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Ⅰ.最近の関東財務局管内の経済情勢
前回（4年1月判断）

総括判断

新型コロナウイルス感染症の影響
が引き続きみられるものの、緩やか
に持ち直している

今回（4年4月判断）

前回比較

新型コロナウイルス感染症や、供
給面での制約の影響がみられる
ものの、緩やかに持ち直している

総括判断の要点
個人消費は、家電販売額、ホームセンター販売額が
前年を下回っている一方で、スーパー販売額、百貨
店販売額などが前年を上回っているほか、宿泊や飲
食サービスで持ち直しの動きがみられるなど、感染症
の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。
生産活動は、供給面での制約の影響がみられるな
か、生産用機械、電気機械が増加しているものの、
輸送機械、化学が減少しているなど、持ち直しに向
けた動きに一服感がみられる。雇用情勢は、感染症
の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。

〔先行き〕
先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染症に
よる影響を注視する必要があるほか、ウクライナ情勢等による不透明感がみられる中で、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

前回（4年1月判断）

今回（4年4月判断）

個人消費

新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに持
ち直している

新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに
持ち直している

生産活動

持ち直しつつある

持ち直しに向けた動きに一服感がみられる

雇用情勢

新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに持
ち直している

新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに
持ち直している

設備投資

３年度は増加見込みとなっている(全規模・全産業ベース)

３年度は増加見込みとなっている(全規模・全産業ベース)

企業収益

３年度は増益見込みとなっている(全規模ベース)

３年度は増益見込みとなっている(全規模ベース)

企業の景況感

「上昇」超となっている（全規模・全産業ベース）

「下降」超となっている（全規模・全産業ベース）

住宅建設

前年を上回っている

前年を上回っている

公共事業

前年を下回っている

前年を下回っている

輸出

前年を上回っている

前年を上回っている

※１．4年4月判断は、前回1月判断以降、4月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。
※２．各項目の詳細については、「全国財務局管内経済情勢報告概要」を参照。

前回
比較
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参考

原材料価格等の高騰を受けた価格転嫁に関する企業の声

➤企業物価指数が急騰する一方、消費者物価指数の上昇は緩やか
であり、その乖離幅は拡大傾向。
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➤価格転嫁を実施済の企業においても「転嫁は不十分」との声があるほ
か、消費者・最終需要家に近い業種の企業からは「転嫁困難」との声
が多く聞かれる。

100

110

消費者物価指数（総合） 2020年＝100
国内企業物価指数 2015年＝100

105

112.0

101.1

201901
201903
201905
201907
201909
201911
202001
202003
202005
202007
202009
202011
202101
202103
202105
202107
202109
202111
202201
202203

95

（出所：総務省・日本銀行）

《価格転嫁実施済・実施予定》

《価格転嫁実施困難》

➤いわゆる「川上」の製品を生産しており、早めに値上げ
を行い、既に取引先には値上げが浸透。〔化学/大企業〕
➤鉄鉱石の価格上昇については、連動して販売価格を引き
上げることが可能な契約となっており、影響はあまりな
いが、契約に含まれない素材の価格転嫁は進んでいない。
〔金属製品/大企業〕
➤鋼材等原材料の購入価格を販売価格に反映できるように
変動制の売買契約としているため、価格転嫁はほぼでき
ている。〔自動車・同附属品/中堅企業〕
➤鋼材価格の上昇による業績への影響が大きい。順次価格
転嫁しており今後も継続する見込み。〔生産用機械/大企
業〕
➤エチレン価格の上昇に拍車がかかっており、昨年10月以
降4回にわたり販売価格を引き上げたが、利益確保には十
分でなく、転嫁が追い付いていない。〔化学/大企業〕
➤メニュー改定により価格を据え置いてきたが、企業努力
では吸収しきれなくなり、4月中旬から全体的に価格を引
き上げることとした。〔飲食サービス/中堅企業〕

