
第１表 平成２４年３月高校新卒者の地域別求人・求職状況 （平成23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

(124,829) (186,520) (105,886) (80,634) (0.67)

計 127,380 2.0 186,820 0.2 107,012 1.1 79,808 △1.0 0.68 0.01

(2,448) (9,260) (4,848) (4,412) (0.26)

北海道 2,536 3.6 8,816 △4.8 4,572 △5.7 4,244 △3.8 0.29 0.03

(7,954) (24,656) (13,977) (10,679) (0.32)

東　北 7,599 △4.5 24,043 △2.5 13,709 △1.9 10,334 △3.2 0.32 0.00

(16,788) (25,457) (13,898) (11,559) (0.66)

関　東 16,384 △2.4 26,162 2.8 14,604 5.1 11,558 0.0 0.63 △0.03

(19,550) (12,413) (7,008) (5,405) (1.57)

京　浜 17,059 △12.7 12,716 2.4 7,347 4.8 5,369 △0.7 1.34 △0.23

(4,911) (8,135) (4,662) (3,473) (0.60)

甲信越 4,854 △1.2 8,519 4.7 4,977 6.8 3,542 2.0 0.57 △0.03

(4,004) (5,734) (3,425) (2,309) (0.70)

北　陸 4,895 22.3 5,779 0.8 3,376 △1.4 2,403 4.1 0.85 0.15

(24,266) (26,216) (14,726) (11,490) (0.93)

東　海 25,652 5.7 26,835 2.4 15,318 4.0 11,517 0.2 0.96 0.03

(3,062) (5,550) (3,198) (2,352) (0.55)

近　畿 3,308 8.0 5,365 △3.3 3,073 △3.9 2,292 △2.6 0.62 0.07

(18,496) (16,962) (9,879) (7,083) (1.09)

京阪神 18,680 1.0 16,562 △2.4 9,769 △1.1 6,793 △4.1 1.13 0.04

(1,093) (2,721) (1,590) (1,131) (0.40)

山　陰 1,256 14.9 2,712 △0.3 1,569 △1.3 1,143 1.1 0.46 0.06

(7,711) (10,544) (6,359) (4,185) (0.73)

山　陽 8,321 7.9 10,866 3.1 6,677 5.0 4,189 0.1 0.77 0.04

(3,883) (7,056) (4,192) (2,864) (0.55)

四　国 4,840 24.6 7,032 △0.3 4,189 △0.1 2,843 △0.7 0.69 0.14

(5,886) (14,232) (8,216) (6,016) (0.41)

北九州 6,321 7.4 14,128 △0.7 8,039 △2.2 6,089 1.2 0.45 0.04

(4,777) (17,584) (9,908) (7,676) (0.27)

南九州 5,675 18.8 17,285 △1.7 9,793 △1.2 7,492 △2.4 0.33 0.06

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２４年３月中学新卒者の求人・求職状況 （平成23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 (459) (2,231) (1,547) (684) (0.21)

430 △6.3 1,684 △24.5 1,183 △23.5 501 △26.8 0.26 0.05

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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