
中小企業家同友会関西ブロック合同景況調査（2019 年 4-6 月期） 概要報告 

 

I サンプルについて 

 関西 6 府県の会員 7,259 社に対して，5 月 20 日から 7 月 6 日にかけてアンケート調査を実施．26.8％に

あたる 1,942 社から回答があった．うち，製造業は 433(22.3%)，非製造業は 1,509(77.7%)である．規模別

では 20 人未満の事業所が 1,571(80.9%)を占め，そのうち 4 人以下の零細規模が 865(44.5%)と最も多い．

業種規模別では， 製造業・非製造業とも 20 人未満がと中心的な規模である（製造業：68.1%，非製造業：

84.6%）．ただし，製造業では 20 人未満の各区分がほぼ同比率であるのに対し，非製造業では 4 人以下の

零細規模が最多となる．各府県単位の詳細は別紙の通り． 

 

 0~4 人 5~9 人 10~19 人 20~29 人 30~49 人 50~99 人 100 人以上 不明 合計 

製造業 
97 87 111 49 48 30 11 0 433 

22.4 20.1 25.6 11.3 11.1 6.9 2.5 0.0 100.0 

非製造業 
768 289 219 89 77 42 25 0 1509 

50.9 19.2 14.5 5.9 5.1 2.8 1.7 0.0 100.0 

合計 
865 376 330 138 125 72 36 0 1942 

44.5 19.4 17.0 7.1 6.4 3.7 1.9 0.0 100.0 

（単位 上段：社，下段:%） 

 

II 各種 DI値の動向 

1. 業種別 

売上動向…製造業で 0.9 ポイント，非製造業で 15.0 ポイントを示した．プラスの数値ではあるが，全体

として前期比で大きく低下している．特に製造業の低下が著しい．前年同期比では，製造業で

3.7 ポイント，非製造業で 20.9 ポイントとこちらも横ばい，もしくは低下傾向にある． 

 

利益動向…前期比では，製造業で-3.0 ポイント，非製造業で 10.5 ポイントを示した．特に製造業が著し

く下がっている．前年同期比では，製造業で 2.3 ポイント，非製造業で 16.6 ポイントとなった．

両方ともプラスの数値ではあるが，低下傾向である．製造業の低下の幅が大きい． 

 

採算状況…製造業で 37.2 ポイント，非製造業で 40.6 ポイントと，全体として堅調に推移している． 

 

景気動向…製造業で-28.1 ポイント，非製造業で-0.5 ポイントを示した．いずれもマイナスの数値となっ

ており，前期比で著しく低下し，「失速」の様相を呈している． 

 

時期景況感…製造業で-28.3 ポイント，非製造業で 1.3 ポイントとなった．景気動向同様に，前期比で著

しく低下している．とりわけ，製造業の低落が顕著である．米中貿易摩擦の不透明感や消費税

増税が影響していると考えられる． 

資金繰り…製造業で 4.9 ポイント，非製造業で-0.6 ポイントを示した．一部の非製造業（通信情報業）で



資金繰りが悪化しており，それが反映されている． 

 

設備投資…製造業で 23.2 ポイント，非製造業で 16.6 ポイントと良好な数字を示している．不透明な景気

の先行きに対して，設備投資を実施して対応しようという意図が看守できる．また，消費税増

税に対応するための設備投資という動きも感じられる． 

 

2. 規模別 

売上動向…前期比，前年同期比，いずれの規模においてもプラスの数値を示しており，回答した企業は

堅調な経営を達成している．ただし，府県別にみると滋賀・京都・和歌山・奈良の 4 府県でマ

イナスの数値を示す規模があり，動向に跛行性があることに留意が必要である． 

 

利益動向…前期比，前年同期比いずれもプラスの数値を示してはいるが，ポイントは低落傾向にあり，

経営状況は徐々に厳しさを増しつつある．府県別にみると，前期比で兵庫以外のすべてで，前

年同期比で滋賀・京都・奈良・和歌山の 4 府県で，いずれかの規模がマイナスの数値を示して

いる．滋賀県は複数の規模でマイナスを示しており，関西全体よりも相当厳しい状況にある． 

 

