される就労関係が公正を失し､これVeとも在って起る労働者の不満

と反社会的意識は､行致機関と接触､依存することを望まず､もしくは殻遠

する状態にあって､その社会的労働調整が正常を欠き､労働者の生活に不安

定を来たしていた｡

大阪府は地域の労務者を正規を労働につかせ､生活を安定させることが環

壇を改善､浄化する基本施策のポイントであり､しかも､こうした特殊地域

の施策は一元的な行政措置だけでは､十分左実効がえられず､民官一体をも

ってする公益法人を組織して､巾広く労働福祉にまで延長することが良策で

もることを結論としたのであるが､かかる団体が組織されるまでの暫定措置

として､とりあえず事件直後の9月1日から労働部西戎分室を急設し､労働

者の就労援助にあわせ､これにともなう職業､医寮､生活の相談にも応じ､

地域の労働とその福祉行政を進め､世論の支持するところと在って来た｡

以上の経過を経て､西城労働分室の機能を更に発展させて､日雇労働者の

就労と労働福祉を一層充実せしめるため､地域における特殊性を把握しつつ､

法的行政的に制約された施策だけに終らず､複雑な状況と時宜に即応､広範

左対策と活動を可能とする組織体を構唆して､適切な企画と巾広い事業を実

施･し､もって社会の要請にこたえることにたった｡

財団法人西戎労働宿祉センターはこの目的を達践するため､大阪府の発意

と助城､社会各方面の協力と援助によって設立されるものである｡

昭和87年7月23日

一箪-



第2.就労あっせん事業

当センターは､昭和3 7年9月労働大臣の許可を得て､らV.りん地区労働

者を対象に無料職業紹介を行なって来た｡

曙和5 3年度における紹介業務の既要は次のとおりで参るo

1.現金日雇仕事の紹介

現金日雇仕事の紹介は､センターに届出された求人条件により､求人者

と求職者が寄場内で直接話し合って雇用の城立をはかる､いわゆる集団管

理方式(相対方式)を採ってV'るo

具体的には､センターが発行する求人条件を明示したプラカードを掲示

して求人活動が行をわれることによって､センターが雇用の暖立に介入す

るものである｡

mO_ 500_ 200 100 �2�②建設案 

･② ����ﾝr�
(D ��ﾘxﾇb�

@ ��

描 数 葡�8運輸業 製造業 4 

iili 昭和よ年4647綿405 薄�牝$�#S���

昭和45年度～53年度

産業別､現金求人(就労)数と産業別比率

塞 年業 �騁�ｼb�佶ｩ�ﾘｼb���ｹ�(ｼb�俘xﾇb�

慶 ��ﾈ蹴�比率㈲ ��ﾈ蹴�〝,1 ��YJ��比翠侮) ��ﾈ蹴�比率㈲ 

45 田づS���ll.5 �#ビ繝c2�48ー3 �#3偵c���40.2 鉄澱��S"�100.0 

(109_6) �(205.2) �(238.6) �(196.6) 

46 塔2ﾃCS��14.2 �3�ゅc3��54Il ��ッ紊CR�31.7 鉄モﾃS#b�100.0 

(133.5) �(227.2) �(185.6) �(194.1) 

47 塔づ����ll.2 鼎s2ﾃS�R�60.2 �##R�#唐�28.6 都ッ纉�2�100.0 

(141.I) �(337.6) �(224.2) �(259.5) 

48 汀Sづ�#"�9ー6 �3S"繝���57.4 �#�"纉c2�33.0 田�Bﾃs�B�100.0 

(94.3) �(251.6) �(202ー0) �(202_7) 

49 田R緜モ�13.8 �#3Bﾃc���49.2 ��sb�3s2�37.0 鼎sb緜c��.0日 

(105.1) �(167.3) �(175.5) �(157.2) 

50 田"經�2�20.6 ��C��#S��46.3 ����ﾃCs2�33ー1 塔�2�#3B�100.0 

(100.0) �(100.0) �(loo.0) �(100.0) 

51 鉄BﾃcC��14.2 �#C偵C32ﾒ�64.8 塔�ﾃ��r�21.0 �3ィﾃ塔��100.0 

(87.4) �(177.8) �(80.5) �(127.0) 

