
○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２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８月１日（月）から令和４年９月９日（金）まで

○対象企業 ３１５社

令和４年度
第２回ハローワーク雇用等短期観測の結果

令和４年１０月２７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８～９月の景況感ＤＩは、-１１.５５と前回（令和４年５月～６月
実施）から１２.５０ポイント低下した。

従業員の過不足感について、「不足」「やや不足」と回答した企業割合は、
正社員で６５.４％と前回から２.０ポイント上昇した。一方、パート・契約
社員等は３４.１％と前回から６.７ポイント低下した。

夏期賞与の支給について、「増額」「昨年度と同額」とした企業の割合は、
正社員で７３.５％、パート・契約社員等では５４.９％となった。

大阪・関西万博等の開催等が企業活動に与える影響について聞いたところ、
「プラスの影響が大きい」と回答した企業割合は４１.２％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。
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（　　　）は構成比

製造業 非製造業

１７４社 １４１社
（５５．２％） （４４．８％）

１１３社 ５８社 ５５社
（３５．９％） （１８．４％） （１７．５％）

１２９社 ８０社 ４９社
（４１．０％） （２５．４％） （１５．６％）

７３社 ３６社 ３７社
（２３．２％） （１１．４％） （１１．７％）

産業計

規模計

５００人以上

１００人以上
４９９人以下

９９人以下

３１５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８月～９月の景況感ＤＩ

は、前回（令和４年６月実施）より

１２．５０ポイント低下し、－１１．５５

となった。

※全企業（３１５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：１４．２％

変わらない：５０．８％

悪い・やや悪い：３５．０％

・３か月後の見通しＤＩは、現在より

１．６５ポイント上昇し、－９．９０ と

なった。

※全企業（３１４社）の回答割合

「３か月後の景気について」

良い・やや良い：１７．２％

変わらない：４６．８％

悪い・やや悪い：３６．０％

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

【業種別】

・令和４年８月～９月の景況感ＤＩは、

製造業が１０．２５ポイント低下し、

－１１．４５、非製造業が１４．８５

ポイント低下し、－１１．３５となり、

非製造業の低下幅が大きくなった。

・３か月後の見通しＤＩでは、

製造業は１．２０ポイント上昇し、

－１０．２５、非製造業は２．００ポイ

ント上昇し、－９．３５となった。

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

【企業規模別】

・令和４年８月～９月の景況感ＤＩを

規模別にみると、全ての企業規模

で大きく低下した。

・３か月後の見通しＤＩでは、「１００

人以上４９９人以下」では低下、

「９９人以下」「５００人以上」では

上昇した。
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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６月実施）から２．０ポイント

上昇し、６５．４％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６．７ポイント低下し、

３４．１％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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・過不足感DI値は、正社員では前回（令和４年６月

実施）に比べ３．３５ポイント上昇し、４０．５０となっ

た。一方、パート・契約社員等では前回に比べ４．５

ポイント低下し、１９．８５となった。

・業種別では、「製造業」においては、正社員は２期

連続で上向き、パート・契約社員等は再び下向きと

なった。「非製造業」においては、正社員は６期連続

で上向き、パート・契約社員等は再び下向きとなっ

た。

・規模別では、正社員は「５００人以上」のみ上向き

となり、大きく上昇した。

一方、パート・契約社員等ではすべての企業規模

で下向きとなったが、「９９人以下」の低下幅が大き

かった。
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・夏季賞与について「増額」「昨年と同額」と回答した企業は、正社員では全体の７３．５％（前年６６．４％）、パート・

契約社員等については全体の５４．９％（前年５３．５％）を占めた。

また、正社員で「減額した」と回答した企業が１８．８％を占めたほか、パート・契約社員等で「支給なし」と回答し

た企業が３６．６％を占めた。

・業種別では、正社員、パート・契約社員等いずれにおいても「増額した」と回答した企業割合は製造業の方が大

きく、「支給なし」と回答した企業割合は非製造業の方が大きい結果となった。

・前年同時期のヒアリング結果と比較すると、「増額した」と回答した企業が、正社員で３８社（８０社→１１８社）、

パート・契約社員等で２０社（２９社→４９社）増加し、「減額した」と回答した企業は、正社員で１６社（７５社→５９

社）、パート・契約社員等で１２社（３２社→２０社）減少した。

３ 夏期賞与について

増額した 118 37.7% 49 17.9%

昨年と同額 112 35.8% 101 37.0%

減額した 59 18.8% 20 7.3%

支給なし 22 7.0% 100 36.6%

未定 2 0.6% 3 1.1%

合計 313 273
「該当社員がいない」･無回答除く。

正社員 パート・契約社員等



４ 大阪･関西万博等の開催等に向けた影響について
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＜※無回答除く。＞