採算状況…いずれの規模でもプラスの数値を示しており，回答企業の多くが健全経営を達成している．

しかし，滋賀県では 20~29 人規模の企業群で-22.2 ポイントとなっており，中規模層で採算状

況が悪化している． 

 

景気動向…関西全体では 30~49 人，100 人以上の 2 つの階層を除いて，すべての規模群でマイナスの数値

を示している．府県別にみると，兵庫県のみがすべての階層でプラスを示しているが，前期比

では大きく低下しており，実質的には厳しい状況に陥りつつある． 

 

時期景況感…いずれの規模でもマイナス，もしくはゼロを示しており，関西全体で大きく悪化している．

府県別では，滋賀県が最も数値が悪い．大阪府はすべての規模群でマイナスとなっており，

ひときわ厳しい見通しとなっている． 

 

資金繰り…4 人以下の零細企業群で，資金繰りが悪化している．滋賀・京都では中堅規模の企業群でも資

金繰りが厳しさを増しており，地域間の好悪に注意が必要である． 

 

設備投資…関西全体としてみると，いずれの規模階層でもプラスとなっている．しかし，4 人以下の零細

企業群は他の規模階層と比較すると，弱含みの数値となっている．資金繰りとの関係か？ 

 

 

3. 業種規模別 

売上動向…前期比で，製造業は 10~19 人，20~29 人規模の企業群でマイナスの数値を示している（-3.7

ポイント，-16.3 ポイント）．非製造業はすべての規模階層でプラスの数値を示している．前年



同期比でも，製造業は 10~19 人，20~29 人規模の企業群でマイナスの数値を示している（-1.8

ポイント，-10.2 ポイント）．非製造業はすべての規模階層でプラスとなっている．個別の業種

規模でみると，建設・専門サービス・サービスの 3 業種以外では，いずれかの規模階層でマイ

ナスの数値を示している． 

 

利益動向…前期比で，製造業では 5~49 人規模の 4 階層でマイナスの数値を示しており，小規模〜中堅規

模の企業で利益を確保することが難しくなっていることがわかる．非製造業ではすべての規模

でプラスを示しているが，数値自体は低下傾向にある．個別の業種規模でみると，建設業を除

いていずれかの規模階層でマイナスを示す階層が存在しており，一様ではない．前年同期比で

も，製造業では 5~29 人規模の 3 階層でマイナスとなっている．非製造業ではすべての規模階

層でプラスであるが，個別の業種でみると建設業以外いずれかの階層がマイナスを示している． 

 

採算状況…製造業，非製造業とも，いずれの規模階層でもプラスの数値を示しており，健全経営が達成

されている．しかし，個別業種でみると，4 人以下の零細規模物流業で採算が悪化している企

業がみられる． 

 

景気動向…製造業では 100 人以上の規模の企業群を除いて，すべての規模階層でマイナスの数値を示し

ている．ただ，規模階層で状況は異なり，中規模以上は小零細規模よりもマイナス幅は小さい．

すなわち，小規模の企業ほど苦しい状態にあるといえる．非製造業では，4 人以下，10~19 人，

50~99 人の 3 階層でマイナスの数値を示すが，それ以外の規模階層ではプラスの数値を示して

いる．製造業とは異なり，規模階層ごとでばらつきが生じている．個別業種でみると，流通業

では小零細規模の企業群で状況が大きく悪化している． 

 

時期景況感…製造業ではすべての規模階層で大きく悪化している．特に小規模階層ほど，状況見通しは

悪い．非製造業では，4 人以下の零細規模と，50~99 人の中堅規模の企業群でマイナスを示

す．個別業種でみると，物流業と流通業でマイナスの数値を示す規模階層が複数みられ，

とりわけ小零細規模階層で悪い傾向にある． 

 