➤原材料費(大豆・食用油)や燃料費(ガス・電気)の高騰に
より毎月赤字が続いている。特にコンビニやスーパーに
納品している商品は価格転嫁が追い付いていない。〔食
料品/中小企業〕
➤メーカーからの値上げ要請は受け入れざるを得ない一方、
販売先から値上げへの理解を得るのは困難。一般消費者向
け商品とは異なり、業務用食材では内容量を減らして価格
を据え置くということもできず苦慮。〔卸売/中小企業〕
➤消費者の節約志向の高まりで価格競争が激化しており、販
売価格を上げることができない。〔スーパー/中堅企業〕
➤円安・燃料費高騰の進行が急激であり、店頭価格への転嫁
が後手に回っている。〔ホームセンター/大企業〕
➤小麦、コーヒー豆、食用油等の価格上昇が利益圧迫要因に
なっている。価格転嫁は困難。
〔飲食サービス/中小企業〕
➤宿泊プランは半年単位で旅行会社に提示するため、足下の
コスト上昇を反映できず利益を圧迫。〔宿泊/中小企業〕
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参考

ロシア・ウクライナ情勢の影響等に関する企業の声

➤資源・エネルギーや農林水産物の価格高騰等を懸念する声が多数聞かれる中、一部の企業からは、具体的な
影響を指摘する声も聞かれた。
《現地事業への影響》

《輸入面での影響》

➤ロシアにある合弁会社（欧州向けに自動車部品を生産）
の稼働を停止。連結業績への影響は軽微。〔はん用機械
/大企業〕
➤連結業績に占めるロシア・CIS向け売上規模は小さく影
響は軽微だが、取引に伴う潜在リスクを考慮し、現地法
人における生産及び日本からの輸出を順次停止。〔生産
用機械/大企業〕

➤ロシアからの原料炭輸入ができなくなっており、製鉄所
間で融通する等の対応により必要量を確保。現在の状況
が続けば、生産活動に影響が生じる可能性あり。〔鉄鋼
/大企業〕
➤アルミ地金の一部はロシアから購入しているが、他国か
らの調達割合を増やしている。ロシアから購入している
ホウ酸については買い溜めをして様子を見る予定。〔金
属製品/大企業〕
➤木材プレカット事業において、ロシア産に偏っていた材
種がある。現在、ロシアからの輸入は完全にストップし
ているため、別産地への切り替えを進めている。〔不動
産/中小企業〕
➤ノルウェー産サーモンの輸入について、迂回路で輸送し
ていることから、原油高の影響も加わり、値上がり幅が
大きい。〔小売（スーパー）/中堅企業〕
➤鮮魚の輸入停止・価格高騰が生じており、卒業・入学シ
ーズンの需要に水を差す状況。食材確保、価格転嫁等制
約が大きく、予断を許さない状況。〔飲食サービス（回
転寿司）/中堅企業〕
➤海外情勢の急変により、小麦やチーズ等ヨーロッパから
の輸入食材が調達しにくくなっており、価格も２倍近く
に高騰。〔宿泊（シティホテル）/中堅企業〕

《輸出面での影響》
➤一部商品のロシア向け出荷を停止。生活に不可欠な商品
は出荷を継続するが、情勢変化に応じて随時対応予定。
〔化学/大企業〕
➤ロシア向け出荷を見合わせているが、インドネシアなど
他国からの引き合いが強いため、今後の生産数量に影響
はない。〔生産用機械/大企業〕
➤ロシアからの天然ガス採掘装置の引き合いが増えていた
ものの、同国のSWIFTからの排除や人道的観点から、
出荷を停止中。〔生産用機械/大企業〕
➤ロシア向け輸出案件で、大型装置の納入が済んでいるも
のの、立ち上げのための技術者が入国できないために売
上にならず宙に浮いているものがある。現時点では同国
向け輸出は停止。〔電気機械/大企業〕
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Ⅱ.地域企業における従業員確保の動向について
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1.雇用情勢
➢ 雇用者数はコロナ禍で一時的に減少したものの、正規・非正規ともに増加傾向。
➢ 従業員数判断ＢＳＩは、令和2年6月末を底に「不足気味」超幅が拡大。中堅企業、中小企業の「不足気味」超
幅は大企業を上回る。
【1-1】雇用者数（関東財務局管内正規・非正規）