プラスの影響が大きい 129社

プラス・マイナスは同程度 16社
マイナスの影響が大きい 5社
影響はない・わからない 163社

＜※312社回答。複数回答。＞

＜※307社回答。複数回答。＞



～企業の声～※万博関連及び訪日観光客受入再開の影響や今後への期待等について

・２０２５年万博については建設工事のための重機、機械等の需要増加による売上増加が予想されたが、

すでに一段落しており、今後は見込めない。工場前の道路の渋滞が予想され、物流に影響がでないか

心配している。 （輸送用機械器具製造業、１００人以上４９９人以下）

・万博やIRにも期待しているが、会場やインフラ建設で労働力や資材を持って行かれたり値上がりを招い

てしまうのではないかという不安もある。 （パルプ・紙・紙加工品製造業、９９人以下）

・ＩＲについては、建設される施設の種類や規模は不明であるが、万博の施設とは異なり長期間使用する

施設なので受注することができれば、請負代金は万博の工事よりも高額となるため期待を寄せている。

（総合工事業、９９人以下）

・インバウンド需要や観光客の増減は、直接は関係ないが、インフラ整備などで間接的にはプラスになると

思う。（金属製品製造業、９９人以下）

・６月の受入再開では全く影響がなかった。今後個人旅行が再開されればインバウンド需要が増加すると

思う。 （宿泊業、９９人以下）

・ツアー客だけでなく個人客、特にコロナ禍以前に多数来られていた中国、韓国からの個人客に来店頂き

たい。そのため、入国制限の更なる緩和（人数、ワクチン接種回数）に期待している。 （飲食店、９９人以下）

・訪日客はこれからと思われる。円安のため、高価な品物が売れる可能性があるので、期待はしている。

（その他小売業、９９人以下） 6

★ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）への期待度等について

・２０２５ 大阪・関西万博等の開催等に向けて、企業活動にプラス面・マイナス面それぞれ影響が出てくるこ

とが想定されるが、プラス・マイナスどちらの影響が大きいか聞いたところ、回答割合が１番高かったのは、

「影響はない・分からない」で５２．１％と半数程度を占めた。続いて、「プラスの影響が大きい」が４１．２％を

占める結果となった。なお、業種別でみると、「非製造業」において、「プラスの影響が大きい」と回答した企

業が５３．６％と半数以上を占めている。

・企業経営・活動において万博等に期待することやプラス面の影響について聞いたところ、①「個人消費の

増加・拡大」、②「インバウンド需要の増加」、③「国内観光客の増加」が上位を占め、いずれも３割以上の企

業が選択した。一方、懸念されることやマイナス面の影響としては、①「物流の混乱・停滞」、②「各種コスト・

人件費増」、③「人手不足の深刻化」が上位を占め、同じく３割以上の企業が選択した。

・ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）への期待度について聞いたところ、「分からない・どちらともいえない」が