52 鼎Bﾃ�sb�7.9 鼎SR緜3R�81.8 鉄r�#�2�10.3 鉄Sb纉釘�100.0 

(70.5) �(324.9) �(57.0) �(183.7) 

53 鼎2ﾃ#sr�7.8 鉄�"��CB�86.6 �3b�#モ�6.1 鉄��ﾃc���100.0 

(69.2) �(865.1) �(86.1) �(195.1) 

(注)求人数の年度別推移は､昭和50年度-100.0とした指数
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日雇(現金)月別求人(就労)敬

業種 月 刪嵭軏�. 剏嚼ﾝ業 剞ｻ造業 剄㈹v 剋c留者数 (推定) 

件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�

昭和58年4月 �383 �2緜���3.816 鼎2ﾃC�r�388 �"緜S��4,587 鼎偵cッ�17.850 

5 �384 釘ﾃ#���2.082 �#2ﾃ����403 唐ﾃ#C��2.819 塔�ﾃピR�17.900 

6 �408 釘ﾃ#ヲ�2.228 �#R紊#b�448 �2ﾃS3B�3,074 �32ﾃ�湯�16.000 

7 �409 釘ﾃ#�R�3.486 �3偵鼎��480 唐ﾃS���4825 鼎sccB�19300 

8 �360 唐ﾃ3u��8,651 �3偵塔��887 �2ﾃ3#2�4,398 鼎b緜#��17.600 

9 �887 �2�3�B�3,921 鼎づ����889 �2ﾃ��"�4,597 鼎偵C�r�16.800 

10 �347 �2ﾃC�R�4,215 鼎b��C��328 �"繝cB�4,890 田#�����16.800 

ll �338 �2ﾃ#cb�4.492 鼎津�3b�320 �"縱c2�5.150 鉄R��cR�15.300 

12 �838 唐ﾃ#�B�4,458 鼎r繝���306 �"緜c��5.102 鉄づcィ�12.850 

昭和54年1月 �296 �2ﾃ�唐�8,053 �3BﾃSCB�279 �"緜s��8,628 鼎�ﾃC�R�ll,700 

2 �329 �2ﾃゴ��4,222 鼎偵C3B�807 �"繝Sb�4,858 鉄R緜C��14,000 

3 �895 唐ﾃンR�5,893 田津CSR�388 唐ﾃ�ビ�6.626 都b經ビ�17.700 

昭和58年上半期小計 �2.226 �#"纉S��19.134 �#�R縱#B�2.390 ��偵#sb�28,750 �#Sr纉S��105.450 

前年同期小計 �2.588 �#�纉S��15.602 ���2ﾃ塔B�8.612 �3r�3S��21,797 �#Sづ#コ�99.450 

昭和53年下半期小計 �21043 �#�ﾃ3���26.388 �#澱繝#��1,878 ��r���"�30,254 塔3づcS��88,850 

前年同期小 �)｢�2.410 �#"��#R�22.450 �#c�ﾃcS��2.864 ��偵�32�27.224 塔�づs���76.600 

昭和58年計 �4,269 鼎づ#sr�45.467 鉄�"��CB�4,268 �3b�#モ�54,004 鉄��c���193800 

前年 稗�4.998 鼎B��sb�88,052 鼎SR緜3R�5.976 鉄rﾃ#�2�49.021 鉄Sb纉釘�176.050 

●
◆　　　　　　　●

i

●

●
●

●　　　　　　　●

●

日雇(現金)運輸業職種別求人(就労)敬

職種 剞ﾏ込 儿�,｢�大型 �7H4��ｸ4��8ｨ7H6r�特殊 ��8�b�雑役 �8�ｹｲ�船内 �y�"�その他 俘xﾇb�

月 剴�o庫 ��5ﾘ薰�連接手 ��5ﾘ薰�運転手 傚X薰� 俶IZｨ*��大工 ��ｩ^��

.昭和53年14月 �2,838 �#b� 釘� ��600 鼎���250 �� �2ﾃc���

5 �2.425 �#�� �"�2 鼎Sr�620 鼎�B�250 �#��雑寡} 釘ﾃ#���

6 �2.838 �#�� �� 鉄途�600 鼎�b�260 �� 釘ﾃ#ヲ�

7 �2.304 塔r� �"� �3�b�620 鼎�b�260 �#c�� 鼎#�R�

8 �1,856 免ﾂ�2 �� �#唐�620 鼎���50 ��C"� �2ﾃピB�

9 �1,925 �"� �� 塔唐�600 �3ィ� �� �2ﾃ3�B�

10 �1,951 ��b� �� 鼎���620 鼎��� �� ��ﾃ2ﾃC�R�

ll �1,888 迭� �� 鼎#��600 鼎��� ��2 �2ﾃ#cb�

12 �1,825 唐� �� 鼎#b�540 鼎��� ��弓越手伝6 唐ﾃ#�B�

昭和54年1月 �1.840 迭�8 �� 鉄�"�480 塔c�� �� 唐ﾃ�唐�

2 �1.900 �� �� 鉄#"�560 塔c�� �� �2ﾃゴ��

8 �2.267 ��� �� 鉄s��620 鼎�b� ��鎧豊2 唐ﾃンR�

昭和53年上半期小計 �13,186 ��3"�28 �2 �"��Sb�3,660 �"紊#��1,070 鼎#"�1 �##�鉄��

前年同期小計 �16.628 �##b�56 剩偵SS��8,388 ��158 �� �#�ﾃ鉄��

昭和53年下半期小計 冤l.621 �3R�8 �� �"繝c��8,420 �"�3S"� ��19 �#�ﾃ����

前年同期小 ��r�15.329 ��澱�153 剴ゴ��8,519 ��ﾃ��B�952 ��21 �#"��#R�

昭和58年 前年 ��r�24,807 ��cr�5i812 剴Bﾃ�#B�7.080 釘ﾃss"�1,070 鼎#"�20 鼎ゅ#sr�

31.957 釘�#"�209 剴"紊���6.852 ��ﾃ��B�1,110 ��21 鼎Bﾃ�sb�



日雇(現金)建設業職種別求人(就労)敬

職 種 月 �7佶ｩ]��WB�仮枠 バラン ��R�ﾔ��鳶 俚b�ｬr�右 横 �7R�8ﾒ�6"�4�����鉄 節 鉄 骨 况謦��｢�天 工二 塞 �R����7R�8ﾒ�6"�4��������ﾋ2�鉄 節 ���ﾚ｢����ﾋ2�レ ) 辛 儿��補�5ﾒ�薰�大 逮 偬B�ﾜｲ�蒔B�衣 勤 �4����6ﾘ8ﾂ�6��42�6��そ の 他 凩��ﾇb�

雑 エ築役 劔劔傴�����ye2������r��92��5ﾒ����

昭和53年4月 鼎�ﾃ#s��669 鼎#��251 �#R� 澱� 釘�28 ��1,175 ��C�� 塔c��89 途� ��b� 鼎2ﾃC�r�

6 �#�ﾃ����680 鼎Sr�195 田B� ���107 ��� ��982 ��#��2 ��途�9 唐� �� �#づ����

6 �#�ﾃScR�I.315 鼎途�166 澱� 唐�96 迭� ��1.888 ��cB�2 �#���9 �"� �� �#RﾃC#b�

7 �3Bﾉ��"�1,480 鉄���651 ��B�1 ���198 湯� ��I,989 ���"� �#釘�16 澱� ��"� 塔偵鼎��

8 �3R���R�1,249 鉄ビ�582 田R� �"�92 �2� ��1,615 ��c�� �3�b�85 唐� ����� 塔偵塔��

9 塔づ�c2�1,180 都�R�513 鉄�� ��180 �2� ��I,708 ��sR� �#c��47 �"� 涛r� 鼎づ����

10 鼎��#s"�1,588 涛�R�615 鉄�� ��148 鼎�� ��I,929 ��c�� �3�R�60 迭� ���B� 鼎b��C��

ll 鼎Bﾃ��2�1,181 塔32�584 塔�� ��59 ��2� ��i,779 途� �#C"�53 ��"� 蔦迭�15 鼎偵�ッ�

12 鼎づ#S"�1,210 塔���448 塔B� 唐�179 ���� ��i,828 ��R� �#3"�79 ��r� 鼎B�21 鼎r繝���

昭和54年1 �3�ﾃ�#"�I,189 鉄32�386 �#B�2 ���100 �"� ��i,040 �� �#SB�43 �#b� ��r�6 塔BﾈｨCB�

2 鼎B縱S��1,061 涛S��660 鼎B�1 ���14 釘� ��1,352 �� 鼎CR�57 鉄�� 塔r�4 鼎津C3B�

8 田B紊3��979 塔32�739 田��8 �"�29 ���� �"�I,612 ��16 鉄���71 �#"� 鼎��15 田偵CSR�

昭和58年上半期小言十 �����=ﾓ��6.578 唐ﾃ�sb�2.858 �##B�1 ����668 �#R�28 ��8,807 涛C"�4 ��ﾃcC��155 �#�� �#ッ� �#�Rﾃs#B�

前年同期小計 ��モﾃ�#"���ﾃ3S"�1,768 �#���2 ��889 途�5.546 剪� ����sB�� 澱� ��唐ﾃ塔B�

昭和53年下半期小計 �#cr縱�俣rﾓ�S��釘ﾃ�3R�8,827 塔S��6 ��"�529 塔��I2I9.040 剴�モ�16 �"��c俣ツ6��コ�� �3ビ�60 �#澱�3#��

前年同期小計 �#Cb紊3���"經3��2.214 �##2�8 �2�1049 ���7.448 剪�5 ��緜湯�冤l ��r�12 �#c�ﾃcc��

4鶉,掲7鴫,731 �8,111 迭緜コ�575 途�25 ��ﾃ�途�118 �#6�#��r�,ビ��1,125 �#��8,71216181163 剪�678 田��512,044 

前年計 鼎#偵Sc���2ﾃャR�3.982 鼎C"�5 �2�1.988 唐�12.989 剪�5 �"縱s��冤l �#"�12 鼎SRﾃcコ�

●　　　　　　　　　　　●

●

●　　　　　　　　　　　●

日雇(現金)製造業･職種別求人(就労)敬

:∵ 儘�X訷ﾋ2�檍��艙o��溶接 仂ｨｧﾂ�横卸 運搬 �y�"�ﾚｹ^��レンガ がラ田 スタンプ 灰出し �,r��r���描 除 �7R��7R�6"�4������"�各 種 職 人 手 元 儿�����v�����夜 勤 �4����6ﾘ8ﾂ�6���42�6��ク ラ イ ン ダ i 掛 け �+ｲ�x��幵�合計 

