
2020年8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 648 643 （+5） 1,637 （-989）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 116 149 （-33） 305 （-189）

 イーアルパ（WEB）　※注1 749 747 （+2） 1,685 （-936）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 896 684 （+212） 2,689 （-1,793）

 岡山県合計（WEBは除く）　※注1 1,660 1,476 （+184） 4,631 （-2,971）

 中四国合計 ※注2 30,378 29,201 （+1,177） 72,743 （-42,365）

※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6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）

【求人広告件数について】

求人広告掲載件数は県全体で1660件(WEBを除く)。前月比184件増、前年同月比2971件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.5倍で前月と比べ0.91ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.1倍で前月と比べ0.04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)

調査概要　【測定期間】2020年5月21日～2020年6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：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



2020年8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 319 236 （+83） 1,008 （-689）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 80 8 （+72） 311 （-231）

 イーアルパ（WEB）　※注1 367 213 （+154） 1,002 （-635）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 3,267 1,600 （+1,667） 6,216 （-2,949）

 広島県合計（WEBは除く）　※注1 3,666 1,844 （+1,822） 7,535 （-3,869）

 中四国合計 ※注2 30,378 29,201 （+1,177） 72,743 （-42,365）

※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6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3666件(WEBを除く)。前月比1822件増、前年同月比3869件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.43倍で前月と比べ0.91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0.05ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 471 280 （+191） 757 （-286）

 イーアルパ（WEB）　※注1 731 398 （+333） 858 （-127）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 967 677 （+290） 1,651 （-684）

 香川県合計（WEBは除く）　※注1 1,438 957 （+481） 2,408 （-970）

 中四国合計 ※注2 30,378 29,201 （+1,177） 72,743 （-42,365）

※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6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1438件(WEBを除く)。前月比481件増、前年同月比970件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍で前月と比べ0.17ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も1.02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】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 304 250 （+54） 877 （-573）

 イーアルパ（WEB）　※注1 231 170 （+61） 748 （-517）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,392 1,160 （+232） 2,270 （-878）

 高知県合計（WEBは除く）　※注1 1,696 1,410 （+286） 3,147 （-1,451）

 中四国合計 ※注2 30,378 29,201 （+1,177） 72,743 （-42,365）

※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6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1696件(WEBを除く)。前月比286件増、前年同月比1451件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は0.92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0.65倍で前月と比べ0.02ポイント下回った。

調査概要　【測定期間】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 201 221 （-20） 429 （-228）

 イーアルパ（WEB）　※注1 205 225 （-20） 425 （-220）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 795 650 （+145） 1,240 （-445）

 徳島県合計（WEBは除く）　※注1 996 871 （+125） 1,669 （-673）

 中四国合計 ※注2 30,378 29,201 （+1,177） 72,743 （-42,365）

※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6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996件(WEBを除く)。前月比125件増、前年同月比673件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.10倍で前月と比べ0.08ポイント下回り、

正社員の有効求人倍率も0.85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】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 361 240 （+121） 560 （-199）

 イーアルパ（WEB）　※注1 374 249 （+125） 567 （-193）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,577 827 （+750） 3,604 （-2,027）

 大分県合計（WEBは除く）　※注1 1,938 1,067 （+871） 4,164 （-2,226）

 九州合計 ※注2 44,042 39,103 （+4,939） 104,849 （-60,807）

※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2020年6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1938件(WEBを除く)。前月比871件増、前年同月比2226件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.13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は1.0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】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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 8 ----- （+8） 80 （-72）

 イーアルパ（WEB）　※注1 123 81 （+42） 138 （-15）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 1,016 614 （+402） 2,021 （-1,005）

兵庫県合計（WEBは除く）　※注1 1,024 614 （+410） 2,101 （-1,077）

近畿合計　※注2 106,657 102,800 （+3,857） 271,956 （-165,299）

※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6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1024件(WEBを除く)。前月比410件増、前年同月比1077件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.01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0.66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】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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1 248 224 （+24） 1,129 （-881）

 イーアルパ（WEB） ※注1 243 209 （+34） 1,151 （-908）

 他社(複数主要求人誌)　※注1 6,475 3,093 （+3,382） 9,060 （-2,585）

 北海道合計（WEBは除く）　※注1 6,723 3,317 （+3,406） 10,189 （-3,466）

北海道･東北合計 ※注2 32,772 33,859 （-1,087） 94,012 （-61,240）

※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6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6723件(WEBを除く)。前月比3406件増、前年同月比3466件減となった。

6月の有効求人倍率(季節調整値)は0.96倍で前月と同水準。

正社員の有効求人倍率は0.72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】2020年5月21日～2020年6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：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8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6月度）】

1-1.求人広告掲載件数（2020年6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 1,943 1,630 （+313） 5,266 （-3,323）

 オリコミアルパ(新聞折込) 　※注1 196 157 （+39） 616 （-420）

 アルパ別冊（タブロイド） ※注1 397 321 （+76） 80 （+317）

 イーアルパ（WEB）　※注1 2,283 1,753 （+530） 5,294 （-3,011）

 中四国合計　※注2 30,378 29,201 （+1,177） 72,743 （-42,365）

 全国合計　※注2 647,208 626,328 （+20,880） 1,548,857 （-901,649）

※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6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30378件(WEBを除く)。前月比1177件増、前年同月比42365件減となった。

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】2020年5月21日～2020年6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：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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