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第１章　製造業

１　小規模な事業所が支える東京の製造業
（１）　縮小する東京の製造業
　日本の製造業を取り巻く環境は、グローバル化の進展による競争の激化、新興国のキャッチアップ、
資源価格の高騰や電力コストの上昇などにより、厳しさを増しています。これに加え、都内に立地する
製造業は、地価や物価、人件費等の事業コストの高さや、狭隘なスペース、住工混在などの問題を抱え
ています。こうした中で、東京の製造業は、2000年代において事業所数、従業者数、出荷額等、付加価
値額のいずれにおいても減少傾向で、2008年は1998年の約６割程度となっています。（図１）
　出荷額等が上位10位までの都道府県の事業所数、従業者数、出荷額等をみると、東京は、事業所数は２
番目に多いものの、従業者数は６番目、出荷額等は10番目となっており、他の道府県と比べると事業所数
に対して従業者数が少なく、比較的小規模な事業所が多いことがわかります。また１都３県（埼玉、千葉、
神奈川）の中で比べると、東京は事業所数は最も多いものの、出荷額等は最も少なくなっています。（図２）
　2008年の出荷額上位10都道府県の2000年と2008年の事業所数と出荷額等の増減率は、事業所数ではす
べての都道府県で減少しており、なかでも東京の減少率は、33.3％と最も大きくなっています。一方、東
京と神奈川のみが減少している出荷額等でも、東京の減少率は31.3％と事業所数と同様に最も大きくなっ
ています。また、全国平均と比較すると、事業所数は東京、全国平均ともに減少しており、出荷額等は
全国平均がプラスに対し、東京はマイナスとなっています。（図３）

図１　事業所数・従業者数・出荷額等・付加価値額の推移（東京）

図２　都道府県別事業所数・従業者数・出荷額等
　　　（全国、2008年）

図３　都道府県別事業所数・出荷額等増減率
　　　（全国、2008／2000年）
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第１節　小規模な事業所が支える東京の製造業

（２） 　従業者数10人未満の事業所が８割超
　従業者規模別の事業所数の構成比は、東京では10人未満の事業所が全体の81.4％を占め、30人未満の事
業所まで合わせると95.8％になり、比較的小規模な事業所が多くなっています。全国では、10人未満の事
業所が69.3％、30人未満の事業所が89.6％であることから、東京は全国平均以上に小規模な事業所の割合
が高くなっています。一方、出荷額等の構成比は、30人以上の事業所が東京では７割を超え、全国でも
９割近くに達しており、大規模な事業所が大きな割合を占めています。（図４）
　2000年と2008年の従業者規模別の従業者数増減率は、全ての規模で減少がみられます。最も大きく減
少したのは４～９人の規模、次いで１～３人の規模の事業所となっており、小規模な事業所が大きく減
少しています。（図５）

（３）　家族経営の小規模な事業所が比較的多い皮革･同製品、繊維工業
　中分類別の１事業所当たりの従業員数は、情報通信機械が最も多く、次いで輸送用機械、化学工業が
続いています。一方、繊維工業は最も少なく、木材･木製品、皮革･同製品、家具･装備品が続いています。
また、皮革・同製品や繊維工業では従業員規模３人以下の事業所が約７割、10人以下の事業所を含めると
約９割と、小規模な事業所の割合が高い一方、化学工業や情報通信機械では300人以上の大規模な事業所
の割合が他の業種に比べ高くなっています。（図６）
　就業形態別では、水産食料品や缶詰、パン・菓子などの製造を行う食料品は、パート・アルバイト等の
割合が約半数と高くなっています。また、皮革・同製品や繊維工業は、個人事業主及び無給家族従業者の
割合が約２割です。業種によって若干ばらつきはあるものの、ほとんどの業種では正社員・正職員等の割
合が最も高くなっており、製造業全体でも約７割が正社員･正職員となっています。（図７）

図４　従業者規模別事業所数･出荷額等構成比
　　　（東京･全国、2008年）

図５　従業者規模別･期間別従業者数増減数（東京）、
従業者規模別増減率（東京、2008／2000年）

図６　中分類別･１事業所当たり従業者数、従業者規模別
事業所数構成比（東京、2008年）

図７　中分類別･就業形態別従業者数
構成比（東京、2008年）
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２　印刷、輸送用機械など様々な製品を生み出している東京の製造業
（１）　東京の製造業の中で大きな比重を占める印刷･同関連業
　東京と全国における製造業の中分類別の事業所数構成比は、東京では金属製品の割合が大きい点は全
国と共通し、印刷・同関連業は全国に比べ大きく、食料品、繊維工業は小さくなっています。また、出荷
額等構成比は、輸送用機械が比較的大きい点は全国と共通し、印刷･同関連業は全国に比べ大きく、化学
工業や鉄鋼業、電子・デバイス等は小さくなっています。なお、東京の事業所数上位５業種は比較的小規
模な事業所の割合が高い業種である一方、出荷額等上位５業種は比較的大規模な事業所の割合が高い業
種という特徴がみられます。（図１）

（２）　事業所数、出荷額等ともに全国比が高い東京の印刷･同関連業、皮革･同製品
　次に、中分類別に東京の事業所数とその全国比、全国順位をみると、事業所数の多い印刷･同関連業、
金属製品、生産用機械はそのいずれも高く、全国順位はそれぞれ第１位、第２位、第３位となっています。
製造業全体で事業所数が多く、全国第２位（42頁図２参照）の東京は、他にも全国比が36.2％を占める皮革・
同製品のように、事業所数の全国順位の高いものが数多くあります。（図２）
　また、出荷額等の大きな印刷･同関連業、情報通信機械はその全国比、全国順位も高く、印刷･同関連業
が全国比22.9％で出荷額等全国第１位、同じく情報通信機械が7.7％で第３位となっています。出荷額等は
大きくなくてもその全国比や全国順位の高い業種もあり、８業種が全国で10位以内に入っています。なか
でも、事業所数の全国比が高い皮革･同製品は出荷額等でも全国比28.6％と高くなっています。（図３）

図１　中分類別事業所数・出荷額等構成比（東京・全国、2008年）

図２　中分類別事業所数・全国比・全国順位（東京、2008年）

図３　中分類別出荷額等・全国比・全国順位（東京、2008年）
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第２節　印刷、輸送用機械など様々な製品を生み出している東京の製造業

（３）　出荷額等が大きいオフセット印刷物、全国比の高いなめし革製旅行かばん
　東京における品目別の製造業の出荷額等は、 「オフセット印刷１物（紙に対するもの）」が約9,800億円と
最も大きくなっています。２位以下は、電子部品･デバイス関連、携帯電話機関連、自動車部品関連、航
空機部品関連など様々な業種にわたる品目が続いており、東京の製造業がバラエティーに富んでいるこ
とがわかります。なお、上位20品目のうちオフセット印刷物の都内産出事業所数が約３千所に上るのに
対し、携帯電話機やPHS電話機、はん用コンピュータの産出事業所数は数か所となっています。（図４）
　品目別出荷額等の全国比は、 「なめし革製旅行かばん」が76.8％、 「補聴器」が63.2％、 「豚革」が60.0％
を占めています。また、 「ラジオ放送装置,テレビジョン放送装置」や「飛しょう体、同部分品･付属品」、 