６１．１％、「期待できる」が２９．０％という結果であった。

＜「期待できる」と回答した企業９１社に聞いた内容＞
期待できる 91社
期待できない 31社
わからない･どちらともいえない 192社



【令和４年８月～９月期における景気・先行きの景気動向等について】
＜製造業＞

・商談、展示会参加の機会が増え、営業活動がより進めやすくなってきた。ウィズコロナが常態となる中、人の動き

が活発で、各種イベントの機会、外食需要も増えている。（食料品製造業、100人以上499人以下）

・業界の構造変化に因る恒常的な落ち込み。現在の景況悪化についてはシーズン性及び為替レートの不安定さに

よる。 （繊維工業、99人以下）

・ウッドショックや円安の影響により、売り上げが昨年度と同水準であるにもかかわらず利益が低下している。

（木材・木製品製造業、500人以上）

・化粧品等（特にリップ）の消費、販売が改善されつつある。男性化粧品の販売も追い風となっている。

（化学工業、100人以上499人以下）

・エネルギー等のｺｽﾄｱｯﾌﾟは、現状円安の恩恵により相殺されており、営業利益も落ちていない。金属価格が不安

定、より一層エネルギー等の価格上昇が懸念され、見通しは予断を許さない。（非鉄金属製造業、500人以上）

・受注は増えているものの、人材不足の中で、納期に間に合わせるために、派遣労働者を使用したり、外注に出

すなどしているので、人件費（委託費）が膨らんでいる。さらに、材料費等の高騰で経費も上がっているため、

利益をかなり圧迫している。 （生産用機械器具製造業、99人以下）

・受注状況は継続して堅調に推移しているものの、依然として原材料の調達に時間を要し、さらに素材やエネル

ギー価格の高騰・運送コストの高騰などが利益にも影響を及ぼす状況。（電気機械器具製造業、500人以上）

・従業員のうちパートの占める割合が高く、10月からの最低賃金の引き上げ及び社会保険適用範囲の拡大の影響

が大きい。特に社会保険については、扶養の範囲内での就労を希望している者が多く、労働時間の縮減（週20時

間未満）や転職を考えている労働者も多いことから、体制を維持するため10月までにはパート労働者（検査・入

出荷業務、軽作業等）をある程度確保したい。 （電気機械器具製造業、100人以上499人以下）

＜製造業以外の業種＞

・受注は多いが、現場の人材不足で業績を伸ばせない。 （総合工事業、99人以下）

・経済活動が底上げとなるため、インバウンド需要増に期待したい。受注環境に大きな変化はないが、材料費の値上げ
など実際の受注金額に反映しにくい面があり、今後も利益率は相当厳しいと予想される。（職別工事業、99人以下）

・第7波の影響で、タクシー利用客は、大幅に減った。コロナ前の8割程度まで戻っていたが、半減。

今後は、秋の行楽シーズンもあり、春の時期くらいまでは、戻る見込み。（道路旅客運送業、500人以上）
・海外（特に中国）からの資材・部品等の輸入が続いており、関連する企業の生産が動き出している。

（自動車関係等） （道路貨物運送業、99人以下）

・為替相場や物価上昇によるので、今後の景気は予測できない。（飲食料品卸売業、99人以下）

・半導体関連の好調、設備投資をとりまく様々なことへの回復傾向からやや良い。（機械器具卸売業、500人以上）
・物価高や光熱費高騰による消費行動の低下が見受けられ、売り上げが低下している。商品自体の価格も上昇している

上に、店舗運営に係るコストも光熱費を筆頭に増加しており、利益を圧迫している。（各種商品小売業、500人以上）

・空港関連事業のため、旅客機次第。国内線がほぼコロナ前まで復旧し、国際線も同様になってきているので、

景気は上向いている。 （その他の小売業、100人以上499人以下）

・8月は元々閑散期だが、秋以降、徐々に売上は回復すると思われる。第3四半期に向けパート・アルバイトの採
用を強化中。 （宿泊業、500人以上）

・コロナの第７波の影響で客足が伸びず、また大人数ではなく2～3人での来店が多い。特にお盆以降はかなり減
少している。現在閉店時間を2.5時間早めているのを9月から30分戻そうと考えていたが、現状を鑑み当面現在の
時間のままとした。 （飲食店、99人以下）

・１０月の最低賃金引き上げにより扶養内で勤務するベテランスタッフが調整に入るため、年末に向け不安要素
しかない。 （飲食店、100人以上499人以下）
・コロナの感染状況も落ち着いてはきているが、正社員もパートも採用が難しくなっており、人手不足をどう

補っていくかが今後の課題であり、懸念材料である。 （持ち帰り・配達飲食サービス業、500人以上）

・EC店舗やSNSで会員登録を募るなど、インターネット展開を事業部問わず進めている。ただ、事業のメインが
調剤薬局のため、長期間欠勤する従業員が多数いる状況が続けばどうしようもない。とにかく新型コロナウィル
スの感染者数が落ち着くこと、そこに尽きると思います。 （医療業、500人以上）

・コロナ禍でも病院等の警備、清掃があったため業績は下がっていなかった。

現在イベント等が少し増えてきたため、業績は少し上向きである。（その他の事業サービス業、500人以上）
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～企業の声～


