
○実施目的
大阪労働局では、事業所サービスの一環として、平成２５年度から四半期毎にハローワークによ

る管内企業への個別ヒアリングを行うとともに、事業主に対し必要なサービスを提供しています。
今般、令和４年度第１回目を実施し、本業務で得られた業務データを取りまとめました。

○実施時期 令和４年５月９日（月）から令和４年６月１７日（金）まで

○対象企業 ３２０社

令和４年度
第１回ハローワーク雇用等短期観測の結果

令和４年７月２８日 大阪労働局職業安定部

※本文中の「ＤＩ」とはＤｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｉｎｄｅｘの略

景気の現状、景気の先行き、正社員、非正規社員の過不足感に対する５段階の判断に、それぞれ以下の点数を与え、
これらを各回答区分の構成比（％）に乗じて大阪労働局独自でＤＩを算出している。

・良い、不足している ・・・・・・＋１．０
・やや良い、やや不足している ・・・・・・＋０．５
・変わらない、適正 ・・・・・・０
・やや悪い、やや過剰である ・・・・・・－０．５
・悪い、過剰である ・・・・・・－１．０

令和４年５～６月の景況感ＤＩは、０．９５と前回（令和４年２月～３月
実施）から１７．７５ポイント上昇した。

従業員の過不足感について、「不足」「やや不足」と回答した企業の割合
は、正社員で６３．４％と前回から６．７ポイント上昇し、パート・契約
社員等も４０．８％と前回から７．０ポイント上昇した。

