
第１表 平成２２年３月高校新卒者の地域別求人・求職状況 （平成21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

(263,901) (202,111) (111,264) (90,847) (1.31)

計 135,064 △48.8 190,986 △5.5 106,346 △4.4 84,640 △6.8 0.71 △0.60

(4,035) (10,201) (5,083) (5,118) (0.40)

北海道 2,530 △37.3 9,558 △6.3 4,738 △6.8 4,820 △5.8 0.26 △0.14

(14,931) (26,644) (14,748) (11,896) (0.56)

東　北 7,413 △50.4 25,242 △5.3 14,430 △2.2 10,812 △9.1 0.29 △0.27

(36,697) (27,516) (14,771) (12,745) (1.33)

関　東 17,760 △51.6 26,528 △3.6 14,234 △3.6 12,294 △3.5 0.67 △0.66

(46,235) (13,879) (7,241) (6,638) (3.33)

京　浜 24,166 △47.7 13,241 △4.6 7,196 △0.6 6,045 △8.9 1.83 △1.50

(9,390) (8,897) (4,928) (3,969) (1.06)

甲信越 4,748 △49.4 8,371 △5.9 4,629 △6.1 3,742 △5.7 0.57 △0.49

(7,828) (5,986) (3,397) (2,589) (1.31)

北　陸 4,167 △46.8 5,550 △7.3 3,169 △6.7 2,381 △8.0 0.75 △0.56

(61,459) (28,465) (15,786) (12,679) (2.16)

東　海 26,946 △56.2 26,576 △6.6 14,758 △6.5 11,818 △6.8 1.01 △1.15

(6,133) (5,670) (3,067) (2,603) (1.08)

近　畿 3,316 △45.9 5,381 △5.1 2,976 △3.0 2,405 △7.6 0.62 △0.46

(33,638) (17,883) (9,888) (7,995) (1.88)

京阪神 19,572 △41.8 17,512 △2.1 10,012 1.3 7,500 △6.2 1.12 △0.76

(1,794) (3,210) (1,873) (1,337) (0.56)

山　陰 1,013 △43.5 2,804 △12.6 1,617 △13.7 1,187 △11.2 0.36 △0.20

(15,039) (11,270) (6,674) (4,596) (1.33)

山　陽 7,828 △47.9 10,716 △4.9 6,370 △4.6 4,346 △5.4 0.73 △0.60

(6,496) (7,533) (4,353) (3,180) (0.86)

四　国 4,276 △34.2 7,215 △4.2 4,186 △3.8 3,029 △4.7 0.59 △0.27

(11,297) (15,303) (8,636) (6,667) (0.74)

北九州 6,647 △41.2 14,275 △6.7 8,065 △6.6 6,210 △6.9 0.47 △0.27

(8,929) (19,654) (10,819) (8,835) (0.45)

南九州 4,682 △47.6 18,017 △8.3 9,966 △7.9 8,051 △8.9 0.26 △0.19

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21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 (1,071) (2,808) (1,881) (927) (0.38)

533 △50.2 2,748 △2.1 1,876 △0.3 872 △5.9 0.19 △0.19

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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