「写真製版」は、出荷額等に加えその全国比も高くなっています。上位20品目を中分類別にみると、 「皮革・
同製品」に属するものが９品目と最も多くなっています。（図５）

（４）　半世紀前は多くの業種で出荷額が１位であった東京の製造業
　産業分類別に出荷額等が１位の都道府県の推移をみると、1955年、1965年には、東京は多くの業種で
１位であったものの、それ以降は愛知県等の他府県に移っています。特に以前は東京が１位であった機
械関係の３業種（一般機械、電気機械、輸送機械）は、いずれも現在は愛知県になっています。一方、 「印
刷・同関連業」と「皮革･同製品」は、2008年においても１位となっています。（図６） 

注１　版を直接紙に転写するのでなく、版につけたインキを一度ブランケットなどの中間転写体に転写した後に紙に印刷する印刷方式。

図４　品目別出荷額等（東京、2008年） 図５　品目別出荷額等全国比（東京、2008年）

図６　産業別出荷額等１位都道府県の推移（全国）
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３　大規模な事業所が多い多摩、小規模な事業所が多い城東
（１）　事業所数が最も多い大田区
　東京の製造業の立地を区市町村別にみると、事業所数は上位10位すべてを区部が占めています。東京
を８つの地域区分にわけると、城南地域の大田区が最も多く、以下、墨田区、葛飾区、足立区などの城
東地域が続きます。また、従業者数では、最も多いのが大田区、次いで板橋区であり、事業所数と同様
に城東地域の区も多いものの、八王子市や日野市といった多摩地域の市もあります。一方、出荷額等で
は輸送用機械の出荷額等が多い日野市や、情報通信機械の出荷額等が多い府中市をはじめ、７つの多摩
地域の市町が上位10位までに入っています。（図１）

（２）　事業所数、従業者数が大きく減少している区部
　 2000年から2008年までの間の、事業所数、従業者数の減少率が大きな地域は区部に多い傾向が見られ、
特に、港区、渋谷区、目黒区、世田谷区でともに大きくなっています。地域区分ごとでは、事業所数の
減少率が大きいのは都心、副都心、城西の順、従業者数は都心、城西、城南の順になっています。一方、
３割未満にとどまる地域は事業所数では島しょと多摩、従業者数では島しょ、多摩及び城北です。島しょ
地域は事業所数、従業者数ともに絶対数が小さいものの、おおむね横ばいです。（図２）

図１　区市町村別事業所数･従業者数･出荷額等（東京、2008年）

図２　区市町村別事業所数･従業者数増減率の分布図（東京、2008／2000年）
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第３節　大規模な事業所が多い多摩、小規模な事業所が多い城東

（３）　都内出荷額等の半分以上を占める多摩地域
　地域区分別の出荷額等は、多摩が最も大きく、東京都全体の半分以上を占めており、次いで城東、城南、
城北の順です。また、出荷額等の減少率は、都心や城西が大きいのに対して、島しょや城北は比較的小
さくなっています。なお、事業所数の減少率（前のページの図２参照）よりも出荷額等の減少率の方が
大きい地域は都心、城西、城南、多摩、島しょです。特に島しょは出荷額等の減少率が事業所数の減少
率を10ポイント以上、多摩も５ポイント以上、上回っています。（図３）　

（４）　出荷額等が区部で大きい印刷･同関連業、多摩で大きい輸送用機械
　区部、多摩、島しょのそれぞれの地域の中分類別出荷額等は、区部では印刷･同関連業の割合が約30％
と最も高く、多摩は輸送用機械、情報通信機械がそれぞれ約20％、次いで電気機械が約10％を占めてい
ます。農業や水産業が主な産業である島しょは、食料品の割合が約45％と高く、窯業･土石や飲料･飼料
等が続いています。（図４）

（５）　機械･金属関連の業種が多い城南
  中分類別の地域区分ごとの事業所数は、事業所数では城東が最も多く、18,775所が立地しています。城
東は金属製品が最も多く、皮革･同製品、繊維工業も多いことが特徴的です。城南は、区市町村の中で事
業所数が最も多い大田区を含んでおり、生産用機械、金属製品の事業所数が多いほか、はん用機械やプ
ラスチックのように、他の地域にはみられない業種が上位に入っています。多摩は、出荷額等の大きな
市町を含んでおり、生産用機械、金属製品、電気機械の事業所が多く、島しょでは食料品の事業所数が
最も多くなっています。なお、印刷･同関連業は、都心、副都心、城西、城北の４つの地域で最も多い業
種であり、城東で２位、多摩でも４位となっています。（図５）

図３　地域別出荷額等･増減率（東京） 図４　地域別･中分類別出荷額等構成比（東京、2008年）

図５　地域別･中分類別事業所数（東京、2008年）
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（６）　金属製品は城南、城東が中心
　東京の事業所数、出荷額等を区市町村別にみると、印刷･同関連業は、都心や副都心、城東、城北の地
域に事業所が多く立地しています。特に、板橋区は事業所数４位にも関わらず出荷額等が１位であり、
出荷額等の大きな事業所が立地していることがうかがえます。金属製品は、城南及び城東地域で多く、
城南の大田区が事業所数、出荷額等ともに１位、品川区が事業所数７位、また、城東の区が事業所数２
位から６位まで、出荷額等２位から７位までを占めています。一方、輸送用機械は、大企業の事業所が
立地する日野市や羽村市、瑞穂町の出荷額等が大きくなっています。情報通信機械でも大手メーカーの
事業所が立地する府中市の出荷額等が大きくなっており、この２つの業種では、大企業の工場が立地す
る多摩地域が大きな比重を占めています。生産用機械は、事業所数、出荷額等ともに１位の大田区や品
川区を含む城南のほか、城東、多摩でも盛んです。皮革・同製品は城東地域の区が、事業所数、出荷額等
ともに上位です。なお、事業所数、出荷額等ともに、比較的事業所規模が小さな業種である金属製品や
皮革･同製品は城東の区の割合が高く、比較的事業所規模が大きな業種である輸送機械や情報通信機械は
多摩の市の割合が高い特徴があります。（図６）

図６　区市町村別中分類別事業所数･出荷額等構成比（東京、2008年）

図７　地域別１事業所当たり従業者数･
　　　出荷額等（東京、2008年）

図８　区市町村別工場用地面積（東京、区部2006年、多摩2007年）
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第３節　大規模な事業所が多い多摩、小規模な事業所が多い城東