資金繰り…製造業，非製造業とも 4 人以下の零細規模企業群で，資金繰りが悪化している．個別業種でも，

複数の業種で同様の傾向がみられる． 

 

設備投資…製造業，非製造業ともすべての規模階層でプラスの数値を示している．しかし，4 人以下の零

細企業群は，それ以外の規模階層と比較すると数値が低く，資金繰りの悪化との関係が推察

される． 

 

 

III  売上の増減とその要因 

関西全体として，増加要因の上位 5 位をみると，「営業力の強化・拡大(23.5%)」，「新規販路・新分野の



開拓(14.9%)」，「技術力・サービスの強化(10.9%)」，「高付加価値化(9.7%)」，「人材育成・採用の強化(9.5%)」

であった．一方，減少要因の上位 5位は，「売上数量・客数の減少(37.0%)」，「外注費の増加(27.2%)」，「原

材料費・商品仕入れ額の増加(13.6%)」，「得意先の業況変化(8.0%)」，「その他(9.0%)」であった． 

 

1. 業種別 

(1) 増加 

製造業では，「営業力の強化・拡大(18.2%)」，「新規販路・新分野の開拓(15.3%)」，「高付加価値化

(11.0%)」，そして「技術力・サービスの強化(10.0%)」が上位 4 位である．それ以外にも，国内需

要の拡大と販売・受注価格の上昇の回答率が高い．非製造業では，「営業力の強化・拡大(25.4%)」，

「新規販路・新分野の開拓(14.8%)」，「人材育成・採用の強化(11.5%)」，そして「技術力・サービ

スの強化(11.2%)」が上位 4 位である．それ以外では，高付加価値化の回答率が高い．個別業種で

みると，建築業で「国内需要の拡大(9.5%)」，物流業で「販売・受注価格の上昇(13.8%)」，流通業

で「高付加価値化(12.0%)」が高い． 

(2) 減少 

製造業，非製造業でも同様であり，「売上数量・客数の減少（48,1%，29.7%）」，「外注費の増加（31.8%，

24.1%）」，「原材料費・商品仕入れ額の増加（7.0%，17.9%）」が上位 3 位までの要因である．個別

業種でみると，非製造業の複数の業種で得意先の業況変化，本業以外の部門の収益悪化を挙げる

企業がみられる． 

 

2. 規模別 

(1) 増加 

概ね，すべての規模階層で「営業力の強化・拡大」，「新規販路・新分野の開拓」が上位 2 位ま

での回答となった．小零細規模の企業群では，「技術力・サービスの強化」が回答される傾向が

強い．中堅以上の規模の企業群では，国内需要の拡大が上位に上がる階層もみられる． 

(2) 減少 

100 人未満までの 6 規模階層では「売上数量・客数の減少」が，100 人以上では「外注費の増加」

が 1 位の回答となった．100 人未満の 6 規模階層でも，「外注費の増加」は 2 位の要因となって

おり，それらとともに「原材料費・商品仕入れ額の上昇」が各規模階層で選択されている． 

 

3. 業種規模別 

(1) 増加 

製造業では，概ねすべての規模階層でも「営業力の強化・拡大」と「新規販路・新分野の開拓」

の回答率が高い．これらとともに「コストダウン・生産性アップ」と「高付加価値化」も回答さ

れる傾向がある．非製造業では，いずれの規模階層でも「営業力の強化・拡大」と「新規販路・

新分野の開拓」の回答率が高い．個別の業種規模でみても，「営業力の強化・拡大」は概ね 1 位

の要因となっており，傾向に差はない． 

 

(2) 減少 



製造業では，100 人未満の規模階層で「国内需要の減少」と「販売・受注価格の減少」が，いず

れの規模階層でも主要因として回答される．100 人以上の規模の企業群では，「販売・受注価格の

減少」のみが回答されている．非製造業でも，製造業とほぼ同傾向であり，「国内需要の減少」

と「販売・受注価格の減少」の回答率が高い．個別の業種規模でみても，多くの業種・規模で「国

内需要の減少」か「販売・受注価格の減少」が選択されており，傾向に差はない． 

 

