
2019年12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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 1,395 1,584 （-189） 1,321 （+74）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 215 291 （-76） 272 （-57）

 イーアルパ（WEB）　※注1 1,490 1,701 （-211） 1,502 （-12）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,209 2,049 （+160） 5,841 （-3,632）

 岡山県合計（WEBは除く）　※注1 3,819 3,924 （-105） 7,434 （-3,615）

 中四国合計 ※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

※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10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）

イーアルパ（WEB）

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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県全体で3819件(WEBを除く)。前月比105件減、前年同月比3615件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.99倍で前月と比べ0.02ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率は1.49倍で前月と同水準となった。

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)

オリコミルパ(新聞折込)



2019年12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 609 830 （-221） 1,215 （-606）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 170 213 （-43） 257 （-87）

 イーアルパ（WEB）　※注1 569 767 （-198） 1,453 （-884）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 6,005 7,945 （-1,940） 9,920 （-3,915）

 広島県合計（WEBは除く）　※注1 6,784 8,988 （-2,204） 11,392 （-4,608）

 中四国合計 ※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

※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10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県全体で6784件(WEBを除く)。前月比2204件減、前年同月比4608件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.99倍で前月と同水準。

正社員の有効求人倍率は1.43倍で前月と比べ0.03ポイント上回った。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 661 973 （-312） 860 （-199）

 イーアルパ（WEB）　※注1 776 1,102 （-326） 765 （+11）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,630 2,091 （-461） 2,175 （-545）

 香川県合計（WEBは除く）　※注1 2,291 3,064 （-773） 3,035 （-744）

 中四国合計 ※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

※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10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県全体で2291件(WEBを除く)。前月比773件減、前年同月比744件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.78倍で前月と比べ0.06ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.37倍で前月と比べ0.03ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 468 590 （-122） 473 （-5）

 イーアルパ（WEB）　※注1 472 593 （-121） 355 （+117）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 4,253 4,307 （-54） 4,867 （-614）

 愛媛県合計（WEBは除く）　※注1 4,721 4,897 （-176） 5,340 （-619）

 中四国合計 ※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

※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10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県全体で4721件(WEBを除く)。前月比176件減、前年同月比619件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.63倍で前月と同水準。

正社員の有効求人倍率は1.23倍で前月と比べ0.03ポイント上回った。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 726 776 （-50） 817 （-91）

 イーアルパ（WEB）　※注1 600 682 （-82） 647 （-47）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,244 2,426 （-182） 2,402 （-158）

 高知県合計（WEBは除く）　※注1 2,970 3,202 （-232） 3,219 （-249）

 中四国合計 ※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

※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10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県全体で2970件(WEBを除く)。前月比232件減、前年同月比249件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.27倍で前月と比べ0.04ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率は0.8倍で前月と同水準となった。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 741 557 （+184） 615 （+126）

 イーアルパ（WEB）　※注1 741 561 （+180） 614 （+127）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 3,782 3,770 （+12） 4,989 （-1,207）

 大分県合計（WEBは除く）　※注1 4,523 4,327 （+196） 5,604 （-1,081）

 九州合計 ※注2 99,351 102,117 （-2,766） 78,609 （+20,742）

※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10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県全体で4523件(WEBを除く)。前月比196件増、前年同月比1081件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.44倍で前月と比べ0.04ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率は1.22倍で前月と比べ0.01ポイント上回った。

調査概要【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 352 345 （+7） 452 （-100）

 イーアルパ（WEB）　※注1 360 343 （+17） 448 （-88）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,151 1,196 （-45） 1,380 （-229）

 徳島県合計（WEBは除く）　※注1 1,503 1,541 （-38） 1,832 （-329）

 中四国合計 ※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

※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10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県全体で1503件(WEBを除く)。前月比38件減、前年同月比329件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.44倍で前月と比べ0.04ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.14倍で前月と比べ0.01ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 128 102 （+26） 130 （-2）

 イーアルパ（WEB）　※注1 176 153 （+23） 190 （-14）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,742 2,010 （+732） 3,519 （-777）

兵庫県合計（WEBは除く）　※注1 2,870 2,112 （+758） 3,649 （-779）

近畿合計　※注2 260,220 264,397 （-4,177） 202,283 （+57,937）

※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10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）

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は県全体で2870件(WEBを除く)。前月比758件増、前年同月比779件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.4倍で前月と比べ0.01ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率は0.99倍で前月と比べ0.02ポイント上回った。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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。

オリコミアルパ(新聞折込)



2019年12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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1 962 1,278 （-316） 1,887 （-925）

 オリコミアルパ(新聞折込) ※注1 ----- 15 （-15） 38 （-38）

 イーアルパ（WEB） ※注1 961 1,271 （-310） 1,307 （-346）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 9,709 12,117 （-2,408） 11,247 （-1,538）

 北海道合計（WEBは除く）　※注1 10,671 13,410 （-2,739） 13,172 （-2,501）

北海道･東北合計 ※注2 84,369 88,651 （-4,282） 69,971 （+14,398）

※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10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道全体で10671件(WEBを除く)。前月比2739件減、前年同月比2501件減となった。

10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍で前月と比べ0.03ポイント上回り、

正社員の有効求人倍率は0.9倍で前月と比べ0.01ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年9月21日～2019年10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12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10月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2019年10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 4,211 5,098 （-887） 5,138 （-927）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 385 504 （-119） 529 （-144）

 イーアルパ（WEB）　※注1 4,267 5,188 （-921） 5,170 （-903）

 中四国合計　※注2 69,061 69,949 （-888） 53,299 （+15,762）

 全国合計　※注2 1,503,814 1,550,696 （-46,882） 1,079,576 （+424,238）

※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10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】

中四国の求人広告掲載件数は69061件(WEBを除く)。

前月比888件減、前年同月比15762件増となった。

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9月21日～2019年10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

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)
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