（７）　小規模な事業所が立地する区部、大規模な事業所が立地する多摩
　次に、地域区分別の１事業所当たりの従業者数及び出荷額等は、どちらも多摩が最も大きく、区部の
各地域の２倍以上です。また、区部の中で事業所の規模が最も小さい地域は城東、次いで城西であるの
に対し、事業所の規模が最も大きいのは城北となっています。その一因として、業種ごとの規模の違い
と地域ごとの業種の分布との関連が考えられます。なお、島しょ地域は事業所の規模が全地域の中で最
も小さくなっています。（図７）　

（８）　大田区は工場用地の面積が最大、武蔵村山市は減少率が最大
　東京における工場面積を区市町村別にみると、大田区が最も多く、次いで足立区、八王子市、江戸川
区の順となっています。区部では、専用工場だけでなく、住居併用工場も多くみられ、特に墨田区や
葛飾区などは、住居併用工場の面積の占める割合が高くなっています。（図８）　工場用地の減少率は、
2000年代前半に日産自動車㈱村山工場の閉鎖があった武蔵村山市が最も大きく、㈱IHIの工場が移転した
西東京市も大きくなっています。また、区部で減少率が大きな目黒区や千代田区、中央区などでは多摩
地域と異なり、専用工場だけでなく、住居併用工場の減少率も大きくなっています。（図９）
　工場用地の減少率が最も大きい武蔵村山市における業種別の従業者数は、自動車・同附属品が最も減少
しているほか、都内需要の３割を自動車及びその部品が占める１工業用プラスチック製品など、素材関連
の品目の中小規模事業所でも減少しています。（図10）

（９）　操業環境に課題を抱える事業所が過半数
　操業環境で困っている点については、３割以上の事業所が「住民への気遣い」と回答しており、 「住宅増」、 

「拡充不可」とする回答も15％を超えています。「特に無し」とする回答は半数を下回っています。地域別
では、 「特に無し」とする回答は都心は７割、副都心は６割を超えているのに対し、城北では４分の１弱
にとどまり、次いで城東が低く、他の地域も５割未満となっています。事業所数や従業者数、出荷額等の
減少率が比較的小さく、工場が残っている地域の方が、操業環境で困っている傾向がみられます。（図11）

注 1　平成 17 年（2005 年）東京都産業連関表をもとに東京都産業労働局で計算。

図９　区市町村別工場用地増減率・寄与度
　　　（東京、区部2006／1996年、多摩2007／1997年）

図10　武蔵村山市の小分類別従業者増減数
 （武蔵村山市、2006／1999年）

図11　地域別操業環境で困っている点（東京、2012年）
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（10）　都内立地は交通の利便性や取引先等の集積にメリット、一方で高いコスト負担感
　都内の製造業の企業において、都内にある機能の今後の方向性をみると、現状維持が７～８割と大
半を占めますが、今後拡大する機能としては、 「営業・販売機能」（19.2％）、 「高付加価値品の生産機能」

（16.9％）、 「研究･技術開発機能」（15.5％）、 「企画･マーケティング機能」（14.8％）など付加価値に結びつく
機能の回答が多くなっています。（図12）
　都内立地のメリットでは、 「交通の利便性がある」（60.5％）が最も高く、次いで「受注先が近い」（45.9％）、

「販売･納品先が近い」（31.0％）、 「部品・資材の調達のしやすさ」（29.7％）、 「外注先が近い」（26.6％）など取
引先等が集積しているメリットを高く評価しています。一方、都内立地のデメリットでは、 「地価・家賃
が高い」（50.5％）が最も高く、次いで「人件費が高い」（39.5％）となっており、コスト負担感を強く持っ
ています。（図13）
　立地周辺地域における移転・廃業等による変化の有無を用途地域別にみると、工業専用地域、工業地域、
準工業地域の工業系用途地域で「変化があった」とする割合が高く、いずれも約６割となりました。また、
立地環境の変化の状況をみると、準工業地域では、 「住宅増」が62.9％と最も高くなっています。（図14）

図12　製造業の現在都内にある機能の
　　　今後の方向性（東京、2012年）

図13　都内立地のメリット･デメリット（東京、2012年）

図14　移転・廃業等による立地環境の変化（東京、2012年）
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第３節　大規模な事業所が多い多摩、小規模な事業所が多い城東／第４節　技術革新やグローバル化対応などの課題に取り組む製造業

（11）　各地域に受け継がれる伝統工芸
　技術革新が進む一方で、東京の各地域には時代を超えて受け継がれた伝統工芸品が数多くあり、現在
東京都伝統工芸品に41品目が指定されています。主な製造地は、城東地域が最も多く、特に台東区では
26品目と伝統工芸品の製造が盛んです。一方、江戸時代から神田川等の水を活用した染色が行われてい
たことから、東京染小紋や東京手描友禅、江戸更紗、東京無地染といった染色関係の品目は新宿区や城
西地域で盛んです。なお、多摩地域の伝統工芸品としては村山大島紬、多摩織があり、島しょ地域の伝
統工芸品としては黄八丈があります。いずれも繊維工業関連の品目です。（表１）

４　技術革新やグローバル化対応などの課題に取り組む製造業
（１）　技術革新に取り組む製造業
　2005年度から2011年度の内部使用研究費支出額の推移は、企業（製造業）がどの年度も６割以上となっ
ており大きな割合を占めています。リーマンショック後の不況の影響もあり、全体では2009年度以降横
ばいが続く中で、製造業は2011年度にわずかに増加しています。また、製造業の総売上高に占める研究
費の割合は近年やや上昇傾向であり、厳しい環境でも企業は研究活動を重視して一定の割合を研究費に
充てていることがうかがえます。（図１）
　研究開発のみならず、日常の生産活動においても製造業の中小企業は、顧客との協同作業の中で技術
力を高めています。日本の製造業の強みは、すり合わせ技術にあるといわれ、発注元の設計書をもとに
自ら加工方法や手順を考えるのみならず、顧客から示された仕様をもとに自ら設計を行ったり、さらに
は顧客から示されたニーズなどを元に、仕様についても顧客とともに決めるなど、技術に裏打ちされた
提案能力が活用されています。（図２）

表１　東京の伝統工芸品（東京、2012年）

図１　内部使用研究費支出額の推移（全国） 図２　中小企業（製造業）の主要な発注元との関係における
　　　生産･加工方法の決定方法（東京、2012年）
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（２）　輸送機械製造業で増加する海外現地法人企業
　製造業の海外現地法人企業数は、2001年度から2011年度までの間に３割以上増加しています。業種別
では、輸送機械が最も多く、次いで、化学、情報通信機械、電気機械の順となっています。増加率では、
輸送機械は2001年度から2011年度までの間に６割以上増加しているのに対し、化学、情報通信機械、電
気機械、食料品、繊維はほぼ横ばいです。（図３）　