【1-2】従業員数判断BSIの推移
（関東財務局管内）
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(注)従業員数判断BSI＝「不足気味」-「過剰気味」社数構成比
【出所】関東財務局「法人企業景気予測調査」
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2.従業員の過不足感と正規雇用従業員数
➢ コロナ禍前と比較した従業員の過不足感をみると、全体では34.9％の企業が 「①人手不足感が強まった」と回答。
これを規模別にみると、大企業が28.0％、中堅・中小企業が45.3％となっている。
➢ 近年の正規雇用従業員数の状況については、「①増加」（34.1％）と「②減少」（30.9％）がほぼ同程度となっ
ている。
【2-1】コロナ禍前と比較した従業員の過不足感

【2-2】近年（足下3年程度）の正規雇用従業員数

（正規・非正規を問わない）
①人手不足感が強まった（過剰感が弱まった）
②変化なし
③人手不足感が弱まった（過剰感が強まった）
全規模
（218社）
大企業
（132社）
中堅・中小
企業
（86社）

34.9%
28.0%
45.3%

53.2%
59.1%
44.2%

①増加

11.9%

12.9%
10.5%

全規模
（220社）
大企業
（133社）
中堅・中小
企業
（87社）

②減少

③不変

34.1%

30.9%

35.0%

36.1%

27.1%

36.8%

31.0%

36.8%

32.2%

【①】2020 年から21 年前半は売上減少に伴い人手不足感は弱まったが、緊
急事態宣言解除後は他社も採用を強化しており、人手不足感が強い。
（飲食サービス・大企業）

【①】DX需要による事業領域の成長に加え、人材の争奪が激しくなっているた
め、新卒、経験者採用ともに年々採用者数を増加させている。（情報通
信・大企業）

【①】巣ごもり需要を背景とした生産量増加に伴い人手不足感が強まった。中
でも、管理者レベルの人員が不足。（食料品・中小企業）

【①】例年の新規採用、定年延長、女性が働きやすい職場環境の整備等の取
組みにより退職者が減少し、正規雇用従業員は増加傾向。（食料品・
中小企業）

【➀】給与カット等を背景に、正規従業員の自己都合退職が増加。一方で、コ
スト削減のため客室清掃業務等を内製化せざるを得ず、人手不足感が
強まった。（宿泊・中小企業）

【②】業績悪化を受けて固定費を削減するため、新規採用者数を減少させてい
る。（生産用機械・中堅企業）

【②】売上が増加する中、従業員数は横ばいであり、コロナ禍前と変わらず、各
事業とも人手不足。（医療・福祉・大企業）

【②】売上が減少しているため、定年退職者の補充は行っていない。（小売
（百貨店）・中小企業）

【③】コスト改革の一環としてセルフレジ導入等の合理化を進めた結果、人手不
足感は弱まっている。（小売（スーパー）・中堅企業）

【③】各工場では正規雇用従業員ではなく、期間工や派遣社員の増減により
生産量の変動に対応。（生産用機械・大企業）
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3.正規雇用従業員数の増減要因
➢ 正規雇用従業員数の増加要因について、大企業、中堅・中小企業ともに「①既存事業の拡大」をあげる企業が最
も多い。次いで、大企業では「②新規事業への対応」、中堅・中小企業では「②新規事業への対応」、「④待遇改
善」と回答する企業が多い。
➢ 正規雇用従業員数の減少要因については、「①高齢化に伴う退職者の増加」、「②自己都合退職の増加」をあげる
企業が多い。また、中堅・中小企業では、半数以上の企業が「③採用が進まない」をあげているほか、大企業におい
ては、「⑤生産性の向上」をあげる企業が一定数みられた。
【3-2】正規雇用従業員数の減少要因
【3-1】正規雇用従業員数の増加要因
70.8%

