
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21年11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

(311,127) (190,065) (105,856) (84,209) (148,228) (87,944) (60,284) (1.64) (78.0) (83.1) (71.6)

計 175,172 △43.7 167,450 △11.9 93,501 △11.7 73,949 △12.2 113,985 △23.1 68,356 △22.3 45,629 △24.3 1.05 △0.59 68.1 △9.9 73.1 △10.0 61.7 △9.9

(7,682) (9,792) (4,702) (5,090) (5,298) (2,957) (2,341) (0.78) (54.1) (62.9) (46.0)

北海道 5,598 △27.1 9,022 △7.9 4,298 △8.6 4,724 △7.2 4,076 △23.1 2,214 △25.1 1,862 △20.5 0.62 △0.16 45.2 △8.9 51.5 △11.4 39.4 △6.6

(20,757) (25,296) (13,990) (11,306) (18,974) (11,172) (7,802) (0.82) (75.0) (79.9) (69.0)

東　北 12,245 △41.0 22,287 △11.9 12,250 △12.4 10,037 △11.2 14,103 △25.7 8,217 △26.5 5,886 △24.6 0.55 △0.27 63.3 △11.7 67.1 △12.8 58.6 △10.4

(42,813) (25,422) (13,892) (11,530) (20,235) (11,607) (8,628) (1.68) (79.6) (83.6) (74.8)

関　東 22,730 △46.9 22,167 △12.8 12,202 △12.2 9,965 △13.6 15,041 △25.7 8,808 △24.1 6,233 △27.8 1.03 △0.65 67.9 △11.7 72.2 △11.4 62.5 △12.3

(53,404) (12,057) (6,602) (5,455) (8,674) (4,915) (3,759) (4.43) (71.9) (74.4) (68.9)

京　浜 29,892 △44.0 10,637 △11.8 6,170 △6.5 4,467 △18.1 6,598 △23.9 4,053 △17.5 2,545 △32.3 2.81 △1.62 62.0 △9.9 65.7 △8.7 57.0 △11.9

(11,391) (8,193) (4,626) (3,567) (6,560) (3,801) (2,759) (1.39) (80.1) (82.2) (77.3)

甲信越 6,690 △41.3 6,920 △15.5 3,824 △17.3 3,096 △13.2 4,958 △24.4 2,881 △24.2 2,077 △24.7 0.97 △0.42 71.6 △8.5 75.3 △6.9 67.1 △10.2

(8,961) (5,554) (3,158) (2,396) (4,881) (2,834) (2,047) (1.61) (87.9) (89.7) (85.4)

北　陸 5,463 △39.0 4,759 △14.3 2,732 △13.5 2,027 △15.4 3,902 △20.1 2,294 △19.1 1,608 △21.4 1.15 △0.46 82.0 △5.9 84.0 △5.7 79.3 △6.1

(66,054) (27,202) (15,331) (11,871) (24,398) (14,098) (10,300) (2.43) (89.7) (92.0) (86.8)

東　海 31,481 △52.3 24,147 △11.2 13,512 △11.9 10,635 △10.4 19,190 △21.3 11,329 △19.6 7,861 △23.7 1.30 △1.13 79.5 △10.2 83.8 △8.2 73.9 △12.9

(7,011) (5,449) (3,070) (2,379) (4,385) (2,611) (1,774) (1.29) (80.5) (85.0) (74.6)

近　畿 4,065 △42.0 4,870 △10.6 2,692 △12.3 2,178 △8.4 3,351 △23.6 2,006 △23.2 1,345 △24.2 0.83 △0.46 68.8 △11.7 74.5 △10.5 61.8 △12.8

(37,698) (16,817) (9,578) (7,239) (13,588) (8,184) (5,404) (2.24) (80.8) (85.4) (74.7)

京阪神 22,910 △39.2 15,241 △9.4 8,924 △6.8 6,317 △12.7 10,615 △21.9 6,711 △18.0 3,904 △27.8 1.50 △0.74 69.6 △11.2 75.2 △10.2 61.8 △12.9

(2,515) (2,986) (1,757) (1,229) (2,362) (1,457) (905) (0.84) (79.1) (82.9) (73.6)

2

山　陰 1,607 △36.1 2,441 △18.3 1,390 △20.9 1,051 △14.5 1,690 △28.5 1,017 △30.2 673 △25.6 0.66 △0.18 69.2 △9.9 73.2 △9.7 64.0 △9.6

(17,293) (10,978) (6,633) (4,345) (9,076) (5,932) (3,144) (1.58) (82.7) (89.4) (72.4)

山　陽 9,831 △43.2 9,355 △14.8 5,631 △15.1 3,724 △14.3 6,913 △23.8 4,511 △24.0 2,402 △23.6 1.05 △0.53 73.9 △8.8 80.1 △9.3 64.5 △7.9

(7,966) (7,120) (4,121) (2,999) (5,574) (3,434) (2,140) (1.12) (78.3) (83.3) (71.4)

四　国 5,494 △31.0 6,320 △11.2 3,630 △11.9 2,690 △10.3 4,652 △16.5 2,792 △18.7 1,860 △13.1 0.87 △0.25 73.6 △4.7 76.9 △6.4 69.1 △2.3

(15,161) (14,406) (8,179) (6,227) (10,884) (7,004) (3,880) (1.05) (75.6) (85.6) (62.3)

北九州 9,475 △37.5 12,899 △10.5 7,267 △11.2 5,632 △9.6 8,595 △21.0 5,400 △22.9 3,195 △17.7 0.73 △0.32 66.6 △9.0 74.3 △11.3 56.7 △5.6

(12,421) (18,793) (10,217) (8,576) (13,339) (7,938) (5,401) (0.66) (71.0) (77.7) (63.0)

南九州 7,691 △38.1 16,385 △12.8 8,979 △12.1 7,406 △13.6 10,301 △22.8 6,123 △22.9 4,178 △22.6 0.47 △0.19 62.9 △8.1 68.2 △9.5 56.4 △6.6

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21年11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 (2,215) (3,103) (2,029) (1,074) (0.71)

1,109 △49.9 2,842 △8.4 1,910 △5.9 932 △13.2 0.39 △0.32

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）


