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概 況
１．雇用状況
浜田管内における月間有効求人倍率（パートを含む）は、

令和３年４月が1.31倍、５月が1.35倍、６月が1.47倍で推
移し、３ヶ月間（４月～６月）の対前年同期比較でみると、
前年の1.14倍に対し、今年は1.38倍と上昇している。

２．漁業水揚高状況
令和３年４月～６月の漁業水揚高は、数量が2,752ｔ、

金額は790百万円となっており、前年同期と比較し、数量
は10.7％の減少、金額は2.5％の減少となっている。
また、漁業種別水揚金額の増減では、沖合底曳が1.9％

の増加、巾着は10.6％の減少、イカ釣は318.8％の増加等と
なっている。

３．新設住宅着工戸数
浜田市、江津市、益田市の３市における令和３年３月～
令和３年５月の新設住宅着工戸数は、合計124戸となって
おり、前年同期と比較し48戸増加している。浜田市におい
ては18戸の増加である。

４．島根県信用保証協会保証承諾状況
島根県信用保証協会浜田支店における令和３年４月～６
月の保証承諾は、102件の787百万円となっており、前年同
期と比較し件数は462件の減少、金額は9,589百万円の減少
となっている。

５．瓦の生産・出荷状況
石州瓦工業組合の調査によると、令和３年４月～６月の
瓦の生産枚数は、5,795千枚で前年同期比34.5％の増加、出
荷枚数は6,068千枚で同3.5%の増加となっている。

６．公共工事請負契約状況
浜田地区における令和３年４月～６月の公共工事請負金
額は、9,282百万円となっており、前年同期と比較し21.2％
の増加、益田地区は2,429百万円で同39.0％の増加となって
いる。

令和３年６月の月間有効求人倍率、（ ）内は令和２年６月

（参考 資料出所 島根労働局職業安定部）

全 県 松江管内 出雲管内 大田管内 益田管内 浜田管内

1.36 1.35 1.26 1.37 1.78 1.47

（1.28） （1.36） （1.15） （1.30） （1.79） （1.10）

令和３年３月～令和３年５月（ ）内は前年同期

（参考 資料出所 島根県建築住宅課）

全県 松江・出雲 大田市 益田市 江津市 浜田市

672 452 27 62 8 54

（790） （625） （18） （26） （14） （36）

⑴ 水揚高（ｔ）

⑵ 水揚金額（百万円）

単位：百万円

（参考 資料出所 浜田市産業経済部水産振興課） （参考 資料出所 西日本建設業保証㈱島根支店）

平成31年
４月～
６月

令和２年
４月～
６月

対前年
同期増減比
（％）

令和３年
４月～
６月

対前年
同期増減比
（％）

沖合底曳網 789 608 ▲22.9 521 ▲14.3

機船巾着網 1,953 2,211 13.2 1,969 ▲10.9

い か 釣 5 22 340.0 73 231.8

定 置 網 111 107 ▲3.6 70 ▲34.6

一 本 釣 53 51 ▲3.8 45 ▲11.8

そ の 他 32 38 18.8 33 ▲13.2

陸 送 46 44 ▲4.3 40 ▲9.1

合 計 2,988 3,082 3.1 2,752 ▲10.7

平成31年
４月～
６月

令和２年
４月～
６月

対前年
同期増減比
（％）

令和３年
４月～
６月

対前年
同期増減比
（％）

沖合底曳網 334 267 ▲20.1 272 1.9

機船巾着網 403 367 ▲8.9 328 ▲10.6

い か 釣 6 16 166.7 67 318.8

定 置 網 36 43 19.4 13 ▲69.8

一 本 釣 33 28 ▲15.2 26 ▲7.1

そ の 他 19 15 ▲21.1 16 6.7

陸 送 95 74 ▲22.1 68 ▲8.1

合 計 927 810 ▲12.6 790 ▲2.5

単位：件、百万円

（参考 資料出所 島根県信用保証協会）

令和２年４月～２年６月 令和３年４月～３年６月 増 減
件数 金額 件数 金額 件数 金額

支店別
浜田支店 564 10,376 102 787 ▲462 ▲9,589
益田支店 460 7,883 73 757 ▲387 ▲7,126
地区別
浜 田 市 342 6,785 69 534 ▲273 ▲6,251
江 津 市 162 2,739 22 184 ▲140 ▲2,555
益 田 市 355 5,946 56 534 ▲299 ▲5,412
島根県計 4.244 80,201 568 5,574 ▲3,676 ▲74,627

令和２年
４月～６月

令和３年
４月～６月

対前年
同期増減比（％）

浜 田 地 区 7,659 9,282 21.2
益 田 地 区 1,747 2,429 39.0
津和野地区 3,190 4,810 50.8
川 本 地 区 1,411 1,358 ▲3.8
島根県合計 47,711 57,210 19.9