（３）　グローバル化により現地調達が進む製造業の海外現地法人
　製造業海外現地法人の調達先別の仕入高は、最も大きく増加しているのは現地調達であり、2011年度
は2000年度の２倍以上となり、全体の６割弱を占めています。特に輸送用機械における現地調達額は３
倍以上に増加しています。一方、日本からの輸入による調達は、製造業全体で2000年度の14兆円から2011
年度の16兆円へ増加しているものの、現地調達額に比べると伸び率は小さくなっており、特に輸送用機
械以外の業種ではおおむね横ばいにとどまっています。これらのことから、2000年代を通じて、海外現
地法人の生産に関しては、輸送用機械などを中心として、現地調達が進んだことがうかがえます。（図４）
　次に、地域、国別に仕入高の調達先別構成比をみると、日本からの輸入による調達の割合はＮＩＥｓ３で
高くなっており、情報通信機械における日本からの輸入が多いことが原因です。現地調達の高い中国、
ＡＳＥＡＮ４、アメリカのうち、中国は日系企業からの現地調達が少なく、地場企業からの現地調達が他に
比べ多くなっています。アメリカは輸送機械において日系企業からの現地調達が大きいことなどにより、
その割合が他の国・地域に比べて大きくなっています。第三国からの輸入による調達はＥＵとＮＩＥｓ３で多
く、ＥＵでは輸送機械におけるヨーロッパ（ＥＵ加盟国を含む）からの輸入が、ＮＩＥｓ３では情報通信機械
におけるアジアからの輸入が多いことが主な原因です。（図５）

（４）　環境関連等の新規分野への参入を目指す都内中小製造業
　都内中小企業の新規分野への参入の意向は、全体では、環境が11.5％と最も高く、スポーツ・健康･
医療福祉、エネルギーと続いています。一方、一般･精密機械ではロボットや航空機・宇宙も高く、材
料・部品（金属）でも航空機・宇宙が比較的に高くなっており、業種ごとに特徴がみられます。（図６）

図３　製造業の業種別現地法人企業数の推移
　　　（全国）

図４　製造業業種別･調達先別海外現地法人
　　　仕入高の推移（全国）

図５　地域、国別･製造業海外現地法人
　　　調達先別仕入高構成比（全国、2011年度）

図６　業種区分別都内中小製造業の新規分野として
　　　取り組みたいと考える事業分野（東京、2012年）
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○航空機産業の現在とＡＭＡＴＥＲＡＳの誕生
　現在、日本の航空機産業の生産額は約1兆2000億円と言われており、今後人々の国境を越えた移動の活発化
に伴い、更なる拡大が予想されます。都内には、航空機産業で必要とされる先端技術･高度な技術を持つ企業が
数多くあります。製造業を取り巻く環境が厳しさを増している昨今、今後の成長を見込める航空機産業への参
入を目指す企業も少なくありません。しかし、航空機産業は安全性に対する要求レベルが非常に高く、数十年
に渡る長期間の品質保証を求められ、また国際的な品質管理基準への対応や認証取得の必要がある等、高い参
入障壁があることでも知られています。
　そうした中、東京都の航空機産業参入支援事業をきっかけとして、航空機産業に実績を持つ都内の部品加工
企業10社が、さらなるマーケットの獲得を目指して設立したのが、企業集合体（コンソーシアム）「ＡＭＡＴＥ
ＲＡＳ」です。

○新市場開拓を目指すビジネスモデル
　ＡＭＡＴＥＲＡＳの最大の特徴は、板金・プレスから、放電、レーザー /電子ビーム、切削、表面処理、絞り、
熱処理までの広い範囲に及ぶ高水準の技術を持つ企業が結集し、「一貫生産」できる体制を整えたことです。こ
のグループのメンバーはもともと航空機産業への参入実績のある企業です。ただし、ＡＭＡＴＥＲＡＳ結成以
前は、国内メーカーから個別に加工受注していたため、メーカーは複数の企業と契約を結ぶ必要がありました。
それが、ＡＭＡＴＥＲＡＳ結成後は、一つのオーダーで一貫生産を行い、メーカーのニーズに対応できるよう
になりました。
　さらに、海外マーケットの獲得も現実的に視野に入るようになってきました。元来、海外との取引は、距離、
英語力及び国際規格の取得等、困難も多いものです。それでも、きめ細かい管理、安定した品質とスピード感
を強みに事業展開すれば、成功の可能性は十分にあると考えられます。海外の展示会に出展を続けながら、継
続的に海外市場にチャレンジをしていく予定です。

○企業連携の課題と成果
　一貫生産への市場ニーズは高いものの、課題も多くあります。その一つが、工程をまたがる中間検査や品質
保証の方法です。国内メーカーの発注システムがまだ一貫生産に対応していないケースもあり、一貫生産のメ
リットを十分に発揮することができないこともあります。さらに、一貫生産の工程中に不具合品が発生してし
まった場合、部材は高価なものが多いため、損失や補償の企業間での分担方法も問題になります。
　また、異なる技術分野の企業が連携して一貫生産を行う場合、仕事の割り振りも難しい問題です。互いの技
術を知らなければ仕事の割り振りはできませんし、連携により得られるメリットがメンバー間で大きく異なる
と、連携の維持が難しくなります。メンバーの技術を熟知しバランスよく仕事の割り振りができる人材の存在
が重要です。
　ＡＭＡＴＥＲＡＳでは、メンバー間の技術の理解や顧客ニーズの把握のため、東京都の支援を受け定期的に
集まり勉強会を実施しています。また、アフター５での交流やフランクな意見交換が互いの信頼関係を築くう
えで大きな役割を果たしているとのことです。
　実際に、ＡＭＡＴＥＲＡＳとしての活動は、メンバー各社の営業や技術力等によい影響をもたらしています。
互いの会社の技術レベルが把握できたおかげで、ＡＭＡＴＥＲＡＳ以外の部分でも協力が可能となり、また、
様々な工程に関する知識が身についたことで、より効率的な生産ができるようになる等の成果も現れてきてい
ます。

○現在までの実績と今後の取組
　ＡＭＡＴＥＲＡＳは設立５年目を迎え、国内外で知名度も上昇し、着実に実績を積み上げています。米国航
空部品メーカーへの納入事例は、日本の中小企業コンソーシアムが商社を通さず受注した日本で初めてのケー
スとなりました。
　現在、国内の航空機産業は、国産初の小型ジェット旅客機（ＭＲＪ）の開発が進む等、環境が整いつつあります。
ＡＭＡＴＥＲＡＳはＭＲＪでも１アイテム獲得していますが、今後も顧客のニーズを適確にとらえ、一貫生産
サプライヤーとして、国内、海外でより良い信頼関係を築き、マーケットシェアを拡大していくことを目指し
ています。

コラム 東京から世界の航空機市場へ！
～ 中小企業グループAMATERAS（アマテラス）～

ベルリン・エアショー 2012　に出展

東京都ブース 海外メーカーとの商談
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建設業第２章

１　長期的には市場の縮小傾向がみられる建設業
（１）　全国に比べ、床･内装工事業の占める割合が高い東京の建設業
  東京における建設業は、事業所数は「職別工事業」が多い一方、従業者数は「総合工事業」が多くを占
めています。（図１）（図１の2006年と2009年の非連続については目次ⅳページの３参照）
　事業所の業種別構成比をみると、東京は全国に比べて、 「床・内装工事業」が占める割合が高く、「土木
工事業」や「木造建築工事業」の占める割合が低い特徴があります。（図２）

