
第１表 平成２２年３月高校新卒者の地域別求人・求職・就職内定状況 （平成22年1月末現在）

　求人数 　求職者数 　就職内定者数 　求人倍率 　就職内定率

前年比 男女計 前年比 うち男子 前年比 うち女子 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 男女計 前年差 うち男子 前年差 うち女子 前年差

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 倍 ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ

(318,351) (185,546) (103,966) (81,580) (162,372) (94,417) (67,955) (1.72) (87.5) (90.8) (83.3)

計 189,063 △40.6 161,333 △13.0 90,919 △12.5 70,414 △13.7 130,912 △19.4 77,051 △18.4 53,861 △20.7 1.17 △0.55 81.1 △6.4 84.7 △6.1 76.5 △6.8

(8,538) (9,283) (4,459) (4,824) (6,310) (3,383) (2,927) (0.92) (68.0) (75.9) (60.7)

北海道 6,746 △21.0 8,540 △8.0 4,094 △8.2 4,446 △7.8 5,126 △18.8 2,721 △19.6 2,405 △17.8 0.79 △0.13 60.0 △8.0 66.5 △9.4 54.1 △6.6

(21,985) (24,568) (13,594) (10,974) (21,284) (12,234) (9,050) (0.89) (86.6) (90.0) (82.5)

東　北 14,477 △34.2 21,521 △12.4 11,847 △12.9 9,674 △11.8 16,793 △21.1 9,630 △21.3 7,163 △20.9 0.67 △0.22 78.0 △8.6 81.3 △8.7 74.0 △8.5

(43,549) (24,892) (13,739) (11,153) (22,193) (12,562) (9,631) (1.75) (89.2) (91.4) (86.4)

関　東 24,402 △44.0 21,245 △14.7 11,879 △13.5 9,366 △16.0 17,358 △21.8 10,061 △19.9 7,297 △24.2 1.15 △0.60 81.7 △7.5 84.7 △6.7 77.9 △8.5

(54,543) (11,786) (6,505) (5,281) (9,823) (5,524) (4,299) (4.63) (83.3) (84.9) (81.4)

京　浜 31,560 △42.1 10,088 △14.4 5,929 △8.9 4,159 △21.2 7,792 △20.7 4,706 △14.8 3,086 △28.2 3.13 △1.50 77.2 △6.1 79.4 △5.5 74.2 △7.2

(11,680) (7,978) (4,508) (3,470) (7,178) (4,122) (3,056) (1.46) (90.0) (91.4) (88.1)

甲信越 7,336 △37.2 6,727 △15.7 3,745 △16.9 2,982 △14.1 5,723 △20.3 3,317 △19.5 2,406 △21.3 1.09 △0.37 85.1 △4.9 88.6 △2.8 80.7 △7.4

(9,053) (5,494) (3,130) (2,364) (5,137) (2,960) (2,177) (1.65) (93.5) (94.6) (92.1)

北　陸 5,816 △35.8 4,681 △14.8 2,691 △14.0 1,990 △15.8 4,287 △16.5 2,474 △16.4 1,813 △16.7 1.24 △0.41 91.6 △1.9 91.9 △2.7 91.1 △1.0

(66,727) (27,071) (15,328) (11,743) (25,636) (14,685) (10,951) (2.46) (94.7) (95.8) (93.3)

東　海 33,011 △50.5 23,374 △13.7 13,243 △13.6 10,131 △13.7 20,926 △18.4 12,208 △16.9 8,718 △20.4 1.41 △1.05 89.5 △5.2 92.2 △3.6 86.1 △7.2

(7,129) (5,271) (2,975) (2,296) (4,627) (2,734) (1,893) (1.35) (87.8) (91.9) (82.4)

近　畿 4,459 △37.5 4,736 △10.1 2,660 △10.6 2,076 △9.6 3,870 △16.4 2,267 △17.1 1,603 △15.3 0.94 △0.41 81.7 △6.1 85.2 △6.7 77.2 △5.2

(37,954) (16,488) (9,489) (6,999) (14,631) (8,706) (5,925) (2.30) (88.7) (91.7) (84.7)

京阪神 23,844 △37.2 14,594 △11.5 8,650 △8.8 5,944 △15.1 11,826 △19.2 7,402 △15.0 4,424 △25.3 1.63 △0.67 81.0 △7.7 85.6 △6.1 74.4 △10.3

(2,672) (2,921) (1,714) (1,207) (2,600) (1,565) (1,035) (0.91) (89.0) (91.3) (85.7)

2

山　陰 1,843 △31.0 2,376 △18.7 1,356 △20.9 1,020 △15.5 1,959 △24.7 1,177 △24.8 782 △24.4 0.78 △0.13 82.4 △6.6 86.8 △4.5 76.7 △9.0

(17,619) (10,721) (6,535) (4,186) (9,720) (6,186) (3,534) (1.64) (90.7) (94.7) (84.4)

山　陽 10,357 △41.2 9,059 △15.5 5,479 △16.2 3,580 △14.5 7,710 △20.7 4,901 △20.8 2,809 △20.5 1.14 △0.50 85.1 △5.6 89.5 △5.2 78.5 △5.9

(8,199) (6,932) (4,047) (2,885) (6,045) (3,660) (2,385) (1.18) (87.2) (90.4) (82.7)

四　国 5,911 △27.9 6,136 △11.5 3,567 △11.9 2,569 △11.0 5,138 △15.0 3,054 △16.6 2,084 △12.6 0.96 △0.22 83.7 △3.5 85.6 △4.8 81.1 △1.6

(15,630) (14,058) (8,043) (6,015) (12,079) (7,422) (4,657) (1.11) (85.9) (92.3) (77.4)

北九州 10,336 △33.9 12,533 △10.8 7,073 △12.1 5,460 △9.2 10,068 △16.6 6,059 △18.4 4,009 △13.9 0.82 △0.29 80.3 △5.6 85.7 △6.6 73.4 △4.0

(13,073) (18,083) (9,900) (8,183) (15,109) (8,674) (6,435) (0.72) (83.6) (87.6) (78.6)

南九州 8,965 △31.4 15,723 △13.1 8,706 △12.1 7,017 △14.2 12,336 △18.4 7,074 △18.4 5,262 △18.2 0.57 △0.15 78.5 △5.1 81.3 △6.3 75.0 △3.6

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２２年３月中学新卒者の求人・求職状況 （平成22年1月末現在）

　求人数 　求職者数 　求人倍率  就職内定者数  就職内定率

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 男女計 前年比 うち男子 前年比 うち女子 前年比 男女計 前年差 うち男子 前年差 うち女子 前年差

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 倍 ﾎﾟｲﾝﾄ 人 ％ 人 ％ 人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ

計 (2,600) (2,676) (1,739) (937) (0.97) (507) (382) (125) (18.9) (22.0) (13.3)

1,320 △49.2 2,193 △18.0 1,434 △17.5 759 △19.0 0.60 △0.37 373 △26.4 292 △23.6 81 △35.2 17.0 △1.9 20.4 △1.6 10.7 △2.6

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。

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）


