
2019年9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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 1,278 1,637 （-359） 1,324 （-46）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 237 305 （-68） 363 （-126）

 イーアルパ（WEB）　※注1 1,342 1,685 （-343） 1,615 （-273）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,762 2,689 （-927） 5,106 （-3,344）

 岡山県合計（WEBは除く）　※注1 3,277 4,631 （-1,354） 6,793 （-3,516）

 中四国合計 ※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

※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7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）

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は前月比1354件減、前年同月比3516件減となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.97

倍。前月と比べ0.06ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は1.42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3277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)



2019年9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 991 1,008 （-17） 1,200 （-209）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 209 311 （-102） 290 （-81）

 イーアルパ（WEB）　※注1 952 1,002 （-50） 1,402 （-450）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 7,210 6,216 （+994） 7,735 （-525）

 広島県合計（WEBは除く）　※注1 8,410 7,535 （+875） 9,225 （-815）

 中四国合計 ※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

※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7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875件増、前年同月比815件減となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は2.03倍。

前月と比べ0.031ポイント下回り、正社員の有効求人倍率は1.36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、県全体で8410件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 930 757 （+173） 990 （-60）

 イーアルパ（WEB）　※注1 1,039 858 （+181） 956 （+83）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,008 1,651 （+357） 1,763 （+245）

 香川県合計（WEBは除く）　※注1 2,938 2,408 （+530） 2,753 （+185）

 中四国合計 ※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

※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7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530件増、前年同月比185件増となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.8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1.36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2938件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 446 558 （-112） 635 （-189）

 イーアルパ（WEB）　※注1 453 576 （-123） 629 （-176）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 4,231 5,270 （-1,039） 6,850 （-2,619）

 愛媛県合計（WEBは除く）　※注1 4,677 5,828 （-1,151） 7,485 （-2,808）

 中四国合計 ※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

※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7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1151件減、前年同月比2808件減となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.6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1.18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4677件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 758 877 （-119） 466 （+292）

 イーアルパ（WEB）　※注1 651 748 （-97） 466 （+185）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,363 2,270 （+93） 2,665 （-302）

 高知県合計（WEBは除く）　※注1 3,121 3,147 （-26） 3,131 （-10）

 中四国合計 ※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

※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7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26件減、前年同月比10件減となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.32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0.77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3121件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 548 560 （-12） 799 （-251）

 イーアルパ（WEB）　※注1 554 567 （-13） 793 （-239）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 3,386 3,604 （-218） 3,858 （-472）

 大分県合計（WEBは除く）　※注1 3,934 4,164 （-230） 4,657 （-723）

 九州合計 ※注2 101,822 104,849 （-3,027） 73,058 （+28,764）

※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7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230件減、前年同月比723件減となった。7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1.23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、県全体で3934件(WEBを除く)。

調査概要【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 413 429 （-16） 478 （-65）

 イーアルパ（WEB）　※注1 410 425 （-15） 470 （-60）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,154 1,240 （-86） 1,505 （-351）

 徳島県合計（WEBは除く）　※注1 1,567 1,669 （-102） 1,983 （-416）

 中四国合計 ※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

※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7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102件減、前年同月比416件減となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.51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1.14倍と前月と比べ0.04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1567件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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 ----- ----- 451 （-451）

 イーアルパ（WEB）　※注1 308 286 （+22） 329 （-21）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 4,044 4,025 （+19） 5,641 （-1,597）

福岡県合計（WEBは除く） ※注1 4,044 4,025 （+19） 6,092 （-2,048）

 九州合計 ※注2 101,822 104,849 （-3,027） 73,058 （+28,764）

※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7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19件増、前年同月比2048件減となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.56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1.06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4044件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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1 133 80 （+53） 97 （+36）

 イーアルパ（WEB）　※注1 174 138 （+36） 89 （+85）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,452 2,021 （+431） 2,006 （+446）

兵庫県合計（WEBは除く）　※注1 2,585 2,101 （+484） 2,103 （+482）

近畿合計　※注2 260,480 271,956 （-11,476） 182,673 （+77,807）

※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7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484件増、前年同月比482件増となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.41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0.95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2585件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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 1,414 1,129 （+285） 932 （+482）

 オリコミアルパ(新聞折込) ※注1 ----- ----- （0） 36 （-36）

 イーアルパ（WEB） ※注1 1,461 1,151 （+310） 632 （+829）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 10,724 9,060 （+1,664） 10,913 （-189）

 北海道合計（WEBは除く）　※注1 12,138 10,189 （+1,949） 11,881 （+257）

北海道･東北合計 ※注2 87,437 94,012 （-6,575） 68,427 （+19,010）

※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7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1949件増、前年同月比257件増となった。7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.23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0.88倍と前月と比べ0.04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12138件(WEBを除く)。

調査概要　【測定期間】2019年6月21日～2019年7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、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9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7月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年7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 4,816 5,266 （-450） 5,093 （-277）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 446 616 （-170） 653 （-207）

 イーアルパ（WEB）　※注1 4,847 5,294 （-447） 5,538 （-691）

 中四国合計　※注2 70,554 72,743 （-2,189） 49,576 （+20,978）

 全国合計　※注2 1,526,287 1,548,857 （-22,570） 994,365 （+531,922）

※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7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2189件減、前年同月比20978件増となった。

中四国の広告掲載件数は70554件で前月比-3％、前年同月比+42.3％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6月21日～2019年7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、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
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