（２）　震災復興事業により増加見込みとなっているものの、縮小が続く建設投資
　建設投資は、改正建築基準法施行の影響による2007年度の減少と2008年度の反動増や、民間投資の落
ち込みによる減少が2009年度にみられます。2011年度は、東日本大震災からの復旧・復興等に向けた財
政措置が講じられたことから、総額は３年ぶりに増加し、2012年度は復旧・復興関連投資を含め45.3兆円
と、前年を上回る見通しです。しかし、建設投資は減少傾向であり、2000年度の66.2兆円と比較して2011
年度は約４割減となっています。また、建設業就業者数は2000年度以降減少が続いていましたが、2010
年度以降はほぼ横ばいで推移しています。（図３）

（３）　維持･修繕工事割合は上昇
　2011年度における全国の完成工事高をみると、元請完成工事高は約47兆円と全体の約65％を占めてい
ますが、公共工事を中心に減少傾向にあります。また、下請完成工事高も減少が続いています。完成工
事高が減少する一方で、元請完成工事高に占める維持・修繕工事高の割合は高まっており、2011年度には
約３割となりました。（図４）

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京） 図２　業種別事業所数構成比
　　　 （東京･全国、2009年）

図３　建設投資（名目値）･前年度比、
　　　建設業就業者数（全国）

図４　元請完成工事高、下請完成工事高、
　　　元請完成工事高に占める維持・修繕
　　　工事割合の推移（全国）
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第１節　長期的には市場の縮小傾向がみられる建設業

　また、業者所在地別に元請完成工事高をみると、東京は約４割と、全国の建設業のなかで大きなシェ
アを占めています。（図５）

（４）　老朽化が予想される社会資本
　日本の社会資本ストックは、高度経済成長期に集中的に整備されており、建設後すでに30 ～ 50年の期
間を経過していることから、今後急速に老朽化が進行すると想定されています。建設後50年以上経過す
る社会資本の割合を2010年度と2030年度で比較すると、道路橋は約８％が約53％に急増することが想定
されており、今後こうした社会資本の維持管理費・更新費が増大することが見込まれています。（表１）

（５）　建設技術者･従業者数は減少
　建設技術者・従事者数は、近年多くの職種で減少傾向です。特に、人数の多い「土木作業者」と「大工」
について、2010年の従事者を1985年と比較すると、「大工」は半減、 「土木作業者」は約４割減少するなど
大きく減少しています。（図６）

（６）　海外受注額は２年連続で増加
　国内市場が中・長期的に縮小傾向にある一方で、アジア等の地域においては、インフラ整備への大きな
需要が見込まれています。海外受注額は2003年度以降2007年度まで増加が続き、2007年度は過去最高額
の１兆6,813億円となりました。その後、世界的な景気後退の影響により大幅に落ち込みましたが、2010
年度に増加に転じ、2011年度は前年度から５割近い大幅な増加となりました。（図７）　
　海外工事の受注額のうち、建築系は６割強を占めており、とりわけ工場の割合が37.0％と高く、次い
で公益施設が7.6％、商業ビルが6.8％となっています。また、土木系のなかでは、道路の占める割合が
14.2％と高く、次いで鉄道が8.4％、空港が5.2％となっています。（図８）

表１　建設後50年以上経過する社会資本の割合

図５　業者所在地別元請完成工事高構成比
 （全国、2011年度）

図６　職業別建設技術者･従事者数の推移（全国）

図７　海外受注額の推移（全国） 図８　プロジェクト種類別海外工事受注額構成比
　　　（全国、2011年度）
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１　東京に集積する情報通信業
（１）　事業所数、従業者数が多いソフトウェア業
　東京における情報通信業は、2001年から2006年にかけて事業所数、従業者数ともに増加傾向で推移し
ました。2009年は、事業所数が２万６千所、従業者数が85万人となっています。情報通信業の中では、 「情
報サービス業」の割合が最も高く、事業所数で約半分、従業者では、60％以上を占めています。（図１）（図
１の2006年と2009年の非連続については目次ⅳページの３参照）
　2009年における東京の情報通信業の全国比は、事業所数、従業者数ともに全産業平均を大きく上回っ
ています。特に従業者数では約５割を占めており、情報通信業に携わる人材が東京に集積している様子
がうかがえます。小分類別にみると、事業所数、従業者数ともに「情報サービス業」に含まれる「ソフ
トウェア業」が圧倒的に多く、事業所数は１万所、従業者数は46万人となっています。また、レコード
会社等が含まれる「音声情報制作業」や「出版業」は、事業所数、従業者数の全国比がともに５割を超
えており、情報通信業の中でも特に全国比の高い業種です。（図２、図３）
　東京の情報通信業は、従業者数50人以上の事業所の割合が10％を超えており、全産業平均と比較する
と比較的大規模な事業所の占める割合が高くなっています。「放送業」、 「ソフトウェア業」は、従業者数
50人以上の事業所の割合が15％超で９人以下の事業所の割合が50％未満と、情報通信業の中でも特に大
規模な事業所の割合が高い業種です。一方、 「音声情報制作業」、 「広告制作業」、 「映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス業」は、９人以下の事業所の割合が75％以上を占めており、情報通信業の中では
比較的小規模な事業所の割合が高い業種です。（図４）

第３章

第３章　情報通信業

情報通信業

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京） 図２　小分類別事業所数･全国比（東京、2009年）

図３　小分類別従業者数･全国比（東京、2009年） 図４　業種別･従業者規模別事業所数構成比
（東京、2009年）
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第１節　東京に集積する情報通信業

（２）　都心、副都心に集積する東京の情報通信業
　東京に集積する情報通信業ですが、中でも都心地域に約40％、都心と副都心地域を合わせると約65％
が立地しており、都心、副都心地域に高い集積がみられます。業種別では、 「放送業」、 「新聞業」、 「広告
制作業」は50％以上の事業所が都心地域に立地しており、特に都心地域への集積が目立っています。また、

「広告制作業」、 「出版業」では、80％近くの事業所が都心、あるいは副都心地域に立地しています。（図５）
（３）　情報通信業の市場で大きな割合を占める「情報サービス業」、 「通信業」
　情報通信産業の市場規模は、おおむね増加傾向にあり、2010年は約100兆円で、全産業の約１割を占め
ています。内訳では、「情報サービス業」や「通信業」の割合が高くなっています。（図６）
　また、情報通信業の業種別年間売上高構成比は、 「電気通信業」、 「ソフトウェア業」、 「情報処理・提供
サービス業」の順に多く、この３業種で４分の３以上を占めています。（図７）
　また情報通信業の業務ごとに契約先産業をみると、プログラム作成等が含まれる「ソフトウェア業務」
や受託計算サービス業が含まれる「情報処理・提供サービス業務」は、 「製造業」、 「同業者」、 「金融業,保険
業」との契約の割合が高く、 「音声情報制作業務」、 「新聞業務」や「出版業務」は、 「卸売業,小売業」との
契約の割合が高くなっています。また、 「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」は、 「情報通
信業（同業者を除く）」との契約の割合が８割を超えています。「インターネット附随サービス業務」は「情
報通信業（同業者を除く）」との契約の割合が最も高くなっていますが、個人との契約が約４分の１を占
めていることも特徴的です。（図８） 