その他，コメントをみても，売上増加の主要因としては「営業力の強化・拡大」・「新規販路・新分野の

開拓」に関わった会員企業自らの努力に依存する部分が大きい．国内需要の拡大や販売・受注価格の上

昇は副次的な要因として加味されるものの，それらの需要を獲得できるように会員企業が地道に努力し

ていることがコメントからわかる．一方で，減少に関わるコメントを見ると，国内需要の減少，販売・

受注価格の減少に直接・間接的に関わる内容が多い．とりわけ，10 連休に伴う営業日数減や，米中貿易

摩擦に関わる需要減などのコメントがみられる．本調査では，まだ影響が出ていないが，韓国への半導

体および半導体原料輸出規制強化が，弱電・電子デバイス関係の中小企業が多い関西経済にどのように

影響するか注視が必要となろう． 

 

IV 経営上の問題点・対応策および力点 

1. 業種別 

(1) 問題点・対応策 

製造業においては，「従業員の確保(36.5%)」，「人件費負担(26.3%)」，「熟練技術者負担(26.3%)」，

「民間需要の停滞(25.9%)」，そして「仕入れ単価の上昇・高止まり(23.1%)」が主な回答となって

いる．また，「社員教育」と「幹部社員の不足」もこれらに次いで高い回答率を示す．非製造業

においても，「従業員の確保(45.5%)」，「人件費負担(24.6%)」，「熟練技術者不足(16.7%)」，「仕入れ

単価の上昇・高止まり(16.6%)」，そして「民間需要の停滞(16.0%)」が主な回答となっている．こ

れらに次いで，「社員教育」と「新規参入者の拡大による競争の激化」も高い回答率を示す．個

別の業種をみると，概ね非製造業全体と同様の傾向を示すが，建設業において「熟練技術者の不

足」が 44.2%と他の業種よりも著しく高い． 

(2) 力点 

製造業では，「社員の能力アップ(33.7%)」，「新規販路分野開拓(31.4%)」，「営業力の拡大(28.9%)」，

そして「人材の採用(26.6%)」が上位 4 項目である．それらに次いで，「生産性アップ・効率化」

の項目が選択されている．非製造業では，「人材の採用(36.4%)」，「社員の能力アップ(34.6%)」，「新

規販路分野開拓(28.0%)」，そして「営業力の拡大(26.2%)」が上位 4 項目である．同項目が選択さ

れながら製造業とは順位が異なる．それらに次いで，非製造業では「新規事業の立ち上げ」が洗

濯されている．個別業種でみると，通信情報業，流通業とサービス業で「新規事業の立ち上げ」

の選択率が，非製造業の中では高い（30.8%，20.6%，21.0%）． 

 

2. 規模別 

(1) 問題点・対応策 

すべての規模階層で「従業員の確保」と「人件費負担」の選択率が高い．また，複数の規模階層



で「社員教育」と「民間需要の停滞」の選択率も高い．小規模階層では，「仕入れ単価の上昇・

高止まり」が，中規模階層では「熟練技術者の不足」が選択される傾向がある． 

(2) 力点 

すべての規模階層で，「人材の採用」と「社員の能力アップ」が選択されている．それらととも

に，「営業力の拡大」と「新規販路分野開拓」が多数の階層で選択されている．中堅規模の企業

群で，「新規事業の立ち上げ」が選択されている． 

 