昭和58年4月 白ﾃ�c�� 塔C��250 ��224 鼎"�510- ��S�� ��"� �� 鉄R�2.651 

5 白ﾃcc"�1 塔S��250 ��827 鼎"�462 ��S�� �� �� 釘�8248 

6 ��ﾃcc��3 ���260 �3�"�720 ��#��303 ��Sb� �� �� ��8万84 

7 ��ﾃc#r� ��260 �3�"�582 ��#b�501 ��S�� �� �� ��8508 

8 ��ﾃC�R�8 ��260 塔#B�601 ��#��595 �� �� �� ��8.828 

9 ��ﾃ�SR�181 ��262 �#���497 ��#��655 �� �� �� ��"�8.012 

10 涛c��152 ��250 塔�B�578 ��#b�500 �� �� �� ��2.864 

ll 塔3R�166 ��250 塔���577 ��#��506 �� �� �� ��2.768 

12 塔ビ� ��260 塔���662 ��#��489 �� �� �� ��2.669 

昭和54年1 ��3##B� ��2801 �#sb�641 ���"�800 �� �� �� ��2.678 

2 ��紊3B� ��220 �#sb�508 ���B�804 �� �� �� ��2,856 

8 ��緜SR�2 ��188 �3�B�548 ��#b�847 �� �� �� ��r�8,187 

昭和53年上半期小計 唐ﾃCモ�143 田���1.542 ��ﾃ#���2.901 鉄s��8,026 田�b� ��ｳ�"� �� 都��19.276 

前年同期小計 �#�#���92 唐纉Cr�1,685 ��ﾃ�s��3,523 ��ﾃs#B�3,114 ��985 �� ��� ���87,850 

昭和53年下半期小計 澱纉釘�820 ��1,898 ��縱s��8,404 都���2.896 �� �� �� ��r�17.012 

前年同期小計 ����繝sb�94 ��緜#R�660 �#���2.388 ��紊�b�2.878 �� 鼎r� ��56 ��c��19.988 

昭和58年計 ��SC�"�468 田���2.985 �"纉モ�6.305 ��ﾃ#澱�5.422 田�b� ��"� �� 塔��86.288 

前年計 塔"��sb�186 迭經s"�2.845 ��<�S��5361 唐ﾃ�C��51492 ��985 鼎r� ���56 ��cB�57.283 



(運輸業)日雇(現金)職種別賃金状況＼ノエll]ツ二乗ノH'中､-J]一道ノ｢'即エ'JU只並-レ＼LJl.(昭和58年度) 

駿 剳£ﾊ 剔蛹^ ��(釮�4��特殊 ブ ��8�b������倅yo��凍魚 ��I>��荷造 �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 

賃金種 刮^転手 刮^転手 ��ｳs�ﾒ�暮5ﾘ薰�ノレ 運転手 傚X薰��?ﾈ�ﾌ��剋d分け ��Xﾔ��梱包 

4 俐Xﾘ"�6.000 � 澱經��� 迭�����唐�����鼎3���6-500 途ﾃ���� ��

最低 ��.500 �6.500 劔5000 �4,300 澱經���7.900 

平均 �20 �6,BOO 劔5.810 5.300 �4.300 4.030 澱ﾃS���7.900 

前年平均 ��UU ��ﾆ�X�ｲ�

5 俐Xﾘ"�6,500 � 途�����8.000 澱經���唐�����R�����Rﾃs���R紊���釘�3���6.500 途纉���6.500 澱�����
最低 迭經���.u�S���6.500 唐�����4500 劔4.800 澱經���7,900 澱經���00..8 ウインチマ 

平=珪i 劔6_750 套�����5,550 5.000 劔4,300 4.000 澱經���7.900 澱經���

前年平づ身 途�����澱�����

6 俐Xﾘ"�ﾜY.��ｼ��7.BOO 5.500 5ー570 � �� 澱ﾃS���IXﾃ���RﾃCC��R�������00 00 20 80 釘ﾃ3���B�3���C3���B��C��6,500 6.500 6,500 途纉���r纉���r纉��� ��

前年半:拷 迭�33��迭經���

7 俘"�0000 � 都���� 鉄����塔������$��6500 都����6500 ��
最低 迭������7.000 �4500 �5000 �4.300 ��經���7:900 澱經���

拷 迭�00 �7ー000 �4.520 5.010 �5.810 5.820 �4300 4,210 澱經���7.900 7.150 ��經���

同年｣rうら 迭�10 澱ﾃ����

8 俐Xﾘ"� ����8.000 �� 迭�����唐�����釘�3���6,500 途纉���6.500 ��
最低 �00 唐������4500 �5.000 �4.800 澱經���7.900 澱經���

平均 �10 塔�����4,520 5.000 �5.910 5.680 �4.300 4200 澱經���7.900 7.150 澱經���

前年一半:巧 ��20 澱經���

9 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ�� ���������� �� 澱經���BﾃS���R紊S��R�����唐�����S����b��#��R縱3��鼎3���B�3���B�3���C#���0,500 6.500 6.500 途��S�� ��

i.,,. 迭�90 澱ﾃs����

0 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ��7000 5.000 5_450 � �� ��.500 .500 .490 .000 ��00 00 80 70 釘�3���C3���C3���C#���6.500 6.500 6.500 途ﾃ�S�� ��

前年平均 迭緜���澱縱S��

最高 最低 平均 ��000 000 000 �� ��6.500 4500 5.450 5.000 � �������������4.300 4.300 4,300 4200 澱經���b經���b經���7⊥50 ��18,000 13.000 3.000 

