
2019年7月吉日

数値から見る岡山県の求人動向

【岡山県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 1,262 1,255 （+7） 1,445 （-183）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 248 258 （-10） 333 （-85）

 イーアルパ（WEB）　※注1 1,314 1,556 （-242） 1,782 （-468）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,084 1,799 （+285） 4,809 （-2,725）

 岡山県合計（WEBは除く）　※注1 3,594 3,312 （+282） 6,587 （-2,993）

 中四国合計 ※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.岡山県での求人広告掲載件数推移グラフ

アルパ（フリーペーパー）オリコミアルパ(新聞折込) イーアルパ（WEB）

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比282件増、前年同月比2993件減となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は2.05倍。

前月と比べ0.061ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は1.43倍と前月と比べ0.02ポイント下回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で3594件(WEBを除く)。

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

他社(複数主要求人誌)

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】岡山県

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911



2019年7月吉日

数値から見る香川県の求人動向

【香川県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 578 1,017 （-439） 940 （-362）

 イーアルパ（WEB）　※注1 648 1,135 （-487） 918 （-270）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,010 1,904 （-894） 1,923 （-913）

 香川県合計（WEBは除く）　※注1 1,588 2,921 （-1,333） 2,863 （-1,275）

 中四国合計 ※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.香川県での求人広告掲載件数推移グラフ

イーアルパ（WEB）

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比1333件減、前年同月比1275件減となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.84

倍。前月と比べ0.01ポイント上回り、正社員の有効求人倍率は1.3倍と前月と比べ0.05ポイント上回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で1588件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数集計」データ

を基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】香川県　　

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

他社(複数主要求人誌)

アルパ（フリーペーパー）

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。



2019年7月吉日

数値から見る愛媛県の求人動向

【愛媛県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 455 647 （-192） 755 （-300）

 イーアルパ（WEB）　※注1 452 621 （-169） 749 （-297）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 3,574 4,789 （-1,215） 4,048 （-474）

 愛媛県合計（WEBは除く）　※注1 4,029 5,436 （-1,407） 4,803 （-774）

 中四国合計 ※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.愛媛県での求人広告掲載件数推移グラフ

アルパ（フリーペーパー）

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比1407件減、前年同月比774件減となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.63倍。

前月と比べ0.03ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は1.11倍と前月と比べ0.01ポイント下回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で4029件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数集計」データ

を基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】愛媛県

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

イーアルパ（WEB）

他社(複数主要求人誌)

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。



2019年7月吉日

数値から見る高知県の求人動向

【高知県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 1,155 997 （+158） 474 （+681）

 イーアルパ（WEB）　※注1 974 817 （+157） 474 （+500）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,518 2,716 （-198） 2,267 （+251）

 高知県合計（WEBは除く）　※注1 3,673 3,713 （-40） 2,741 （+932）

 中四国合計 ※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.高知県での求人広告掲載件数推移グラフ

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比40件減、前年同月比932件増となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍。

前月と比べ0.01ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は0.71倍と前月と比べ0.03ポイント上回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で3673件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数集計」データ

を基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】高知県　

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

他社(複数主要求人誌)

イーアルパ（WEB） アルパ（フリーペーパー）



2019年7月吉日

数値から見る徳島県の求人動向

【徳島県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 484 762 （-278） 467 （+17）

 イーアルパ（WEB）　※注1 480 534 （-54） 460 （+20）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,228 1,343 （-115） 1,598 （-370）

 徳島県合計（WEBは除く）　※注1 1,712 2,105 （-393） 2,065 （-353）

 中四国合計 ※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.徳島県での求人広告掲載件数推移グラフ

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比393件減、前年同月比353件減となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.54倍。

前月と同水準、正社員の有効求人倍率は1.03倍と前月と比べ0.02ポイント上回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で1712件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数集計」データ

を基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】徳島県　

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

他社(複数主要求人誌)

イーアルパ（WEB） アルパ（フリーペーパー）



2019年7月吉日

数値から見る広島県の求人動向

【広島県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 833 1,279 （-446） 1,205 （-372）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 267 211 （+56） 349 （-82）

 イーアルパ（WEB）　※注1 844 1,472 （-628） 1,425 （-581）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 6,588 7,000 （-412） 8,427 （-1,839）

 広島県合計（WEBは除く）　※注1 7,688 8,490 （-802） 9,981 （-2,293）

 中四国合計 ※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.広島県での求人広告掲載件数推移グラフ

アルパ（フリーペーパー）オリコミアルパ(新聞折込)

他社(複数主要求人誌)

イーアルパ（WEB）

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比802件減、前年同月比2293件減となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は2.12倍。

前月と比べ0.02ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は1.33倍と前月と同水準となりました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で7688件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】広島県

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。



2019年7月吉日

数値から見る福岡県の求人動向

【福岡県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 ----- ----- 542 （-542）

 イーアルパ（WEB）　※注1 358 331 （+27） 424 （-66）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 4,178 4,307 （-129） 5,746 （-1,568）

福岡県合計（WEBは除く） ※注1 4,178 4,307 （-129） 6,288 （-2,110）

 九州合計 ※注2 102,984 111,588 （-8,604） 76,860 （+26,124）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.福岡県での求人広告掲載件数推移グラフ

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比129件減、前年同月比2110件減となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.59倍。

前月と比べ0.05ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は0.96倍と前月と比べ0.04ポイント下回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で4178件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】福岡県