図５　業種別･地域別事業所数構成比
　　　（東京、2009年）

図６　情報通信産業の部門別実質市場規模の推移
　　　（全国）

図７　業種別売上高構成比（全国、2011年度）

図８　業務種類別･契約先産業別売上高構成比
　　　（全国、2010年）
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２　携帯電話やブロードバンドの普及が進む通信業
（１）　増加傾向の電気通信事業者
　インターネット回線の高速化・大容量化など、情報通信環境は急速に進化・拡大しています。固定電話、
携帯電話等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者の数は、長期的に増加傾向です。特に、プロ
バイダ（インターネットへの接続を提供する業者）、電子メールサービスなどを行う付加価値通信網提供
会社、情報サービス会社、警備会社などの届出電気通信事業者で増加傾向がみられます。(図１）

（２）　増加する携帯電話加入者数、ブロードバンド契約数
　固定電話等の一般加入電話が減少する一方で、携帯電話の加入者は2001年度と比べて２倍以上となり、
大幅に増加しています。また、インターネット接続では、ISDNが減少し、ブロードバンドが普及してい
ます。ブロードバンド契約数の内訳をみると、2004年度にはDSL １がFTTH ２の約３倍であったのに対し、
2010年度には逆にFTTHがDSLの約３倍となっており、FTTHへの移行が進んでいることがうかがえま
す。（図２、３）

（３）　海外の都市と比べて高い水準にある東京の携帯電話料金
　加入者数が増加傾向にある携帯電話ですが、東京の利用料金を他の都市と比べると、フィーチャーフォ
ン、スマートフォンともに高い水準にあります。ソウルやストックホルムは、フィーチャーフォン、スマー
トフォンともに東京の半額以下の水準です。（図４）

（４）　音声伝送を上回るデータ伝送
  近年ではスマートフォンの普及等もあり、データ伝送の割合が高まっており、2011年度はデータ伝送の
割合が音声伝送の割合を上回りました。（図５）

注１　DSL とは、電話回線（メタル回線）でネットワークに接続するアクセスサービス（ADSL 等）。
注２　FTTH とは、光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス ( 集合住宅内等において、一部に電話回線を利用する VDSL 等を含む）。

図１　電気通信事業者数の推移（全国） 図２　サービス別加入者数の推移（東京）

図３　回線種別ブロードバンド契約数の構成比
 （東京、2004・2010年度）

図４　携帯電話料金の都市別国際比較
 （世界、2011年度）

図５　電気通信事業のサービス別売上高構成比
　　　の推移（全国）
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第２節　携帯電話やブロードバンドの普及が進む通信業／第３節　地上系民間放送事業者の売上高が半分以上を占める放送産業

３　地上系民間放送事業者の売上高が半分以上を占める放送産業
（１）　増加する地上系（ラジオ）事業者
　放送事業は、広告収入や有料放送の料金収入による経営を行う民間放送事業者と、主に受信料収入に
よる経営を行うＮＨＫがあります。民間放送事業者数は、ケーブルテレビ事業者が最も多く、2011年度
末には、556事業者となりました。また近年では衛星系事業者が減少する一方で、地上系（ラジオ）放送
事業者は増加しています。地上系（ラジオ）放送事業者においては、特に、生活情報、行政情報、災害
情報及び福祉医療情報等、地域に密着した情報を日常的に提供するコミュニティ放送事業者が増加して
おり、80％弱を占めています。（図１）

（２）　市場規模が拡大するケーブルテレビ事業者
　放送業の市場規模は、地上系民間放送事業者の割合が最も大きく、全体の半分以上を占めています。
また、2010年度の市場規模を前年度と比較すると、地上系、衛星系民間放送事業者、ケーブルテレビ事
業者、ＮＨＫのすべてで拡大しています。2003年度からの推移をみると、特に、加入者数が大幅に増加
したケーブルテレビ事業者は、売上高も大きく増加しています。（図２）
　民間放送事業者の売上高営業利益率は、2010年度は、いずれの業種も黒字を確保しており、中でもケー
ブルテレビは、10％を超えています。（図３）
　また、地上系民間放送事業者の収入の大部分を占める広告収入については、2011年は、1.9兆円となり、
前年よりやや減少しました。2004年と比較すると、約17％減少しています。（図４）

（３）　インターネット広告業等への展開を目指す民間放送事業者
　民間放送事業者に今後１年以内に新たに事業展開したいと考えている事業分野をたずねたところ、
2011年度ではインターネット広告業が最も多くなりました。次いでウェブコンテンツ配信となっていま
すが、こちらは前年度と比べ10ポイント以上の低下となっています。(図５） 

図１　事業別民間放送事業者数の推移（全国） 図２　放送サービスの加入者数･放送産業の
　　　市場規模の推移（全国）

図３　民間放送事業者の売上高営業利益率の推移
　　　（全国）

図４　地上系民間放送事業者の広告収入の推移
 （全国）

図５　民間放送事業者が今後新たに展開したいと
　　　考えている事業（全国）
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４　「受注ソフトウェア開発」の事業所数や売上高が多い情報サービス業
（１）　事業所数が多い「受注ソフトウェア開発」、全国比が高い「各種調査」
　情報サービス業の事業所数は、オーダーメイドのソフトウェア開発である「受注ソフトウェア開発」
が3,859所で最も多く、イージーメイド又はレディーメイドのソフトウェア開発である「ソフトウェア･プ
ロダクツ」の２倍以上となっています。全国比では、シンクタンク、コンサルティングなどの業務が含
まれる「各種調査」の割合が54.5％と最も高くなっています。情報サービス業全体でみても、40％となっ
ており、多くの事業所が東京に集積していることがわかります。（図１）

（２）　売上高構成比が高い「受注ソフトウェア開発」、 「システム等管理運営受託」
　情報サービス業の売上高は、ソフトウェア業務が6.1兆円であり、情報処理・提供サービス業務の３倍以
上です。内訳をみると、ソフトウェア業務は、 「受注ソフトウェア開発」が８割以上と、ほとんどがオーダー
メイド型のソフトウェア開発の売上です。また、情報処理・提供サービス業務は、電子計算機室などの管
理運営を受託するサービス業務である「システム等管理運営受託」の割合が高くなっています。（図２）
　情報サービス業の売上高をみると、2010年は2009年から大幅に減少しました。一方、東京の全国比は
６割前後の高い水準を維持しています。（図３）