再訂年半場 ��730 澱紊c��

最高 ��000 �� ��6,500 �8.000 �4.450 澱經���7420 ��7.000弓 �42�42�

低 �000 劔4500 �5.400 �4.300 澱經����7.000∃転 

均 �00 劔5 5 偵S#�������6⊥50 5.680 �4810 4,320 澱經���b繝c���7.000 

前年｣r巧 ��600 澱�3s��

07 1 俘"�.��7.000 5580 �8.000 8.000 �� 澱經���Wｲ����唐�����B繝���鼎CS��B紊S��6.500 6.500 途����� 釘�3���

平均 澱�����唐������5.980 �6⊥10 5β80 冲Lt50 4300 澱經���

Hり牛｢~ノ弓 迭經���澱�#S��

2 俘"�.��ｼ�� � �� ��000 000 780 ��0 0 0 0 釘紊S��CCS��CCS��C3���6.500 0.500 6.500 6.500 砺､簸�� ��

扇町牛一半:巧 迭縱���澱ﾃ����

3 俘"�.��ﾘ�� ������������� �� ��900 000 020 ��00 00 60 40 鼎CS��B紊S�ﾖ��CCS��R�3#��6.500 6.500 6.500 6.BOO 途����� 塔����+(�ﾈ訷ﾋ2�3���4��ｲ�&齎4��ｲ�

剛等"rプ司 ��520 澱�#S��

(製造業)日雇(現金)職種別賃金状況　　　　　　　　(聞5昨度)

職 種 刮�G 社員 雑子 役元 俟��玉 樹 ��｢����¥r�ガレ クラン �,r�ｸ�����描 �7i�ﾂ�62�8��5��"�各職 人 忠X���補�������喪 �4����6�6ﾘ8ﾂ�487R�6r�そ の 

負 月金 劍鳴�仄��刳ﾎガ 剌� 剞h 話元 剪ｺ 刮ｿ 

4 俐Xﾘ"�ﾜY.��Xoo 田S���6200 6800 枅��鼎SS��6500 4500 塔S���ゴ���6000 5000 偃3���SS��� 田����ﾓc���� ��7000 叩00袋.-シソ 

平均 親臨 鉄����Cs���尾�$���S�S��5m0 4720 剴Xｫﾓ���S#s��8iIOO 鉄ピ��X-ﾈ*���韓OO �6000 剴s���*�+r�

5 俐Xﾘ"�7000 田S���6200 迭�+#��Y�r���鼎S���7脚0 塔S���6000 5000 鉄S���00lm �� ��0000(横罫額掩.組立 
最低 鼎����6500 田#���剴SS���8500 �5500 劔塔����7h8�5�6�5霈�+r�

平均 音節均 鉄����Cピ��6500 田����S����5.鴬)0 術00 剴��S��Ssc��8500 鉄イ��S����5500 劔塔S���Y�ﾂ��

8 俐Xﾘ"�7000 妬�B���6即0 鉄Vﾓ��田����8叩0 塔S���ゴ���6000 5000 鉄S���6000 �� �� 
最低 鼎����8500 田S���51的0 �6800 �������5500 

平均 読睦平均 鉄����C����6500 6500 尾又���S���5糾)0 �6800 5320 田����S����8500 8500 店�ｳC��Sゴ��5500 

7 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ��m8ｹy*(ﾖﾂ�7000 4000 5410 4叩0 田SS��5970 天ﾈｺﾒ���SY4���SC���I���簸#���c#���c����Sピ��6500 5300 6010 弱り0 塔S���ゴ���ゴ���イ���5200 5000 5110 5470 鉄S���XﾘgFﾒ�SS��� �� �� 

8 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ���9-��｢�7000 4000 5620 4800 都����s����s����cS#��6000 鉄C���Xﾛﾒ���SC���*ﾘ*����田���������c����c����7000 8000 00!ー0 5720 塔S���ゴ������7000 5000 ;lS �� �� �� 

