
第１表 平成２６年３月高校新卒者の地域別求人・求職状況 （平成25年7月末現在）

　求人数 　求職者数 　求人倍率

前年比 男女計 前年比 うち男子 前年比 うち女子 前年比 前年差

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 倍 ﾎﾟｲﾝﾄ

(145,893) (193,242) (111,751) (81,491) (0.75)

計 172,297 18.1 186,222 △3.6 107,707 △3.6 78,515 △3.7 0.93 0.18

(3,170) (9,425) (4,851) (4,574) (0.34)

北海道 5,192 63.8 8,925 △5.3 4,495 △7.3 4,430 △3.1 0.58 0.24

(13,760) (24,288) (14,076) (10,212) (0.57)

東　北 18,496 34.4 22,998 △5.3 13,438 △4.5 9,560 △6.4 0.80 0.23

(18,889) (27,168) (15,372) (11,796) (0.70)

関　東 22,201 17.5 26,963 △0.8 15,218 △1.0 11,745 △0.4 0.82 0.12

(20,640) (13,125) (7,535) (5,590) (1.57)

京　浜 24,831 20.3 13,132 0.1 7,513 △0.3 5,619 0.5 1.89 0.32

(5,829) (8,840) (5,211) (3,629) (0.66)

甲信越 6,969 19.6 8,940 1.1 5,320 2.1 3,620 △0.2 0.78 0.12

(5,774) (6,176) (3,651) (2,525) (0.93)

北　陸 6,682 15.7 6,113 △1.0 3,623 △0.8 2,490 △1.4 1.09 0.16

(28,581) (27,499) (15,878) (11,621) (1.04)

東　海 29,992 4.9 26,800 △2.5 15,525 △2.2 11,275 △3.0 1.12 0.08

(3,370) (5,693) (3,274) (2,419) (0.59)

近　畿 3,709 10.1 5,596 △1.7 3,160 △3.5 2,436 0.7 0.66 0.07

(17,576) (17,439) (10,291) (7,148) (1.01)

京阪神 20,093 14.3 16,890 △3.1 10,217 △0.7 6,673 △6.6 1.19 0.18

(1,433) (2,841) (1,675) (1,166) (0.50)

山　陰 1,925 34.3 2,595 △8.7 1,571 △6.2 1,024 △12.2 0.74 0.24

(8,449) (11,110) (6,948) (4,162) (0.76)

山　陽 9,764 15.6 10,305 △7.2 6,299 △9.3 4,006 △3.7 0.95 0.19

(5,054) (7,281) (4,303) (2,978) (0.69)

四　国 6,118 21.1 7,115 △2.3 4,250 △1.2 2,865 △3.8 0.86 0.17

(7,179) (14,615) (8,461) (6,154) (0.49)

北九州 8,387 16.8 13,690 △6.3 7,912 △6.5 5,778 △6.1 0.61 0.12

(6,189) (17,742) (10,225) (7,517) (0.35)

南九州 7,938 28.3 16,160 △8.9 9,166 △10.4 6,994 △7.0 0.49 0.14

注2 地域区分は次のとおりである。

注3 （ ）内は、前年同期における状況である。

第２表 平成２６年３月中学新卒者の求人・求職状況 （平成25年7月末現在）

　求人数 　求職者数 　求人倍率

前年比 男女計 前年比 うち男子 前年比 うち女子 前年比 前年差

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 倍 ﾎﾟｲﾝﾄ

計 (407) (1,521) (1,114) (407) (0.27)

484 18.9 1,299 △14.6 957 △14.1 342 △16.0 0.37 0.10

注2 （ ）内は、前年同期における状況である。

注1 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数である。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）、関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉）、京浜（東京、神奈川）、甲信越
（新潟、山梨、長野）、北陸（富山、石川、福井）、東海（岐阜、静岡、愛知、三重）、近畿（滋賀、奈良、和歌山）、京
阪神（京都、大阪、兵庫）、山陰（鳥取、島根）、山陽（岡山、広島、山口）、四国（徳島、香川、愛媛、高知）、北九州
（福岡、佐賀、長崎）、南九州（熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）

注1 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数である。
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