令和４年３月新卒者の採用について、採用できた（一部のみ採用含む）と
回答した企業は、前年度から大学生等が３．２P上昇、
高校生は、５．２P低下した。

新卒採用におけるウェブ面接の実施状況について、実施（部分的に実施含む）
している企業割合は４９．３％であった。

※ 構成比（％）については、小数点の調整により合計と各項目の足し上げが一致しない場合がある。

1

（　　　）は構成比

製造業 非製造業

１７６社 １４４社
（５５．０％） （４５．０％）

１１７社 ６０社 ５７社
（３６．６％） （１８．８％） （１７．８％）

１３０社 ８０社 ５０社
（４０．６％） （２５．０％） （１５．６％）

７３社 ３６社 ３７社
（２２．８％） （１１．３％） （１１．６％）

産業計

規模計

５００人以上

１００人以上
４９９人以下

９９人以下

３２０社

産業別

規模別



１ 景況感について
※景況感ＤＩ：「良い」又は「やや良い」と回答した企業の割合から「悪い」又は

「やや悪い」と回答した企業の割合を差し引くことによって算出した指数。

【全企業】

・令和４年５月～６月の景況感ＤＩ

は、前回（令和４年３月実施）より

１７．７５ポイント上昇し、０．９５ と

なった。

※全企業（３２０社）の回答割合

「３か月前と比べた現在の景気につ

いて」

良い・やや良い：３０．１％

変わらない：４２．３％

悪い・やや悪い：２７．６％

・３か月後の見通しＤＩは、現在より

８．８５ポイント低下し、－７．９０ と

なった。

※全企業（３２０社）の回答割合

「３か月後の景気について」

良い・やや良い：２０．８％

変わらない：４４．０％

悪い・やや悪い：３５．２％

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

【業種別】

・令和４年５月～６月の景況感ＤＩは、

製造業が８．４０ポイント上昇し、

－１．２０、非製造業が２９．４０ポイ

ント上昇し３．５０となり、非製造業

の上昇幅が大きくなった。

・３か月後の見通しＤＩでは、製造業

は１１．１５ポイント低下し、

－１２．３５、非製造業は５．９５ポイ

ント低下し、－２．４５となった。

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

【企業規模別】

・令和４年５月～６月の景況感ＤＩを

規模別にみると、全ての企業規模

で大きく上昇した。

・３か月後の見通しＤＩでは、全ての

企業規模で低下した。
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景況感の判断要因等について

現在の景況感もしくは３か月後の

景気について、「良い」「やや良い」

及び「やや悪い」「悪い」と回答した

企業が判断した要因・背景等（以下

「判断要因等」という。）をそれぞれ

聞いたところ、

・「やや悪い」「悪い」の判断要因等

では、 「資源・原材料価格」が

５６．３％と最も高く、次いで「部品・

材料等の調達」、「ロシア・ウクライナ

情勢」、「為替動向」の順で高くなっ

ており、３０％を上回っている。

資源・原材料価格の高騰や部品・

材料等の調達難などが、多くの

業界で景況感が上向かない大きな

要因と考えられる。

・「良い」「やや良い」の判断要因等

では、「資源・原材料価格の落ち着き等」

が４２．７％と最も高く、

「コロナ感染状況」、「為替動向」、

「取引先からの受注の増減」、

「個人消費の変化」の順に高くなっ

ている。

・「良い」「やや良い」の判断要因等

を業種別に割合の高い順でみると、

◇製造業：

①「資源・原材料価格の落ち着き等」

②「為替動向」

③「取引先からの受注の増減」

◆非製造業

①「コロナ感染状況」

②「個人消費の変化」

③「資源・原材料価格の落ち着き等」

と、「製造業」・「非製造業」では

異なる結果となった。

非製造業については、コロナ感染

状況や個人消費の動向に、 より

大きな影響を受けると考えられる。
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※複数回答



２ 従業員の過不足感について

・正社員の過不足感について、「不足」「やや不足」と回答した企業は、前回（令和４年３月実施）から６．７ポイント

上昇し、６３．４％となった。＜左グラフ＞

・パート・契約社員等の過不足感については、「不足」「やや不足」と回答した企業は前回から７．０ポイント上昇し、

４０．８％となった。＜右グラフ＞

【過不足感 ＤＩ 値の推移（全産業）】

【過不足感 DI 値の推移（業種別）】

【過不足感 DI 値の推移（企業規模別）】
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・令和５年３月卒業者の採用計画について、採用予定ありの企業に聞いた結果、「採用人数を増やす」と回答した

企業は、大学生等については前年度（令和４年３月卒業者対象）から１３．２ポイント上昇し、２９．６％と、高校生

については１６．７ポイント上昇し、３２．１％といずれも上昇した。

一方、「採用人数を減らす」と回答した企業は、大学生等については１０．０ポイント低下し、３．８％と、

高校生については１１．２ポイント低下し、４．２％といずれも低下した。

・過不足感DI値は、正社員では前回（令和４年３月実施）に比べ６．９５ポイント上昇し、３７．１５となり、

パート・契約社員等では前回に比べ６．３５ポイント上昇し、２４．３５となった。

・業種別では、「製造業」においては、正社員、パート・契約社員等いずれも２期ぶりに上向きに転じた。

「非製造業」においては、正社員は５期連続で上向きに、パート・契約社員等では２期ぶりに上向きに転じた。

・規模別では、全ての企業規模で正社員、パート・契約社員等いずれも上向きとなったが、「９９人以下」企業の

上昇幅が最も大きかった。

３ 新卒者の採用状況･採用予定について
（１）令和４（202２）年3月卒業者の採用状況について

・令和４年３月卒業者の採用状況について、採用を実施した企業に聞いた結果、「予定数採用できた」と回答した

企業は、大学生等・高校生いずれも前年度（令和３年３月卒業者の採用）に比べ割合が低下した。

また、採用できた（一部のみ採用含む）と回答した企業割合は、大学生等については、前年度から３．２ポイント

上昇し、８９．５％、一方、高校生については、同５．２ポイント低下し、７７．３％となった。

高校生については、採用活動を行ったが、「採用できなかった」 と回答した企業割合が前年度から上昇し、

２２．７％という結果となった。

（２）令和５（2023）年3月卒業予定者の採用計画について
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（令和3年3月卒業者対象） （令和3年3月卒業者対象）

