
○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３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１１月１日（火）から令和４年１２月９日（金）まで

○対象企業 ３１７社

令和４年度
第３回ハローワーク雇用等短期観測の結果

令和５年１月３０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11～12月の景況感ＤＩは、６.00と前回（令和4年8月～9月実施）

から１７.５５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」と回答した企業割合は、

正社員で６４.３％と前回から１.１ポイント低下した。一方、
パート・契約社員等は４３.８％と前回から９.７ポイント上昇した。

令和4年10月の最低賃金の引上げについて、時給単価を引上げた企業は

６８.８％となった。

価格転嫁の状況について、転嫁率が半分未満の企業は７０.４％となった。

円安が業績に与える影響について、マイナスと回答した企業は６１.６％となった。

※ 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

１７６社 １４１社
（５５．５％） （４４．５％）

１１５社 ６２社 ５３社
（３６．３％） （１９．６％） （１６．７％）

１２８社 ７９社 ４９社
（４０．４％） （２４．９％） （１５．５％）

７４社 ３５社 ３９社
（２３．３％） （１１．０％） （１２．３％）

産業計

規模計

５００人以上

１００人以上
４９９人以下

９９人以下

３１７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１１月～１２月の景況感

ＤＩは、前回（令和４年９月実施）より

１７．５５ポイント上昇し、６．００ と

なった。

※全企業中、有効回答数

（n=３１５）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：２９．５％

変わらない：５０．８％

悪い・やや悪い：１９．７％

・３か月後の見通しＤＩは、現在より

８．３５ポイント低下し、－２．３５ と

なった。

「３か月後の景気について」

良い・やや良い：２３．８％

変わらない：４６．３％

悪い・やや悪い：２９．８％

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

【業種別】

・令和４年１１月～１２月の景況感

ＤＩを業種別にみると、

製造業が１４．９０ポイント上昇し、

３．４５、

非製造業が２０．６５ポイント上昇し、

９．３０となり、非製造業の上昇幅

が大きかった。

・３か月後の見通しＤＩでは、

製造業は６．９５ポイント低下し、

－３．５０、非製造業は１０．４５

ポイント低下し、－１．１５となった。

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

【企業規模別】

・令和４年１１月～１２月の景況感

ＤＩを企業規模別にみると、すべて

の企業規模で大きく上昇し、９９人

以下の上昇幅が一番大きかった。

・３か月後の見通しＤＩでは、

すべての企業規模で低下となった。
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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９月実施）から

１．１ポイント低下し、６４．３％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

９．７ポイント上昇し、４３．８％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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・過不足感DI値は、正社員では前回（令和４年９月実施）に比べ１．２０ポイント上昇し、４１．７０となった。パー

ト・契約社員等では前回に比べ８．３０ポイント上昇し、２８．１５となった。

・業種別では、「製造業」においては、正社員は３期ぶりに下向き、パート・契約社員等は再び上向きとなった。

「非製造業」においては、正社員は７期連続で上向き、パート・契約社員等は再び上向きとなった。

・企業規模別では、正社員は「５００人以上」のみ下向きとなったが、その他の規模では上向きとなった。

一方、パート・契約社員等ではすべての企業規模で上向きとなり、「９９人以下」の上昇幅が一番大きかった。
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【人手不足の状況として該当する内容】
＜現在、正社員またはパート・契約社員等いずれかにおいて不足と回答した企業。ｎ=226）＞

【複数回答可】

・現在の人手不足の状況に関して、

該当する内容すべてについて選択

してもらった結果、

回答企業２２６社のうち３割以上が

①「慢性的な人手不足から欠員が

常態化」、

②「技能継承・後継者確保の観点

から若年者を採用したい」、

③「コロナ前と比べ、応募者が少な

いなど採用が困難」を選択した。

・また、「繁忙期に備えて人材確保

したい」、「業績好調により増員が

必要」といった前向きな回答も一定

数みられた。

３ 令和4年10月に引き上げられた最低賃金（992円から1023円）について

＜左グラフ＞令和４年１０月の最低賃金の引上げについて、時給単価の引上げを行ったか企業に聞いたところ、

「１０２３円未満だったので引上げを実施」と回答した企業は６０．８％となり、「１０２３円以上だったが引上げを

実施」と回答した企業は８．０％となり、全体で６８．８％の企業が引上げを行った。

＜中央グラフ＞時給単価を引上げたと回答した企業のうち、「１～３１円」引上げた企業は７４．６％となり、それ

以上の額を引上げた企業（今回の最低賃金の上げ幅である３１円を超えて引上げた企業）は、全体の２５．４％

となり、前回（令和３年１０月：９６４円から９９２円）の改正時（３２．８％）に比べ減少した。

＜右グラフ＞時給単価を引上げた企業に理由を聞いたところ、「待遇改善」、「人員の確保」、「人材の定着」

など人手不足への対応・防止のための理由を選択した企業が一定数みられた。

（n=224）（n=314） （n=216）

【複数回答可】



４ 価格転嫁の状況について（原材料、資源･エネルギ－価格の高騰、円安等に
よる仕入れ･物流コスト等上昇分をどの程度価格転嫁できているか）
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＜※261社回答、複数回答＞

