
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３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

(322,620) (178,307) (101,103) (77,204) (170,479) (98,111) (72,368) (1.81) (95.6) (97.0) (93.7)

計 197,960 △38.6 153,227 △14.1 87,516 △13.4 65,711 △14.9 143,821 △15.6 83,550 △14.8 60,271 △16.7 1.29 △0.52 93.9 △1.7 95.5 △1.5 91.7 △2.0

(9,020) (8,579) (4,212) (4,367) (7,125) (3,712) (3,413) (1.05) (83.1) (88.1) (78.2)

北海道 7,577 △16.0 7,776 △9.4 3,809 △9.6 3,967 △9.2 6,212 △12.8 3,223 △13.2 2,989 △12.4 0.97 △0.08 79.9 △3.2 84.6 △3.5 75.3 △2.9

(22,659) (23,829) (13,297) (10,532) (22,497) (12,746) (9,751) (0.95) (94.4) (95.9) (92.6)

東　北 16,293 △28.1 20,433 △14.3 11,404 △14.2 9,029 △14.3 18,997 △15.6 10,722 △15.9 8,275 △15.1 0.80 △0.15 93.0 △1.4 94.0 △1.9 91.6 △1.0

(43,983) (24,191) (13,513) (10,678) (23,113) (13,091) (10,022) (1.82) (95.5) (96.9) (93.9)

関　東 25,391 △42.3 20,210 △16.5 11,474 △15.1 8,736 △18.2 18,862 △18.4 10,883 △16.9 7,979 △20.4 1.26 △0.56 93.3 △2.2 94.8 △2.1 91.3 △2.6

(55,196) (10,992) (6,152) (4,840) (10,794) (6,069) (4,725) (5.02) (98.2) (98.7) (97.6)

京　浜 32,705 △40.7 9,186 △16.4 5,502 △10.6 3,684 △23.9 8,867 △17.9 5,362 △11.6 3,505 △25.8 3.56 △1.46 96.5 △1.7 97.5 △1.2 95.1 △2.5

(11,827) (7,675) (4,369) (3,306) (7,482) (4,285) (3,197) (1.54) (97.5) (98.1) (96.7)

甲信越 7,722 △34.7 6,515 △15.1 3,697 △15.4 2,818 △14.8 6,269 △16.2 3,599 △16.0 2,670 △16.5 1.19 △0.35 96.2 △1.3 97.3 △0.8 94.7 △2.0

(9,095) (5,346) (3,076) (2,270) (5,266) (3,036) (2,230) (1.70) (98.5) (98.7) (98.2)

北　陸 5,926 △34.8 4,613 △13.7 2,642 △14.1 1,971 △13.2 4,539 △13.8 2,608 △14.1 1,931 △13.4 1.28 △0.42 98.4 △0.1 98.7 0.0 98.0 △0.2

(67,594) (26,362) (14,964) (11,398) (25,945) (14,801) (11,144) (2.56) (98.4) (98.9) (97.8)

東　海 34,255 △49.3 22,514 △14.6 12,947 △13.5 9,567 △16.1 21,873 △15.7 12,686 △14.3 9,187 △17.6 1.52 △1.04 97.2 △1.2 98.0 △0.9 96.0 △1.8

(7,175) (5,183) (2,963) (2,220) (4,919) (2,873) (2,046) (1.38) (94.9) (97.0) (92.2)

近　畿 4,673 △34.9 4,573 △11.8 2,589 △12.6 1,984 △10.6 4,307 △12.4 2,475 △13.9 1,832 △10.5 1.02 △0.36 94.2 △0.7 95.6 △1.4 92.3 0.1

(38,221) (15,670) (9,184) (6,486) (15,148) (8,987) (6,161) (2.44) (96.7) (97.9) (95.0)

京阪神 24,470 △36.0 13,703 △12.6 8,286 △9.8 5,417 △16.5 12,814 △15.4 7,964 △11.4 4,850 △21.3 1.79 △0.65 93.5 △3.2 96.1 △1.8 89.5 △5.5

(2,735) (2,804) (1,662) (1,142) (2,752) (1,642) (1,110) (0.98) (98.1) (98.8) (97.2)

2

山　陰 1,986 △27.4 2,272 △19.0 1,326 △20.2 946 △17.2 2,204 △19.9 1,292 △21.3 912 △17.8 0.87 △0.11 97.0 △1.1 97.4 △1.4 96.4 △0.8

(17,748) (10,431) (6,411) (4,020) (10,165) (6,321) (3,844) (1.70) (97.4) (98.6) (95.6)

山　陽 10,669 △39.9 8,725 △16.4 5,334 △16.8 3,391 △15.6 8,348 △17.9 5,180 △18.1 3,168 △17.6 1.22 △0.48 95.7 △1.7 97.1 △1.5 93.4 △2.2

(8,308) (6,677) (3,940) (2,737) (6,335) (3,798) (2,537) (1.24) (94.9) (96.4) (92.7)

四　国 6,141 △26.1 5,885 △11.9 3,434 △12.8 2,451 △10.4 5,538 △12.6 3,256 △14.3 2,282 △10.1 1.04 △0.20 94.1 △0.8 94.8 △1.6 93.1 0.4

(15,758) (13,615) (7,918) (5,697) (12,849) (7,649) (5,200) (1.16) (94.4) (96.6) (91.3)

北九州 10,608 △32.7 12,045 △11.5 6,873 △13.2 5,172 △9.2 11,193 △12.9 6,537 △14.5 4,656 △10.5 0.88 △0.28 92.9 △1.5 95.1 △1.5 90.0 △1.3

(13,301) (16,953) (9,442) (7,511) (16,089) (9,101) (6,988) (0.78) (94.9) (96.4) (93.0)

南九州 9,544 △28.2 14,777 △12.8 8,199 △13.2 6,578 △12.4 13,798 △14.2 7,763 △14.7 6,035 △13.6 0.65 △0.13 93.4 △1.5 94.7 △1.7 91.7 △1.3

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・就職内定状況 （平成22年３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 (3,015) (2,143) (1,408) (735) (1.41) (1,357) (946) (411) (63.3) (67.2) (55.9)

1,651 △45.2 1,839 △14.2 1,198 △14.9 641 △12.8 0.90 △0.51 956 △29.6 676 △28.5 280 △31.9 52.0 △11.3 56.4 △10.8 43.7 △12.2

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）