（令和4年3月卒業者対象） （令和4年3月卒業者対象）



～企業の声～※ウェブ面接について

・遠方の応募者と気軽に面談の機会が設けられる。相手の通信環境や機器により表情や熱意が伝わりにく

いというデメリットはあるものの、ウェブ面接は１次のみで気になる人材には２次面接で対面して確認すれば

問題ない。 （製造業、１００人以上４９９人以下）

・応募者の数が増えた。デメリットは、社風や雰囲気が伝わりにくいこと。特に中小企業は社風や現場の雰

囲気を知って入社して貰わないと定着しないので、来社・見学機会を大事にしている。（建設業、９９人以下）

・交通費の削減、地方の学生が選考を受けやすい環境になった。対面面接と比較した際、学生の個性や魅

力が伝わりづらい部分がある。 （卸売業、１００人以上４９９人以下）

・接客がメインの仕事であるため、その人の話しぶり、表情を確認するためには実際に会う方がよいと判断。

（飲食店、９９人以下）

・感染防止だけでなく、コストがあまりかからず遠方の学生が利用しやすい。（製造業、５００人以上）

４ 新卒者（既卒3年以内含む）の採用活動について
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（１）ウェブ面接の実施状況について

（２）採用広報活動で実施･工夫している点 （３）新卒採用に向けて実施中･実施予定の取組

・ウェブ面接の実施状況について聞いたところ、「実施していない」という回答が５０．７％と最も割合が高く、

「最終面接を除いて実施」（１８．７％）、「１次面接のみで実施」（１７．５％）が次いで高かった。企業規模別で

みると、企業規模が大きいほど実施割合が高くなっている（５００人以上規模の企業では８割で実施）。

・採用広報活動で実施・工夫されている点について聞いたところ、「オンライン企業説明会」、「イベントへの出

展・参加」、「企業紹介映像の作成・公開」、「SNSを通じた情報発信」の回答割合が高かったことから、ウェブ

上等での企業の露出機会を増やすことで、学生へのアプローチ・接点を増やす意向がうかがえる。

・新卒採用に向けて、実施中または今後実施予定の取組について聞いたところ、回答割合が高かった順に、

「学校との関係強化」（５６．１％）、「条件面の改善（初任給引き上げ・諸手当拡充）」（３６．７％）、「採用ター

ゲット層へのアプローチ」（３６．３％）、「インターンシップの実施」（３５．０％）という結果となった。

実施企業は４９.３%☆



【令和４年５月～６月期における景気・先行きの景気動向等について】
＜製造業＞

・メインの顧客である外食企業の業績と連動する形で景気は改善傾向であるが、今後のコロナの状況、小麦粉価

格、価格転嫁で大きく左右されるため見通しを立てるのは難しい。（食料品製造業、100人以上499人以下）

・円安や中国ﾛｯｸﾀﾞｳﾝに起因した原材料価格の高騰で収益が伸びない。また、物価・光熱費の値上がりを考慮する

と従業員への賃上げも実施しなければならず労務費も上がる一方である。現状では受注残も抱えおり、足元の売

上高確保は出来そうだが、海外の情勢次第では受注量の減少も想定され、不安要素が多い。（鉄鋼業、99人以下）

・原料高騰傾向はしばらく続くと思われる一方で、人材確保も重要な課題。企業としてどう利益を生み出すか

悩ましいところ。 （金属製品製造業、100人以上499人以下）

・中国のロックダウンの影響から他メーカーの製品が調達できない背景があり、海外からの注文が増加しており、

海外取引は順調。 （はん用機械器具製造業、100人以上499人以下）

・受注は増えており、今後もその状況は続く。資源高騰による原材料価格高騰が激しく、樹脂系が10～50％、