・原材料、資源･エネルギ－価格の高騰、円安等による仕入れ･

物流コスト等上昇分をどの程度価格転嫁できているか聞いたとこ

ろ、｢全く転嫁できていない｣が20.6%、｢25%未満｣が30.2%、「25～

50%未満｣が19.6%と、転嫁率が半分未満の企業が70.4%と約7割で

あった。一方、｢50～75%未満｣は12.0%、｢75～100%未満｣は7.9%、

｢完全に転嫁｣は4.1%となり、全体の約４分の１の企業においては

価格転嫁が進みつつあることが示唆される。

・規模別にみると、半分未満しか転嫁できていない割合は、｢500

人以上｣で80.6%、｢100人以上499人以下｣で73.4%、｢99人以下｣で

61.5%と、規模に関わらず価格転嫁が難しい状況がうかがえる。

・業種別にみると、｢全く転嫁できていない｣割合が非製造業で

29.0%と、製造業（13.8%）より高い結果となった。

総計
全く転嫁でき

ていない
25％未満

25～50％

未満

50～75％

未満

75～100％

未満

完全に転嫁

（100%）

価格転嫁の

必要がない

件数 291 60 88 57 35 23 12 16
構成比 100.0% 20.6% 30.2% 19.6% 12.0% 7.9% 4.1% 5.5%
件数 62 13 27 10 3 4 1 4

構成比 100.0% 21.0% 43.5% 16.1% 4.8% 6.5% 1.6% 6.5%

１００人以上 件数 120 26 33 29 9 10 7 6

４９９人以下 構成比 100.0% 21.7% 27.5% 24.2% 7.5% 8.3% 5.8% 5.0%

件数 109 21 28 18 23 9 4 6

構成比 100.0% 19.3% 25.7% 16.5% 21.1% 8.3% 3.7% 5.5%

件数 160 22 51 43 22 13 6 3
構成比 100.0% 13.8% 31.9% 26.9% 13.8% 8.1% 3.8% 1.9%
件数 131 38 37 14 13 10 6 13
構成比 100.0% 29.0% 28.2% 10.7% 9.9% 7.6% 4.6% 9.9%

総計

５００人以上

９９人以下

製造業

非製造業

★ 価格転嫁が難しい、進まない理由について



・価格転嫁が難しい・進まない理由について聞いたところ、回答割合が高かった順に、「コスト上昇の速度が

速く、転嫁スピードが追いつかない」（３６．８％）、「取引先が価格に敏感」（３４．９％）、 「取引先の価格維持

要請」（２７．２％）が上位を占める結果となった。

・業種別でみると、「非製造業」において、「消費者向けの商品・サービスは安易に価格転嫁すると売上低下

を招く恐れがある」（２５．０％）を４分の１の企業が選択した。

・その他の理由としては、「今後転嫁を予定。（倉庫業）」、「単純に価格転嫁していない。（飲食料品小売業）」、

「取引先から原材料調達のための保証金を利用しているため。（鉄鋼業）」、「価格設定は認可制であり、一定

の範囲内に限られる。（道路旅客運送業）」、「取扱製品が無期限のリース契約であり、価格の見直しは一定

期間経過時等にのみ行うため。（その他製造業）」などの声が聞かれた。

・円安が業績に与える影響について、左上グラフにある６つの選択肢から回答を求めたところ、

「どちらかといえばマイナス」が３７．２％、「大いにマイナス」が２４．４％、と、約６割の企業が

マイナスの影響が大きいと回答している。

一方、「どちらかといえばプラス」が７．１％、「大いにプラス」が２．２％、と、プラスの影響が大きいと回答

した企業は１割にも満たなかった。

・仕入れがドル取引に対して、販売が円取引のため。 （はん用機械器具製造業／大いにマイナス）

・取引先の原料単価上昇にて出荷量減少が起きている。また、製造減産もあり全体出荷量の動向が鈍い。

（道路貨物運送業／どちらかといえばマイナス）

・材料費の高騰により見積金額が上がるため、受注減少を懸念している。

（総合工事業／どちらかといえばマイナス）

・海外より輸入する購入品に対しては、円安の影響を受け、コストが膨らむ。一方、ドル建て支払いの海外

案件は円安により売上額がアップするため。（輸送用機械器具製造業／わからない・どちらともいえない）

・自社製品のうち輸出用商品が占める割合は１桁台だが、為替差益による増収分が大きい。

（金属製品製造業／大いにプラス）

・インバウンド（海外からの需要）がコロナ禍前の水準に戻れば、さらに円安が業績にプラスになると

思われる。 （宿泊業／どちらかといえばプラス）
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＜回答理由（一部抜粋）＞

