
【奈良労働局】 

 

令和４年３月高校新卒者の就職内定状況等（令和４年３月末現在）について 

～ 「高校生の就職内定率」 ９７．９％ ～ 

 

  奈良労働局では、令和４年３月高校新卒者の令和４年３月末現在における求人・求職・就職 

内定状況をとりまとめました。※ その概要等は次のとおりです。 

〔高校新卒者〕（別表参照） 

（１） 就職内定率  ９７．９％で、前年同期比 0．１ポイントの上昇 

     ○男女別   

・男子  ９８．８％（前年同期比 １．３ポイントの上昇） 

       ・女子  ９６．７％（前年同期比 １．４ポイントの低下） 

（２） 就職内定者数  １，０６２人で、前年同期比 ７．１％の減 

（３） 求人数     ２，２１１人で、前年同期比 ７．３％の増 

（４） 求職者数    １，０８５人で、前年同期比 ７．２％の減 

（５） 求人倍率    ２．０４倍で、前年同期比 ０．２８ポイントの上昇 

※ 本調査は学校・公共職業安定所の紹介を希望する生徒の状況をとりまとめたものです。 

 

～ 新卒応援ハローワーク等をご利用ください ～ 

・奈良労働局では、奈良新卒応援ハローワークおよび県内各ハローワークに就職支援ナビ 

ゲーターを配置し、学生、生徒、未就職卒業者の方に、就職支援を行っています。 

・ハローワークでは、卒業後も継続して未内定者への就職支援を実施しています。 

・未就職卒業者の方におかれましては、是非、奈良新卒応援ハローワークまたは最寄りのハ 

ローワークをご利用いただきますようお願いします。 



（別表）

奈良県

７月末 ９月末 １０月末 １１月末 １月末 ３月末

人 1,947      2,094      2,137      2,168      2,202      2,217      

（％） (27.3) (21.5) (19.5) (19.9) (19.5) (18.9)

人 1,350      1,244      1,271      1,296      1,296      1,272      

（％） (▲ 2.6) (▲ 6.6) (▲ 3.9) (▲ 1.9) (▲ 2.2) (▲ 2.8)

人 ***     792         989         1,074      1,167      1,261      

（％） *** (▲ 4.6) (▲ 2.1) (▲ 2.1) (▲ 3.6) (▲ 2.8)

倍 1.44        1.68        1.68        1.67        1.70        1.74        

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.34) (0.39) (0.33) (0.30) (0.31) (0.31)

％ ***     63.7        77.8        82.9        90.0        99.1        
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (1.4) (1.5) (▲ 0.1) (▲ 1.3) (▲ 0.1)

人 2,111      2,235      2,261      2,288      2,324      2,351      

（％） (8.4) (6.7) (5.8) (5.5) (5.5) (6.0)

人 1,327      1,291      1,297      1,285      1,296      1,273      

（％） (▲ 1.7) (3.8) (2.0) (▲ 0.8) *** (0.1)

人 ***     899         1,034      1,096      1,170      1,267      

（％） *** (13.5) (4.6) (2.0) (0.3) (0.5)

倍 1.59        1.73        1.74        1.78        1.79        1.85        

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.15) (0.05) (0.06) (0.11) (0.09) (0.11)

％ ***     69.6        79.7        85.3        90.3        99.5        
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (5.9) (1.9) (2.4) (0.3) (0.4)

人 2,234      2,320      2,363      2,378      2,418      2,429      

（％） (5.8) (3.8) (4.5) (3.9) (4.0) (3.3)

人 1,340      1,351      1,333      1,340      1,332      1,310      

（％） (1.0) (4.6) (2.8) (4.3) (2.8) (2.9)

人 ***     872         1,016      1,096      1,219      1,296      

（％） *** (▲ 3.0) (▲ 1.7) *** (4.2) (2.3)

倍 1.67        1.72        1.77        1.77        1.82        1.85        

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.08) (▲ 0.01) (0.03) (▲ 0.01) (0.03) ***

％ ***     64.5        76.2        81.8        91.5        98.9        
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (▲ 5.1) (▲ 3.5) (▲ 3.5) (1.2) (▲ 0.6)

人 1,752      1,899      1,972      2,012      2,048      2,061      

（％） (▲ 21.6) (▲ 18.1) (▲ 16.5) (▲ 15.4) (▲ 15.3) (▲ 15.2)

人 1,355      1,277      1,319      1,238      1,228      1,169      

（％） (1.1) (▲ 5.5) (▲ 1.1) (▲ 7.6) (▲ 7.8) (▲ 10.8)

人 ***     ***     759         944         1,059      1,143      

（％） *** (▲ 100.0) (▲ 25.3) (▲ 13.9) (▲ 13.1) (▲ 11.8)

倍 1.29        1.49        1.50        1.63        1.67        1.76        

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (▲ 0.38) (▲ 0.23) (▲ 0.27) (▲ 0.14) (▲ 0.15) (▲ 0.09)

％ ***     ***     57.5        76.3        86.2        97.8        
(ﾎﾟｲﾝﾄ) *** (▲ 64.5) (▲ 18.7) (▲ 5.5) (▲ 5.3) (▲ 1.1)

人 1,875      2,017      2,100      2,138      2,203      2,211      

（％） (7.0) (6.2) (6.5) (6.3) (7.6) (7.3)

人 1,146      1,250      1,153      1,158      1,104      1,085      

（％） (▲ 15.4) (▲ 2.1) (▲ 12.6) (▲ 6.5) (▲ 10.1) (▲ 7.2)

人 6            649         744         905         982         1,062      

（％） *** *** (▲ 2.0) (▲ 4.1) (▲ 7.3) (▲ 7.1)

倍 1.64        1.61        1.82        1.85        2.00        2.04        

(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.35) (0.12) (0.32) (0.22) (0.33) (0.28)

％ 0.5          51.9        64.5        78.2        88.9        97.9        
(ﾎﾟｲﾝﾄ) (0.5) (51.9) (7.0) (1.9) (2.7) (0.1)
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