
2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 998 1,231 （-233） 1,313 （-315）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 216 201 （+15） 256 （-40）

 イーアルパ（WEB）　※注1 1,078 1,346 （-268） 1,408 （-330）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,916 1,250 （+666） 3,533 （-1,617）

 岡山県合計（WEBは除く）　※注1 3,130 2,682 （+448） 5,102 （-1,972）

 中四国合計 ※注2 65,736 63,847 （+1,889） 56,840 （+8,896）

※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2020年1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12月21日～2020年1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、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3130件(WEBを除く)。前月比448件増、前年同月比1972件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.91倍で前月と比べ0.12ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.51倍で前月と比べ0.1ポイント下回った。

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、タブロイド判情報誌)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)



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 627 620 （+7） 1,005 （-378）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 84 77 （+7） 265 （-181）

 イーアルパ（WEB）　※注1 601 574 （+27） 1,278 （-677）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 5,286 5,039 （+247） 7,252 （-1,966）

 広島県合計（WEBは除く）　※注1 5,997 5,736 （+261） 8,522 （-2,525）

 中四国合計 ※注2 65,736 63,847 （+1,889） 56,840 （+8,896）

※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2020年1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5997件(WEBを除く)。前月比261件増、前年同月比2525件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.81倍で前月と比べ0.15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0.1ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年12月21日～2020年1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、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、タブロイド判情報誌)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。



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 590 501 （+89） 747 （-157）

 アルパ別冊（タブロイド） ※注1 50 45 （+5） ----- （+50）

 イーアルパ（WEB）　※注1 751 655 （+96） 612 （+139）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,489 1,322 （+167） 1,660 （-171）

 香川県合計（WEBは除く）　※注1 2,129 1,868 （+261） 2,407 （-278）

 中四国合計 ※注2 65,736 63,847 （+1,889） 56,840 （+8,896）

※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2020年1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2129件(WEBを除く)。前月比261件増、前年同月比278件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.73倍で前月と比べ0.09ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.35倍で前月と比べ0.13ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年12月21日～2020年1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」　「タブロイド判情報誌」、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、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、タブロイド判情報誌)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。

アルパ別冊（タブロイド）



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 583 415 （+168） 688 （-105）

 イーアルパ（WEB）　※注1 593 373 （+220） 585 （+8）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 2,120 1,990 （+130） 1,645 （+475）

 高知県合計（WEBは除く）　※注1 2,703 2,405 （+298） 2,333 （+370）

 中四国合計 ※注2 65,736 63,847 （+1,889） 56,840 （+8,896）

※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2020年1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2703件(WEBを除く)。前月比298件増、前年同月比370件増となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24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も0.79倍で前月と比べ0.05ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年12月21日～2020年1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、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、タブロイド判情報誌)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）



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 342 308 （+34） 408 （-66）

 イーアルパ（WEB）　※注1 343 309 （+34） 404 （-61）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,010 958 （+52） 1,318 （-308）

 徳島県合計（WEBは除く）　※注1 1,352 1,266 （+86） 1,726 （-374）

 中四国合計 ※注2 65,736 63,847 （+1,889） 56,840 （+8,896）

※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2020年1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1352件(WEBを除く)。前月比86件増、前年同月比374件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.39倍で前月と比べ0.03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0.09ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年12月21日～2020年1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、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、タブロイド判情報誌)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）



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 569 590 （-21） 528 （+41）

 イーアルパ（WEB）　※注1 575 590 （-15） 528 （+47）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 3,437 3,500 （-63） 5,197 （-1,760）

 大分県合計（WEBは除く）　※注1 4,006 4,090 （-84） 5,725 （-1,719）

 九州合計 ※注2 94,033 90,808 （+3,225） 84,939 （+9,095）

※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2020年1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4006件(WEBを除く)。前月比84件減、前年同月比1719件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.45倍で前月と比べ0.05ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.25倍で前月と比べ0.08ポイント下回った。

調査概要【測定期間】2019年12月21日～2020年1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、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、タブロイド判情報誌)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）



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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 90 85 （+5） 113 （-23）

 イーアルパ（WEB）　※注1 119 115 （+4） 201 （-82）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,683 1,683 （0） 2,736 （-1,053）

兵庫県合計（WEBは除く）　※注1 1,773 1,768 （+5） 2,849 （-1,076）

近畿合計　※注2 247,620 238,478 （+9,142） 209,963 （+37,657）

※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2020年1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1773件(WEBを除く)。前月比5件増、前年同月比1076件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.31倍で前月と比べ0.1ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も0.97倍で前月と比べ0.09ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年12月21日～2020年1月20日

【調査対象媒体】1.「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、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、タブロイド判情報誌)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)



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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1 545 976 （-431） 1,378 （-833）

 オリコミアルパ(新聞折込) ※注1 ----- ----- （0） 10 （-10）

 イーアルパ（WEB） ※注1 523 968 （-445） 974 （-451）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 9,092 8,563 （+529） 8,280 （+812）

 北海道合計（WEBは除く）　※注1 9,637 9,539 （+98） 9,668 （-31）

北海道･東北合計 ※注2 80,042 80,830 （-788） 70,936 （+9,106）

※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2020年1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9637件(WEBを除く)。前月比98件増、前年同月比31件減となった。

1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で前月と比べ0.1ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も0.87倍で前月と比べ0.06ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2019年12月21日～2020年1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、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、タブロイド判情報誌)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）



2020年3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（2020年1月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年1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 3,140 3,075 （+65） 4,624 （-1,484）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 300 278 （+22） 521 （-221）

 アルパ別冊（タブロイド） ※注1 296 353 （-57） -----

 イーアルパ（WEB）　※注1 3,366 3,257 （+109） 4,618 （-1,252）

 中四国合計　※注2 65,736 63,847 （+1,889） 56,840 （+8,896）

 全国合計　※注2 1,459,336 1,432,728 （+26,608） 1,214,401 （+244,935）

※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2020年1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65736件(WEBを除く)。

前月比1889件増、前年同月比8896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、タブロイド判情報誌)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12月21日～2020年1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」　「タブロイド判情報誌」、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、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)  アルパ別冊（タブロイド）
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