① 既存事業の拡大

41.7%

① 高齢化に伴う退職者の増加

77.8%

52.8%
50.0%

② 自己都合退職の増加

29.2%

② 新規事業への対応

56.3%

25.0%

③ 採用が進まない

53.1%

22.2%
27.8%
31.3%

④ 業績・収益の悪化
27.1%

③ デジタル化への対応
7.4%

大企業（48社）
中堅・中小企業（27社）

④ 待遇改善（非正規雇用の正規
化等）

⑤ その他

⑤ 生産性の向上

22.2%

3.1%

大企業（36社）

⑥ 子会社等への事業移管

0.0%
0.0%

中堅・中小企業（32社）

12.5%
22.2%

25.0%

⑦ 業務のアウトソーシング

⑧ 非正規従業員へのシフト

5.6%
3.1%

9.4%

22.2%
⑨ その他
（注）対象：【2-2】において「➀増加」と回答した企業
回答社数：75社（複数回答）

9.4%

16.7%

19.4%

（注）対象：【2-2】において「②減少」と回答した企業
回答社数：68社（複数回答）

8

4.正規雇用従業員数が増加している職種
➢ 正規雇用従業員数が増加している職種は、大企業では「②現場で定型作業を担う人材」、「①現場の技能労働
者」、「⑧システム・アプリケーション等を開発する専門人材」をあげる企業が多い。
➢ 中堅・中小企業では、 「①現場の技能労働者」、 「②現場で定型作業を担う人材」、「⑨その他の専門人材」をあ
げる企業が多い。

【4】正規雇用従業員が増加している職種
31.3%

① 現場の技能労働者（現場監督等）
② 現場で定型作業を担う人材（店舗等で
の販売従事者等）
③ 一般的な事務職

10.4%
11.1%

④ 中核的な管理職（経営人材）

8.3%
11.1%

⑤ 海外展開に必要な国際人材

6.3%
11.1%

50.0%
48.1%

【①】現場監督の人手不足はここ数年来の課題。（建設・大企業）

大企業（48社）
中堅・中小企業（27社）

31.3%

3.7%

⑨ その他の専門人材（総務、法務、Ｍ＆
Ａ等）

29.2%
37.0%

3.7%

【②】業績好調につき、工場での繁忙感が高まっている。（化学・大企業）

【②⑨】新規出店の継続により、店舗における販売従事者の増加に加え、本部
機能の拡大のための専門人材も増加。（小売（ドラッグストア）・中小企
業）
【②⑦⑧】新規出店に伴う人員増のほか、基幹システム改修などの要員を確保。
その他、IT化の進展やSDGｓなどに対応するため、多様な人材の確保に努め
ている。（小売(スーパー)・大企業）

25.0%
25.9%

⑦ 社内事務のＩＴ化を推進する人材

⑩その他

【①②③④⑦⑨】事業の継続性を考慮して、職種を問わず一定数の採用を継
続している。（不動産・中小企業）

18.8%
11.1%

⑥ 研究開発等を支える高度人材

⑧ システム・アプリケーション等を開発す
る専門人材

48.1%

16.7%

（注）対象：【2-2】において「➀増加」と回答した企業
回答社数：75社（複数回答）

【⑥⑧】技術力を維持するため、研究開発等を支える人材を増加させている。ま
た、システム化対応人材も確保。（電気機械・大企業）
【⑦】デジタル、IT部門の人材を戦略的に増員。（職業紹介・労働者派遣・大
企業）
【⑧】リモートでの業務やドローンを活用した設計業務など、必要とされる人材
が変わってきた。（卸売・大企業）
【⑨】事業戦略を立てられる高度人材を採用している。（生産用機械・大企
業）
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5.今後の正規雇用従業員数に関する方針・考え方
➢ 今後の正規雇用従業員数について、「①増やそうとしている」が全体では49.3％となっている。これを規模別にみると、
大企業は42.5％、中堅・中小企業では59.8％となっている。
【5】今後の正規雇用従業員数に関する方針
①増やそうとしている
全規模
（221社）
大企業
（134社）
中堅・中小
企業
（87社）