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

イーアルパ（WEB）

アルパ（フリーペーパー）



2019年7月吉日

数値から見る大分県の求人動向

【大分県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

アルパ（フリーペーパー） ※注1 547 633 （-86） 539 （+8）

イーアルパ（WEB）　※注1 555 636 （-81） 510 （+45）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,886 4,312 （-1,426） 2,674 （+212）

 大分県合計（WEBは除く）　※注1 3,433 4,945 （-1,512） 3,213 （+220）

 九州合計 ※注2 102,984 111,588 （-8,604） 76,860 （+26,124）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.大分県での求人広告掲載件数推移グラフ

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比1512件減、前年同月比220件増となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.57倍。

前月と同水準、正社員の有効求人倍率は1.17倍と前月と比べ0.02ポイント上回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で3433件(WEBを除く)。

調査概要【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】大分県

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

他社(複数主要求人誌)

イーアルパ（WEB）
アルパ（フリーペーパー）



2019年7月吉日

数値から見る兵庫県の求人動向

【兵庫県の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 168 118 （+50） 92 （+76）

イーアルパ（WEB）　※注1 169 185 （-16） 116 （+53）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,243 2,579 （-336） 1,826 （+417）

兵庫県合計（WEBは除く）　※注1 2,411 2,697 （-286） 1,918 （+493）

近畿合計　※注2 260,393 280,125 （-19,732） 195,201 （+65,192）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.兵庫県での求人広告掲載件数推移グラフ

他社(複数主要求人誌)

イーアルパ（WEB）
オリコミアルパ

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比286件減、前年同月比493件増となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.44倍。

前月と同水準、正社員の有効求人倍率は0.9倍と前月と比べ0.02ポイント下回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、県全体で2411件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】兵庫県

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。



2019年7月吉日

数値から見る北海道の求人動向

【北海道の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 1,065 1,395 （-330） 853 （+212）

 オリコミアルパ(新聞折込) ※注1 ----- 16 （-16） 34 （-34）

 イーアルパ（WEB） ※注1 1,065 1,407 （-342） 636 （+429）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 9,181 10,073 （-892） 8,400 （+781）

 北海道合計（WEBは除く）　※注1 10,246 11,484 （-1,238） 9,287 （+959）

北海道･東北合計 ※注2 88,653 95,414 （-6,761） 68,950 （+19,703）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.北海道での求人広告掲載件数推移グラフ

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比1238件減、前年同月比959件増となった。5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍。

前月と比べ0.02ポイント上回り、正社員の有効求人倍率は0.81倍と前月と比べ0.01ポイント上回りました。

求人広告掲載件数集計結果を見ると、道全体で10246件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】北海道

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

他社(複数主要求人誌)

イーアルパ（WEB） アルパ（フリーペーパー）



2019年7月吉日

数値から見る中四国の求人動向

【中四国の求人広告件数、及び給与について（2019年5月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年5月度） (件)

媒体 掲載件数 前月（前月比） 前年同月（前年同月比）

 アルパ（フリーペーパー） ※注1 4,767 5,957 （-1,190） 5,286 （-519）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 515 469 （+46） 682 （-167）

 イーアルパ（WEB）　※注1 4,712 6,135 （-1,423） 5,808 （-1,096）

 中四国合計　※注2 70,575 75,095 （-4,520） 51,857 （+18,718）

 全国合計　※注2 1,485,614 1,588,133 （-102,519） 1,135,928 （+349,686）

※横線は調査不能ないし該当案件が無い場合です。 　※.注1.数値は弊社集計の2019年5月分データから4週分の掲載件数となります。 ※注2数値は全国求人情報協会発表データによります。

1-2.各媒体求人広告掲載件数グラフ

1-3.中四国及び全国での求人広告掲載件数推移グラフ

※中四国合計・全国合計ともに、WEBの掲載数は除く　　　※中四国合計・全国合計は全国求人情報協会発表データによる

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比4520件減、前年同月比18718件増となった。

中四国の広告掲載件数は70575件で前月比-6％、前年同月比+36.1％となっております。

株式会社KG情報（本社：岡山県岡山市）が発行・運営する求人情報サービス(フリーペーパーアルパ、

オリコミアルパ、イーアルパ)で取り扱った求人広告掲載件数推移及び正社員(契約社員含む)・アルバイト

給与について集計しましたのでお知らせ致します。

調査概要　【測定期間】2019年4月21日～2019年5月20日

【調査対象媒体】1.「総合求人フリーペーパー　週刊アルパ」　「新聞折込求人紙　オリコミアルパ」、及び他社複数主要求人誌に掲載された求人情報の調査データ及び、全国求人情報協会発

表の「求人広告掲載件数集計」データを基に独自集計　　2.求人サイト「インターネット求人サイト イーアルパ」に掲載された求人情報及び、全国求人情報協会発表の「求人広告掲載件数」

【調査対象エリア】岡山県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県　

【調査データについて】各表においては調査不能ないし該当案件が無い場合は横線（-----）を表示しています。

【株式会社KG情報について】

社名：株式会社ＫＧ情報　設立：1980 年１月　資本金：10 億1,003 万6,000 円　代表取締役：益田武美

本店：高松　管理本部：岡山　支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、札幌　支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、姫路　生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業　　　取引所：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）　URL：https://www.kg-net.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】株式会社KG情報　広報担当・林　広美　tel.086-241-6101　fax.086-244-4911

イーアルパ（WEB）

アルパ（フリーペーパー）

オリコミアルパ(新聞折込)


	岡山.pdf
	香川
	愛媛
	高知
	徳島
	広島
	福岡
	大分
	兵庫
	北海道
	中四国