3. 業種規模別 

(1) 問題点・対応策 

製造業では，「授業員の確保」，「人件費負担」，「民間需要の停滞」そして「仕入れ単価の上昇・

高止まり」が，いずれの規模階層でも上位 4 項目までに選択されている．また，「熟練技術者の

不足」が 20 人未満の規模階層の企業群で選択率が高い．非製造業では，「従業員の確保」と「人

件費負担」，「熟練技術者の不足」と「仕入れ単価の上昇・高止まり」の 4 項目の選択率が高い．

個別業種との関わりでは，「熟練技術者の不足」が，建設業と通信情報業の小零細規模階層の会

員企業で選択される傾向がある． 

(2) 力点 

いずれの業種でも，企業の規模に応じた課題を反映して，選択項目は多様である．製造業では，

「社員の能力アップ」，「人材の採用」，「新規販路分野開拓」，「生産性アップ・効率化」，そして

「営業力の拡大」の 5 項目が，複数の規模階層で選択率が高い．これらのうち，10 人未満の小零

細規模階層では，「営業力の拡大」，「新規販路分野開拓，「人材の採用」に加えて「新製品・サー

ビス開発」が選択される．非製造業では，「人材の採用」，「新規販路分野開拓」，「社員の能力ア

ップ」，そして「営業力の拡大」の 4 項目の選択率が高い．規模階層でパーセンテージは若干異

なるものの，傾向に有意な差は見られない．非製造業の個別業種との関わりでは，基本的には全

体の傾向と大差はないが，通信情報業・物流業・サービス業の 3 業種で「新規事業立ち上げ」の

選択率が，小規模事業所で高い． 

 

問題点・対応策および力点の両項目とコメントを比較すると，従業員の不足に対応するべく採用に努力

する一方で，現状の社員のスキルアップを図りつつ生産性を向上させ，利益確保につなげている様子が

うかがえる．中小企業において，人材は宝であるとの認識が同友会員企業には共有されつつあるが，熟

練技術者の不足など社員教育にあたる人材が不足している様子もみえる．他方，いずれの業種の規模階

層でも，人件費や仕入れ単価の上昇・高止まりなど，コスト負担の増大にも直面している．民間需要が

停滞する中で，新規事業や新製品開発を実施しようとする企業がある一方で，原資である利益を確保す

ることは難しくなりつつある．これらの課題は，中小企業においてはもはや構造的なものとなっており，

企業経営や企業体そのものの持続性に影を落としているといえよう． 

 

 

 

 



V 特別項目 

1．働き方改革について 

 就業規則…製造業では，回答企業の 59.6%に相当する 258 社が「作成済・適宜見直し」と回答している．

非製造業では，「作成済・適宜見直し」と回答した企業は 44.1%の 666 社にとどまっている．

それに対して，作成していないと回答した企業は 420社(27.8%)と製造業(13.6%)よりも高い．

規模別でみると，4 人以下の家族経営規模の零細企業では，就業規則を作成していないとの

回答が多数を占めている(47.2%)．20 人以上の規模の企業では，概ね 8 割以上の企業で作成

済・適宜見直しと回答している．業種規模別でみると， 4 人以下の零細規模企業では，製

造業であっても作成済み以上の割合は低下し(44.2%)，作成していない企業の割合が増加す

る(47.2%)．この傾向は，非製造業でも同様である（43.4%，47.5%）．非製造業の個別業種

でみても，傾向に有意な差はない． 

 

休日設定…製造業・非製造業とも，「会社の年間カレンダー作成」が最も高い（77.4%，44.4%）．それ

に次いで，「有休 5 日取得可能の周知」，「有給取得率向上」等の取組が次いでいる．規模別

では「有休取得率向上」と「有給 5 日取得可能の周知」の回答が，中堅規模以上と以下と

で逆転する傾向があるが，大きな差はみられない．業種規模別でみた場合，製造業では業

種の回答順位と大差ないのに対し，非製造業では 4 人以下の零細規模の企業群で「有給消

化率向上に取り組む」の回答が 47.5%と最も高い． 

 