②減らそうとしている

49.3%
42.5%

③特に増減の予定なし

7.2%

43.4%

8.2%
59.8%

【①】今後も需要は増加傾向。自動化設備導入とあわせ、交代勤務や土日稼
働のための従業員を増加させたい。（生産用機械・大企業）
【①】新規出店による事業拡大を計画しており、新卒・中途問わず積極的な採
用を予定。（小売（スーパー）・中堅企業）
【①】離職防止の取組（環境改善、労働条件や評価制度の見直し等）のほ
か募集範囲の拡大等により営業人員を増やしていきたい。（建設・大企業）
【①】従業員を増加させて慢性的な人員不足を解消したい。（医療・福祉・大
企業）

49.3%
5.7%

34.5%

【②】生産性向上により、少ない人員でモノづくりができるようにして利益を確保
する必要がある。中長期的に見ると、現行事業は縮小傾向にあり、短期的な
人員不足には派遣などの期間従業員で対応する。（自動車・同附属品・大
企業）
【②】新設工場における合理化・機械化策を既存工場へも導入するため、従業
員は削減予定。既に大卒を中心に採用を抑制中。（食料品・中小企業）

【②】退職者分を100％補充することは考えていない。営業体制を見直し、従
業員数を減らしていく。（小売（百貨店）・中小企業）

【➀】生産工程従事者や研究開発等を支える高度人材の確保に努め、今後も
増加させていく方針。（化学・中堅企業）

【③】設備の自動化や省力化により生産性向上を図り、現状の従業員数を維
持。（金属製品・中小企業）

【➀】売上・生産が好調であり、新規出店が続くことから人手不足感がある。結
婚・出産により退職した社員を再雇用する制度等を活用しつつ採用を増やし
ていく。（食料品・中小企業）

【③】将来受注できる工事が増加するか不明なため、現在の人数で受注できる
範囲の業務を行っていく。（建設・中小企業）

【➀】現在の社内中心世代は40代であるが、将来性を確保するため、20代や
30代職員を増やしたい。（小売（スーパー）・中小企業）

【③】今後の需要回復次第だが、当面は雇用確保に努めつつ、従業員のスキル
アップを目的とした企業内配置転換や社外への「在籍型出向」を継続予定。
（宿泊・大企業）

10

6．従業員確保に向けた特徴的な取組事例

企業名

概要

㈲原田左官工業所

✓ 不安定な就労環境にある職人の正社員化に取り組む
✓ 技術を身につけながら、安心して働き続けられる環境を提
供

セントケア・ホールディング㈱

✓ 幅広い介護サービスを提供するため、契約社員から正社
員への登用を推進
✓ 登用後は充実した制度で人材育成とキャリアアップを支援
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取組事例（従業員確保に向けた特徴的な取組）

㈲原田左官工業所
不安定な就労環境にある職人の正社員化に取り組む。独自の育成プログラムにより職人の早期育成を図るとともに、安
心して働き続けられる環境を提供し、人材を確保

1.企 業 概 要

(本社)東京都文京区

(設立)1949年 (資本金)48百万円 (従業員)約50名

・左官工事、タイル張り工事等を手掛ける建設業者。飲食店やアパレル、百貨店などの店舗内装を中心に、オリジナリティ溢れる施工を推進
・「モデリング学習」による新人教育や女性職人の積極登用など、業界の既成概念に捉われない施策を展開

2.背

景

4.効

➤不安定な就労環境
職人≠社員、ケガや病気に対する保証がない
➤職人の世界
男性社会、「背中を見て覚える」風潮、腕にバラつき
➤建築のユニット化のあおり
高度経済成長期をピークに業界は衰退傾向

3.取 組 概 要
➤職人の「正社員」化
✔「職人の生活を守り、安定させたい」との想いのもと、先代社長
が約30年前に実施→業界では異例の取組み
➤先進的な育成方法
✔入社後1か月間、「モデリング学習（※）」
の実践
※ベテランの作業動画を見てコテの使い方等を
学ぶとともに、本人の作業の様子を録画し、
お手本と比べることで「型」を習得