9 俐Xﾘ"�7000 塔����c����c3S��cC3��6000 ��oｓ��田#���7800 塔S���5800 5000 �� �� ��0000 
最低 平均 講師均 鼎S����5劇〕0 �6000 6190 6000 塔����8500 8500 8480 劔剴c��延��R��

弧50 4820 剴SC���S�����6120 0000 �5uO 5400 劔�6000 

10 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ���9T｢�7劉〕0 ･録00 5700 4800 塔���������c�����S�ﾒ�6000 店�c���V�+#��YgC��S����坊����������c���������7叡)0 6000 0080 6000 塔S����4���ゴ���ゴ���5如0 5000 5}10 5350 �� �� ��7000(グラインダー韮け 

ll 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ��ﾗYUﾙWR�7300 4500 6080 4750 塔����c������s��cSs��6000 天盲��Vﾓ��SFﾓ��Y4���尾����c3���������c����7800 0000 6050 6050 塔S������ゴ���ゴ���9000 51〕00 5100 5390 �� �� �� 

12 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ��m9}X�｢�7000 4500 5ク60 4郎0 田S���6飢0 ��i鎌)0 劇)0 400 田#���c#���c#���c����7300' 諾3 0190 塔S���ゴ���ゴ���ゴ���5500 抑0 るらlo 5母70 �� �� �� 

I 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ���)Uﾘｼ��'IuOO 4500 5720 4930 塔����6200 迭ﾙ����Xﾛﾒ���wﾓ��S����田#��������c����7800 0000 諾 塔S���ゴ���ゴ���ゴ���5即0 5000 5840 5郷0 �� �� �� 

2 俐Xﾘ"�ﾜY.��[ﾘｼ����694��7000 4500 5850 5110 塔����0800 ��嬉)0 線〕0 400 田#���c�&ﾓ��7紅IO 5500 0000 6050 悼y(�ﾃ��ゴ���ゴ���ゴ���5500 5000 53∠調 5000 �� 田���� ��飾00(製材) 

最高 都����9000 田����6帥0 �6900 塗�3��85lm 迭ﾃs��� ��Oo00 �� 塔�����YD)-偃ｒ�

最低 鼎S���9000 �5鎖)0 �5500 鉄����8500 鉄#���劔都����4�8ﾈ�ｸ98暮5ﾘ薰��

平均 前弼 鉄c���S�s��9000 7000 �5460 �6170 鉄�#��c�3��8500 8ii00 鉄ゴ��Sピ��劔都����



(建設業)日雇(現金)職種別賃金状況

∵ー 剴y工 佶ｩ'｢�]�WB�艙o��仮枠 バラン ��Xﾔ��焉 俚hｪ��石積 途ﾘ8ﾘ6�6ﾒ�ｮr�鉄筋 

4 俐Xﾘ"�8.000 澱�����6.000 ��ゅ����10.0010 �������� 途�����5.930 最低 鼎S���1.500 迭經���7{IOO 途�����7.000 �6,500 

平揚 鉄#���4｣)60 店�ｳc���9.480 8.570 唐繝���r纉#��8360 7J)50 �6,750 

前年平均 釘縱S��

5 俐Xﾘ"�8.000 迭經���6.000 ��ゅ����10.000 唐����� 唐�����7.500 最低 鼎s���4500 迭經���6.500 ��經���8.000 �8.000 澱�����

平均 迭�#���4,990 迭縱���9.810 8.080 唐ﾃ#���r繝���8.000 6.080 �8.000 澱經���b�#���

前年平均 鼎s���

6 俐Xﾘ"�8000 鉄S���6000 ��#����9000 涛���� �������7500 最低 釘縱���4,500 迭經���8.000 澱經���6.000 �8.000 途經���

平〕自 店�ｳ33��tl_950 填�3��9`840 7.750 唐ﾃ����r繝���7.800 5,520 �10.330 途經���帝8v��

討年平均 釘縱S��

7 俐Xﾘ"�8.000 迭經���6.000 免ﾂ�����9.000 唐�����9.500 途�����8.500 最低 鼎S���4500 迭經���6.500 澱經���8.000 湯經���7.000 澱�����

平均 迭�3S��5.010 迭繝S��9.790 7.800 唐�#���r經3��8.000 7.000 涛S���7.000 途緜#��偵S���

前年平均 鼎s���

8 俐Xﾘ"�8.000 迭經���8000 ��ゅ����9.500 ��������18.000 �������� ����最低 平均 釘經���R霾ﾆ��4200 5.130 迭繝���X�ｳ塔��6.500 9.900 7.800 澱經���ンs��r紊���7.500 8.430 7⊥30 �7,000 8.500 �.500 .930 .000 

前年平均 鼎�3��

一g 俐Xﾘ"�8.000 迭經���6.000 牝ﾄ���10.000 牝ﾄ��� �� ����
最低 鼎s���4.700 迭繝���8.000 澱縱���7.000 劔.000 

平:拷 鉄C���5.130 鉄塔��9.890 8.190 唐紊���r縱3��OB30 8,800 劔50 60 

前年平場 釘繝���

10 俐Xﾘ"�8.000 添Xﾃ���6.500 ��"�����10.000 牝ﾄ��� ��9 7 8 7 ����最低 平均 釘縱���謨�vﾆﾈ�ｲ�4700 5_130 迭經���臠D���0.500 10.lらe 8.280 澱縱���ゅ3���r縱���7.000 8.270 7.400 劔00 90 90 

前年平均 鼎����

ll 俐Xﾘ"�8.000 鉄3���7,000 ��"�����10.000 ��"����� �� ����最低 鼎����4800 迭經���e�����7.000 澱經���7鳥00 劔.000 

辛:!自 典鉄#��5⊥80 �10.820 8.320 唐�#C����ｳC��8.820 劔20 00 

前年平均 釘纉3��

12 俐Xﾘ"�8.000 澱�����6.500 ��2�����10.000 ��"����� 途�����1 ����最低 平均 釘繝���R緜���4800 5.150 鉄����h�ｳ�c��7.000 10.580 8,770 途�����ゅS���ゅ#���6.000 8.520 8.500 �7｣)00 7.000 �00 20 20 

前年平均 鼎����

1079 俐Xﾘ"�8.000 澱經���7.000 ��C����10.000 免ﾂ�����10,000 途�����10.000 

1 俐Y.��5.000 鼎����5.500 途�����7.000 ��������10000 途�����7.000 

平均 迭緜���5.260 澱紊���9.020 9.550 唐緜S��ゅ����10920 ���������������7.000 ��繝s��ゅS���

前年平均 釘ﾃ����

2 俐Xﾘ"�8,000 澱�����7.000 ��"�����9.000 牝ﾄ���12.000 途�����10.000 最低 迭�����4800 簸ﾘ�ﾃ��B�7.000 途�����8.000 ��ゅ����7.000 途ﾃ����

平場 ��U�C��5_250 塗�ｳピ��9.040 9500 唐紊s��r繝���9.440 7.230 ��"�����7.000 8.000 ��90 40 

前年平均 迭�����

3 俐Xﾘ"��8.000 澱�����8.000 ��ゅS���10.000 ��ゅ����10.000 ���8�ﾃ���1 ����最低 早:嵯i 迭�����X�ｳs���4.800 5_400 迭經���e�3s��7.000 1051-0 途�����ゅSc��8.000 9.800 唐�����偵33��10嘉一00 10000 �00 70 

前年平場 鉄�����0.910 唐�����7.760 ��������9.000 �950 

(昭和58年度)

溶接 剔蜊H 左官 手元 ��阮ﾂ�7d畑5x4��b�鉄筋 手元 �靺｢�レーキ マン' 忠X�ﾒ�(大) 運転手 宙���衣 勤 �4�����+ｲ�-��幵�

手元 剋闌ｳ �:運転手 刄I一く 刄iノレ イ ･ト 

8.000 �6.500 ��6.500 �������� 唐�����8.000 �������� ��2�������

5.500 6.750 6330 �6.500 8llllll �5.500 Ltftり∩ 湯經����緜���迭經���ﾆﾆﾆ貳ﾂ�6.500 qnEtn 澱經���ﾃx什X8���ｲ���"������"ﾃS���
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