働き方改革への取組…製造業・非製造業とも，「仕事内容の見直し・効率化」が最も高い（25.6%，28.4%）．

以下の項目については，製造業では「年間休日数を増やす(21.6%)」，「労働時間

短縮(18.5%)」が続く．非製造業では「労働時間短縮(17.6%)」，「年間休日数を増

やす(16.3% )」と順位が逆転する．その他，「勤務形態の多様化・柔軟」，「多様な

人材が働きやすい環境の構築」が高い傾向にあるが，製造業（9.9%，14.4%）と

非製造業（14.4%，10.9%）では選択順位が逆転する．規模別でも上位 3 項目ま

での選択順位は，概ねすべての規模階層で維持されている．業種規模別では，製

造業の零細規模企業で「年間休日数を増やす(14.6%)」と「労働時間短縮(15.6%)」

の順位が逆転するが，5 人以上の規模では業種別の傾向と同様となる．非製造業

でも同様であり，零細規模企業の共通の傾向と考えられる． 

 

生産性について…製造業・非製造業とも「向上している」が最多である（38.1%，34.7%）．「変わらな

い」と回答した企業もいずれの業種でもほぼ同数である（33.5%，24.4%）．規模別で

みても傾向に大差はない．業種規模別でみると，製造業では 10~29 人までの 2 階層で，

「変わらない」が「向上している」を上回っており，小規模の会員企業で課題がある

といえる．非製造業ではすべての規模階層で「向上している」が最多となっており，

非製造業での寄与が大きいと考えられる． 

 

生産性が向上した要因…製造業・非製造業とも「業務の流れの見直し・組織改革等の社内体制の効率化」



を第一要因に挙げている（34.1%，30.3%）．製造業にあっては，「社員の能力アップ

(21.5%)」と回答する企業が「社内の士気向上(20.7%)」と回答する企業を上回ってお

り，働き方改革に伴う変化の寄与は限定的と考えられる．非製造業では，「社内の士

気向上(27.2%)」と回答する企業が多く，非製造業で働き方改革の寄与が大きいと考

えられる．規模別で検討した場合，10 人未満の小零細企業では「士気向上」，「社内

体制の効率化」，「能力アップ」の順であり，10 人以上の規模の企業群と 1 位・2 位の

選択肢が逆転する．よって，小零細企業ほど働き方改革の寄与が高いと考えられる．

最後に，業種規模別では製造業で 4 人以下の企業が「社員の能力アップ」を選択する

傾向が高いが，それ以外は業種の順位と変わらない．非製造業では，10 人未満の 2

規模階層で「士気向上」が最も高くなる． 

 

2. 外国人労働者の採用について 

 外国人労働者の採用の有無…製造業では 23.3%に相当する 101社で採用している．非製造業では 7.3%

の 110 社で採用している．全体として外国人労働力を採用している企業

は少数であるといえる．規模別にみると，30 人以上の規模の企業群で，

それ以下の階層の企業群よりも採用している比率が高い．業種規模別で

も，製造業・非製造業とも規模別と同様の傾向である． 

  

 採用人数…兵庫・大阪で多い（85 人，79 人）．業種別では，サンプル数の関係で製造業よりも非製

造業の方が，採用数は多い（98 人，107 人）．採用数としては，5 人ま

での企業で製造業は 75.5%，非製造業では 79.4%を占める．いずれの業

種でも 1 人が最多である．規模別でみた場合，採用数に対して規模別の

採用企業数は規模が大きいほど採用数は多くなる傾向がある． 

 

 採用の理由…業種別では，「よく働く」と回答する企業が製造業・非製造業とも最多である（48.5%，

38.2%）．製造業では，次いで「日本人が採用できない（47.5%）」と回答する企業が多

く，さらに「能力が高い(39.6%)」が続く．非製造業では「能力が高い(38.2%)」，「日本

人が採用できない(27.3%)」の順になる．いずれの業種でも，肯定的な意見が多い．規

模別では，10~19 人規模の事業所で「日本人が採用できない」という回答が最上位に

上がるが，それ以外の規模では業種別と概ね同じ傾向である．業種規模別では，製造

業の 5~19 人規模の企業群で「日本人が採用できない」と回答する企業が高いが，それ

以外の階層では業種別と同様の傾向である．非製造業でも 10~19 人規模の企業群で「日

本人が採用できない」が最も高いが，それ以外は業種別と同傾向である 

 