（新人の作業をビデオ撮影）

✔4年間で一人前の職人にする「育成プログ
ラム」を策定
➤女性の積極登用
✔約30年前の事務スタッフの一言がきっかけ
✔女性ならではの発想・オリジナリティの発揮
※漆喰に口紅やアイシャドーを混ぜる 等

果

➤在籍する職人40名全員が「正社員」
→技術を身につけながら、安心して働き続けれられる職場に
→塗り作業ができない雨天時等の作業を確保し、生産性を向上
（素材に漆喰を使用したスピーカーの製造等）
➤離職率の低下
→技術の早期習得のほか、「左官の面白さ」の実感により、4
年間の育成期間が終わる「年明け」まで8割が在籍
➤女性職人がいることが「当たり前」に
→全職人40人中、12人が女性

「安心して働きつつ、自分の作ったものを残したい」
若者の勤労マインドにマッチ
左官職人を志す若者が増加
→年平均3～4名が門を叩く
→社内平均年齢は35歳

5.今後の展開

（ベテランの動きと比較）
（写真提供：㈲原田左官工業所）

➤効率的に技術を身につけ、正社員として安心して働き続けられる
環境を提供。若者が定着し、育っていける企業を目指す
➤同業他社と連携した共同訓練などを通じて、業界全体の発展を目
指す
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取組事例（従業員確保に向けた特徴的な取組）

セントケア・ホールディング㈱
ニーズに応じた幅広い介護サービスを提供するため、契約社員から正社員への登用を推進。登用後は充実した制度で人
材育成とキャリアアップを支援
1.企 業 概 要
(本社)東京都中央区 (設立)1983年 (資本金)約17億円 (連結売上高)約459億円
(連結従業員)正社員:4,411名、契約社員:6,883名 [2021年 12月末]

・介護が必要な方々が住み慣れた自宅で生活を継続できるよう、在宅介
護サービスを中心に、幅広く事業を展開
・近年は、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居
宅介護といった、介護サービスの中でもより医療に近く、重度化対応
が必要なサービスに重点を置いている

2.背

景

➤拡大する需要に対応するための人員を確保
・高齢化に伴い介護需要が増大する一方、生産年齢人口の減少に
より人員不足が恒常化

➤求められるサービスの変化
・介護保険制度の見直し等により、訪問介護、訪問看護、多機
能型サービスなど介護サービスが多様化
・サービスの生産性向上を図るとともに、正社員への転換、教育
研修の充実などの取組を通じた優秀な人材の確保・育成が必要

➤高い離職率
・労働環境の改善を図り、離職率を下げることが重要

3.取 組 概 要

➤正社員登用
・優秀な人材の確保のため、契
約社員を正社員に登用
・短時間正社員制度を導入し、
多様な働き方を実現すること
で正社員登用の機会を拡大

➤人材育成とキャリア
アップ支援

(人)

4,000
3,000

正社員数・正社員比率の推移(連結)
3,926

（％）

50.0
45.0

2,904

40.0

37.7
2,000
1,000

35.0

29.9

0

30.0
25.0

20.0

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3

・社員の資格保有率向上のため、介護福祉士等の資格取得に向けた講
座の開講や実務者研修受講費用を負担する等、資格取得を支援
・介護福祉士の資格を取得した社員が、指導者として次の介護福祉士
を育成する役割を担う「インストラクター制度」を導入。これによ
り、管理職としてだけでなく専門職としてキャリアアップが可能
・看護医療領域の研修だけではなく、業界動向や労務、法律等幅広い
研修を実施

➤労働環境の改善
・長時間残業の発生者・発生見込み者の所属事業所に個別対応支援を
行うことで長時間労働を削減
・長時間労働が発生した従業員に対し、産業医・産業カウンセラーに
よるフォロー面談を実施

4.今 後 の 展 開
➤エッセンシャルワークとして介護事業の存在意義が高まる中、優秀な人材の確保・育成を進めることで、幅広く質の高いサービスを提供
➤新規採用の拡大、契約社員の正社員登用、教育研修の強化を進めることで、リーダーを担う人材の確保や処遇改善を進める
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