５　法人では広告収入、個人では利用料収入の割合が高いインターネット附随サービス業
（１）　企業数が多い、ウェブコンテンツ配信業
　インターネット附随サービス業の企業数で最も多いものは、 「その他のインターネット附随サービス
業」を除くと、 「ウェブコンテンツ配信業」です。また、売上高も「ウェブコンテンツ配信業」が最も大
きいものの、 「電子掲示板･ブログサービス･SNS運営業」や「ショッピングサイト運営業及びオークショ
ンサイト運営業」等も大きく、コミュニケーションやショッピング等でのインターネットの活用がます
ます進んでいることがうかがえます。（図１）

図１　情報サービス業業務種類別事業所数･
　　　全国比（東京、2010年）

図１　インターネット附随サービス業サービス別
　　　企業数・売上高（全国、2011年度）

図２　情報サービス業業務種類別売上高構成比
 （東京、2010年）

図３　情報サービス業業務種類別売上高、
　　　全国比の推移（東京）
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　１企業当たりの売上高では、 「電子掲示板・ブログサービス・SNS運営業」が最も大きく、2011年度は
80.9億円となりました。ソーシャルメディアの急速な普及もあって、前年度の２倍以上に伸びています。
また、 「課金・決済代行業」も75.9億円と、前年度の３倍近くまで増加しました。決済手段としてインター
ネットを利用することが浸透してきたためと考えられます。（図２）
　ソーシャルメディアの利用状況をみると、42.9％がSNSやブログ等のソーシャルメディアを「現在利用
している」と回答しています。１つだけ利用している人が17.5％に対し、複数利用している人が25.4％と、
ソーシャルメディア利用者の約６割が複数利用しています。その一方で「利用したことが無い」との回
答も47.1％に上っています。(図３）

（２）　法人からの収入が大部分のインターネット附随サービス業
　インターネット附随サービス業の売上高は、法人からの収入がおよそ４分の３を占めています。法人
からの収入の中で最も大きな割合なのは、「広告収入」です。一方で、個人からの収入の中では、「利用料
収入」の割合が最も大きくなっています。（図４）

６　新聞企業の売上高が最も多い「映像・音声・文字情報制作業」
　2011年度の「映像･音声･文字情報制作業」の企業別売上高及び１企業当たりの売上高は、 「新聞企業」
が最も多くなっています。（図１）
　「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」は、企業数では、 「貸スタジオ業」の割合が高く、
従業者数、年間売上高では、新聞、テレビ等にニュースを供給する事業所である「ニュース供給業」、放
送やパッケージメディアなどの映像作品、映画の製作における撮影後の作業を行う事業所である「ポス
トプロダクション」の占める割合が高くなっています。（図２）

図２　インターネット附随サービス業サービス別
　　　１企業当たり売上高（全国、2010・2011年度）

図３　ソーシャルメディアの利用状況（全国、2011年）

図４　収入種類別インターネット附随サービス業
　　　売上高構成比（東京、2010年）

図１　映像･音声･文字情報制作業企業別売上高
 （全国、2011年度）

図２　映像･音声･文字情報制作に附帯する
　　　サービス業業務種類別企業数･従業者
　　　数･年間売上高構成比（全国、2010年）
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７　ネット化が進むコンテンツ産業
（１）　静止画･テキストの割合が最も高いコンテンツ産業
　2011年のコンテンツ産業の市場規模は、約12兆円であり、2007年のピーク時と比べると１割弱減少しま
した。コンテンツ分野別で最も大きい割合を占めているのは、 「静止画･テキスト」です。デジタルコンテ
ンツの割合は年々高くなっており、2011年には63.5％となりました。中でもデジタル化を牽引していたのは、
地上デジタル放送への転換ですが、2011年にほぼ完了しました。今後は、現在のデジタル化率が22.1％
の「静止画･テキスト」が、電子書籍の普及によってその比率を高めていくことが予想されます。（図１）
　コンテンツ分野ごとに売上高構成比をみると、最も市場規模の大きい「静止画・テキスト」は、新聞、
雑誌、書籍で４分の３程度を占めています。また、次いで大きい「動画」はテレビ放送・関連サービス収
入の割合が約８割となっています。(図２）
　コンテンツ別ネット化率は、スマートフォン等の普及もあり、どのコンテンツも上昇しています。特に、
ゲームは、ソーシャルゲームを含むオンラインゲームが大きく増加しました。動画のネット化率は低く
なっていますが、その一つの要因として放送の占める割合が大きいことが考えられます。しかし、動画
配信などのネットワークサービスも近年増加しており、緩やかな増加傾向で推移しています。（図３）
　コンテンツ産業のメディア別市場規模は、DVD、CD、ゲームソフト等の売上であるパッケージの売
上の割合が最も高く、４割以上を占めています。（図４）

図１　コンテンツ分野別コンテンツ
　　　産業市場規模の推移（全国）

図２　コンテンツ分野別コンテンツ産業構成比
 （全国、2011年）

図３　コンテンツ別ネット化率の推移（全国）

図４　コンテンツ産業のメデイア別市場規模構成比
 （全国、2011年）
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（２）　増加傾向のモバイルビジネスの市場規模
　携帯電話等の普及に伴い、モバイルビジネスの市場規模は年々増加しています。ソーシャルゲームや
着うたの売上などからなる「モバイルコンテンツ」、通信販売の売上やオークションサイトの売上からな
る「モバイルコマース」ともに増加しています。（図５）

（３）　アニメ産業が集積する東京
　映画、テレビ番組制作等が含まれる「映像情報制作・配給業」の売上高は横ばい状況が続いていますが、
売上高に占めるアニメーション作品の割合は年々高くなっています。（図６）
　アニメ制作会社は東京に多く集まっており、全国の87.1％を占めています。また、特に、練馬区や杉並
区などに多く立地しています。(図７）

（４）　米国と比較して市場規模が小さい日本のコンテンツ産業
　日本のコンテンツは、アニメ、ゲーム等で海外から高い評価を得ています。しかし、国内市場規模、
海外収入ともに米国の方が大きく、海外収入比率も米国の方が圧倒的に高くなっています。近年では、
世界各国でコンテンツ産業振興に力を入れるようになってきており、国際競争が激化する中で、より高
い競争力を確保することが課題となっています。（表１）

（５）　「書籍・他の印刷物」の消費が最も多いコンテンツ関連支出
　家計におけるコンテンツ関連支出は、2011年に大幅に減少し、2012年は前年とほぼ横ばいとなりました。
内訳をみると、書籍や新聞が含まれる「書籍・他の印刷物」への消費支出が１か月当たり４千５百円と最
も多くなっています。また、消費支出全体に占めるコンテンツ関連支出は、３％弱で推移しています。（図９） 

図５　モバイルビジネスの市場規模の推移（全国） 図６　映像情報制作･配給業売上高、
　　　アニメーション売上高割合の推移（全国）

表１　日米における国内コンテンツ市場規模、
　　　海外収入（世界、2008年）

図７　地域別アニメ制作会社数構成比
 （全国、2011年）

図８　1世帯当たりのコンテンツ関連消費支出の推移（東京）
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第４章　運輸業 , 郵便業