雇用形態…採用している企業211社のうち，正規雇用としている企業が多数を占める（製造業：67.3%，

非製造業：51.8%）.製造業の 43.6%で研修・技能実習生を採用しているが，全体からみ

れば 30%に満たない．規模別にみた場合，10~19 人規模の事業所で技能実習生を採用し

ている比率が高いが，正規雇用に関しては規模別に有意な差はみられない．業種規模別



では，4 人以下の製造業で「派遣・請負(30.0%)」と「研修・技能実習(40.0%)」が「正規

雇用(20.0%)」よりも高い．非製造業では，4 人以下の企業群で「非正規雇用（直接雇用）」

の割合が 50.0%と高い．それ以外の規模では，全体の傾向と大差ない． 

 

出身国・地域…回答した 99 社のうち，多数を占めるのはベトナムである（製造業：46.3%，非製造業：

38.6%）．それに次ぐのが，中国（製造業：25.4%，非製造業：28.6%）である．これ

ら 2カ国で全体のおよそ 7割を占め，特定の地域の労働力に依存する傾向がみられる．

製造業では，上記 2 カ国以外にフィリピンやブラジル・中南米国籍を持つ人材を採用

している企業も散見される．規模別，業種規模別でも有意な傾向差はみられない． 

 

 

働き方改革については，同友会運動の精神に則って就業規則の整備等に以前から取り組んできた会員

企業がみられ，制度が後追いしているなど肯定的な意見もみられる（大阪 194：製造業ほか）．しかし，

多くのコメントが否定的であり，企業実態，地域実態などを知らなさすぎる，人手不足の中での生産性

ダウンを招くなどの意見がみられる．中小企業にとっては，人手不足の下，限られた人材で増加した受

注をこなす必要が生じている．このような中での働き方改革は，企業経営にとって制約要因として作用

するのではないかという危機感が経営者には強い．また，従来型の長時間労働になれきっている労働者

の意識改革が必要という意見もある一方で，制度の導入で労働者が経営者へ自己主張をしたり，労働意

欲を減退させるのではないかと危惧する経営者が多い．同友会会員として，人間経営を学ぶ経営者にと

っては理想・理念は共有・共感できるが，企業や現場の実態が追いついておらず，現時点では余裕がな

いというのが現実であろう．今後整備を進めていくというコメントも多く，改善していくことが期待さ

れる． 

 

外国人労働者に関しては，すでに採用している企業にとっては 日本人の若者と変わらないなどの肯

定的な意見がみられ，なぜ外国人だけを問題とするのかなど，調査への疑義が提示されるほどである．

ただ，言語・文化などに起因するディスコミュニケーション，業務配分の困難さや社内教育といった課

題は，なかなか解消されていない．また，日本人労働者に代わる労働力として期待されているが，各社

の業種・業態や業務内容によっては，外国人の雇用に向き・不向きがあるため，一概に代替手段とはな

り得ない様子もわかる．さらには，入国管理制度・働き方改革とも関わるが，特定技能者として外国人

労働者が日本に定着するには，同一労働・同一賃金や社会保障等の待遇面でも，日本人労働者と同等に

していく必要が生じる．出身国が多様化する中で，採用する企業においては，多様なコスト負担を強い

られる．外国人労働者を「低賃金の労働者として採用する考え方には違和感しかない，国策を憂う（兵

庫，専門サービス業）」というコメントや，技能実習など制度自体の欠陥・不備を指摘するコメントも

多い．採用後の人材育成や，日本語教育について，企業，日本人現場労働者や企業団体の善意や自主的

な努力に依存することなく，国策としても外国人労働者を支援する枠組みが必要とされる． 

 

（和歌山大学 経済学部 准教授 藤田和史） 