５ 円安が業績に与える影響等について



～企業の声～ 【令和４年11月～12月期における景気・先行きの景気動向等について 】
＜製造業＞

・観光客による商品購入の増加や外食産業も含めた購買意欲の向上には期待したい。人材の採用については、

大規模な生産ラインを維持するため多くの人員でシフトを組む必要があり、常に募集して慢性的な人材不足の

解消を図りたいと考えている。 （食料品製造業、500人以上）

・新たな人材を採用しているが定年等での退職もあり、慢性的に人手不足が続いている。

（木材・木製品製造業、500人以上）

・円安で各種材料や加工に必要な資材が高騰している。資材以外にも様々なコストが上昇しているが、得意先と

の関係を崩したくないので簡単に価格転嫁できない。材料不足等で製造業全般が落ち込んでいるので、このまま

円安が続くと得意先からの受注減や失注の可能性が有る。 （鉄鋼業、100人以上499人以下）

・競合他社との関係で苦戦。卸先は何社かあるが、7割くらいは主だった発注元で占められており、発注元が

リスク分散で卸す会社を増やしているため受注が減少している。また、原料高・円安でコストが上昇しており、

苦しい。 （金属製品製造業、99人以下）

・半導体関連の製造装置を製造しており、他社からの受注が多くきており、多すぎて断るケースも出てきている

など、業況は良い。 （生産用機械器具製造業、99人以下）

・やむを得ず製品の値上げに踏み切ったが、主力商品の売上が落ちたことは値上げも影響していると考えている。

（業務用機械器具製造業、100人以上499人以下）

・原材料費の高騰と現場工事件数の減少により、現在の業況はかなり厳しい状況。ただ、今後工事件数の増加が

見込まれているので少しは上向く気配がある。 （電気機械器具製造業、100人以上499人以下）

・現在、生産部門は残業なしで稼働しているが、部品の受注増加が期待できることから、残業も増えて工場稼働

率が上がっていくと期待している。 （輸送用機械器具製造業、100人以上499人以下）

＜製造業以外の業種＞

・現在は、全国旅行支援の効果で潤っている（予約で満室）。しかし、従業員が人手不足で、忙しくて疲弊して

いる。インバウンド需要も徐々に戻りつつある。中国がゼロコロナ政策をやめたら、インバウンド需要が増大し、

さらに人手が追いつかないかもしれない。 （宿泊業、100人以上499人以下）

・第８波や季節的にインフルエンザ等の恐れがある等不確定要素が多く、見通しを立てづらい。

人員（特にアルバイト・パート）確保に苦慮し、それがサービス低下に繋がり、客足に影響を及ぼしている

可能性も否定できない。 （飲食店、100人以上499人以下）

・飲食店にとっては、インバウンド需要増加は大いに客数の増加につながりありがたい状況。通常でも外食、中
食含め消費は活性されてきている。第８波に対しての政府の対応が今後の動向に影響大。（飲食店、500人以上）
・取扱商品の製造に必要な半導体の生産量の低下、原材料価格の値上がり、ウクライナ情勢によるEU・中東アジ

アへの輸出縮小等により業況は良くない。今後もしばらくは続くと思われる。（その他の卸売業、99人以下）

・原材料のストックのある秋冬の商品は値上げなく展開しているが、来年春は商品への価格転嫁が避けられない
のではと懸念している。 （織物・衣服・身の回り品小売業、500人以上）

・円安による多種多様な商品の値上げが続いており、厳しい状況。今後も物価とエネルギーコストの上昇が避け
られないと思われるため、消費者の節約志向による購買意欲の低下も続くと思われ、懸念要素が絶えない。

（各種商品小売業、500人以上）
・空調関係の工事の受注が工場、家庭含めて順調であったこと、コロナのため閉店した店に替わって出店する店

舗の改装工事が増えているためやや良い。春まではこの状況が続く見込み。（その他の小売業、99人以下）

・ｳｨｽﾞｺﾛﾅ政策として人流を止めずにいることで、徐々に物流も回復している。ただし、物価上昇で、商品購買力

の急回復は見込めない。雇用についても採用強化しているが応募者は依然少ない。（道路貨物運送業、99人以下）

・人の動きがある程度回復しており、現時点での今後の見込みについても良好である。人手不足対策としては、

業界イメージの刷新も必要と考えている。 （道路旅客運送業、100人以上499人以下）

・ガスの内管工事については、少しずつではあるが受注が回復傾向にあり、今後受注増に期待。しかし、設備工
事は給湯器の在庫不足（半導体不足や中国のロックダウン等の影響で部品入手が困難）が影響し、工事が細切れ
になって完成が遅れ、入金が遅れるのが辛い。また、燃料費高騰で移動に使う車のガソリン代が高くつくのも頭
が痛い。 （設備工事業、99人以下）

・２０２５年に開催される大阪万博に伴う工事が本格的に始まり出したため、見通しはやや良い。

（総合工事業、100人以上499人以下）
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＜※回答企業にとってプラス内容は赤字、マイナス内容は青字＞