鉄関連は20％程度上がっている。売上が上がっても利益は下がっていく見込み。（生産用機械器具製造業、99人以下）

・新車向けの部品ではなく、中古車修理部品を取り扱っているため、新車販売台数減少の影響を受けずに堅調な

受注状況である。 （輸送用機械器具製造業、99人以下）

・雇用は、他産業に圧され、製造業の中でも自動車の優位性が薄れつつあり、優秀な人材確保が困難になって

きている。 （輸送用機械器具製造業、５００人以上）

・原材料の高騰のためやむなく値上げに取り組んでいる。そのため、保管の利く商品については値上げ前に発注

が来る「駆け込み需要」が出てきている。値上げ後に反動で「注文減」の可能性があるが、「通常発注」の仕事

は確保できる見込みなので製造ラインの調整が悩ましいところである。また、印刷後に乾燥させる工程に

「ガス」をたくさん使用するので、光熱費の高騰も注視している。（印刷・印刷関連業、100人以上499人以下）

＜製造業以外の業種＞

・東京からの出張による会食・接待での利用の増加があり、また、今後入国制限緩和に伴い外国人客の増加が

見込まれるが、材料価格の増加、光熱費の値上がりなど不安要素もある。 （飲食店、99人以下）

・魚類（石油価格上昇やロシア・ウクライナ情勢による空輸ルート変更による輸送コストの上昇により）、肉類

（中国の最近のコロナ感染状況による生産・輸送労働者不足から来る飼料となる穀物の値段の上昇により）など

麺以外の材料費が上がってきている。また、中国産肥料を使用している野菜農家の商品も値上がりしている。

こうした材料費の上昇が利益幅に影響している。 （飲食店、99人以下）

・6月から府民割が開始され集客が少し改善。客室稼働率は平日4割･週末8割程度に回復しているが、この対策終

了や今後のコロナの影響で失速することも十分考えられ、見通しは立っていない。自治体の各種団体や修学旅行

など団体客利用（特に宴会場）が回復せず、経営的には厳しい状態が続いている。（宿泊業、100人以上499人以下）

・半導体関連の好調、様々な場面で進んだ合理化に向けた、設備投資など弊社を取り巻く環境は概ね順調に推移。

（機械器具卸売業、500人以上）

・脱コロナに向かっていく今後、パートも正社員も採用難であったコロナ前に戻るのではないか、人手不足感の
加速を懸念している。コロナ禍では飲食店を退職された方を多くパートで採用したが、景気が戻りつつあるため、
「飲食店に戻りたい。」と退職される方が増えてきた。 （各種商品小売業、500人以上）

・コロナ感染状況も落ち着いてきており、飲食店関連のさらなる回復に期待するとともに、大阪万博の開催に向
けて、飲食・宿泊、観光等需要拡大にも期待している。 （道路旅客運送業、100人以上499人以下）

・コロナによる影響は落ち着いてきており、物流も戻ってきつつある。しかし、燃料費（軽油）が高騰:（46％
アップ）しているが、それが配送価格（距離と重量で決定）にダイレクトに反映されず、交渉で2～3％しか上げ
られていない。それが利益を圧迫している状況である。 （道路貨物運送業、500人以上）
・医薬品関連の建設は、コロナでの需要の高まりもあり好調だが、フィットネス関連は、施設の閉鎖等も相次ぎ、

建設の中止や延期が多数あった。エレベーター等の電子部品不足により、建設全体の遅れなどが発生している。

（総合工事業、100人以上499人以下）

・最近のコロナ禍の落ち着きにより、ホテルや旅館等の観光業の需要再開が期待できそう。（広告業、99人以下）

・コロナ関連の病院関係や接種会場等の仕事も多く、業績は変わらず推移している。今後もコロナの状況により
業績は左右されるが、コロナ前に戻れば百貨店、イベント会場等の警備等が増加するのを期待している。

（その他事業サービス業、500人以上） 7