運輸業 , 郵便業第４章

1　東京の旅客輸送で比重を高める民鉄
（１）　減少傾向の事業所数
　東京における「運輸業,郵便業」の事業所数は減少傾向が続いています。中分類別にみると、事業所数
の多い道路旅客運送業で、特に大きく減少しています。一方、従業者数は、2001年から2006年までほぼ
横ばいで推移しました。2009年では事業所数１万9,500所、従業者数50万２千人となっています。（図１）

（図１の2006年総数と2009年総数の非連続については目次ⅳページの３参照）
　事業所数、従業者数の構成比は、ともに道路旅客運送業、道路貨物運送業が高いものの、東京は全国
と比べて道路旅客運送業の割合が高く、道路貨物運送業の割合が低いという特徴があります。（図２）
　「運輸業,郵便業」の全国の売上高は大きな変動はなく、40兆円台で推移しています。事業所数、従業者
数で約２割を占めている道路旅客運送業の売上高構成比は６％程度である一方、事業所数、従業者数で
３％未満の水運業の売上高構成比は約１割を占めており、業種ごとに１事業所当たり、１従業者当たり
の売上高は大きく異なります。（図３）

（２）　旅客輸送量は長期的に増加傾向
　東京における国内旅客輸送量は近年横ばいであるものの長期的には増加傾向で推移しています。輸送
機関別にみると、最も大きな割合を占めている民鉄で輸送量が大きく増加しており、全体に占める比率
も高まっています。一方でJRは2000年度と比べわずかに増加し、自動車はわずかに減少しています。また、
全国と東京の輸送機関別構成比を比較すると、東京は全国に比べて自動車の占める割合が低く、民鉄の
割合が高くなっています。JRは全国、東京ともに約３割ですが、東京から他府県、他府県から東京への
移動では５割を超える高い割合を占めています。反対に全国で２割強、東京で１割強を占める自動車は、
東京から他府県、他府県から東京への移動では２％前後と低い割合になっています。（図４）

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京） 図２　中分類別事業所数･従業者数構成比
 （東京・全国、2009年）

図３　業種別年間売上高の推移（全国）

図４　輸送機関別国内旅客輸送量推移（東京）、
　　　国内旅客輸送量構成比（東京･全国、2011年度）
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第１節　東京の旅客輸送で比重を高める民鉄／第２節　整備が進む首都圏の物流インフラ

（３）　貨物輸送量が減少傾向
　東京における貨物の年間出荷量は大きく減少傾向にあります。2000年と比較すると、2010年の年間出
荷量は３割以上減少しました。出荷産業別にみると、鉱業以外の産業ではどの産業も減少しています。
また、東京は卸売業の割合が高く、約５割を占めているのに対し、全国では２割弱となっています。一方、
全国では６割強を占めている製造業が、東京では３割強となっています。（図５）
　貨物が出荷されて目的地に到着するまでに利用された輸送機関のうち、最も長い距離を輸送した機関
を代表輸送機関といいます。代表輸送機関として利用された輸送機関の構成比は、東京においては、トラッ
クが大部分を占め、自家用、営業用を合わせると、95％以上の割合を占めています。トラックの構成比
は2000年と2010年でほとんど変わっていません。その内訳では、自家用トラックの割合が減少し、営業
用トラックの割合が増加しました。2000年では約４割を占めていた自家用トラックは、2010年には３割
まで減少しています。また、東京と全国を比較すると、全国ではトラック輸送の割合は約８割と東京よ
りやや低く、東京では割合の低い海運が１割強を占めているのが特徴的です。（図６）
２　整備が進む首都圏の物流インフラ

（１）　内陸部における立地が増加した物流施設
　事業拡大を図る企業の首都圏における物流施設の需要は、東京を中心とした大消費地を擁していること
もあり増加しています。立地地域としては湾岸部の需要は依然として高いものの、圏央道等の整備による
アクセス向上に伴い、近年では内陸部においても大型物流施設の設立が数多く予定されています。（図７）

（２）　国内線貨物、国際線貨物ともに役割が高まる羽田空港
　羽田空港は国内線貨物で最も大きなシェアを占めており、貨物取扱量は増加傾向で推移しています。増
大する航空需要に対応するため再拡張事業が実施され、2010年10月、新たな滑走路が整備されるとともに
国際線ターミナルが開業しました。これにともない、発着枠の増大と国際線貨物の取扱が行われるように
なり、2011年には羽田空港は国際線貨物取扱量でも全国の空港で第４位となりました。空港インフラが整
備されたことにより、今後も羽田空港の果たす役割はますます拡大していくと考えられます。（図８）

図５　出荷産業別年間出荷量の推移（東京）、
　　　出荷産業別年間出荷量構成比（東京・全国、2010年）

図６　代表輸送機関別年間出荷量構成比
　　　（東京、2000～2010年･全国、2010年）

図７　首都圏中央連絡自動車道（圏央道）等、
　　　物流施設整備状況（首都圏、2012年）

圏央道
開通済
事業中
計画中

開通済
事業中
計画中

国幹道
（圏央道
は除く）

調査中 ○○○

近年設立・計画中の大型物流施設

図８　空港別貨物取扱量の推移（全国）
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第 5 章 卸売業 , 小売業
１　全国最大規模だが東京の卸売業は減少傾向、小売業は小規模事業所が減少

（１）　卸売業、小売業ともに事業所数、従業者数が減少
　東京の卸売業、小売業の事業所数、従業者数は、いずれも減少傾向にあります。
　卸売業の事業所数は、小規模事業所と大規模事業所のいずれも、2007年と1999年を比べると２～３割
程度減少しています。一方、小売業は、9人以下の規模で減少しているのに対し、20人以上の事業所は横
ばい、10 ～ 19人規模ではむしろ増加しています。
　また、小売業の従業者数は減少傾向にあります。しかし、事業所数と比べて緩やかな減少になってい
ます。（図１、２）

（２）　東京の卸売業と小売業は全国最大規模
　卸売業、小売業ともに事業所数、就業者数、年間商品販売額のいずれも、東京が全国１位です。特に
卸売業の年間商品販売額は全国の約４割を占め、２位の大阪の３倍以上の規模です。一方、小売業では、
東京の販売額は全国の１割強であり、２位の大阪の約1.8倍です。東京の卸売業、小売業はともに全国最
大規模であり、特に卸売業が東京に集積していることがわかります。（図３、４）

図１ 従業者規模別卸売業事業所数、
 従業者数の推移（東京）

図２ 従業者規模別小売業事業所数、
 従業者数の推移（東京）

図３ 卸売業都道府県別事業所数、就業者数、
 年間商品販売額（全国、2007年）

図４ 小売業都道府県別事業所数、就業者数、
 年間商品販売額（全国、2007年）



67

第
５
章

第１節　全国最大規模だが東京の卸売業は減少傾向、小売業は小規模事業所が減少

（３）　年間商品販売額は、卸売業が減少、小売業がほぼ横ばい
　東京の年間商品販売額は、卸売業が1999年から2002年にかけて１割強減少し、その後やや回復したも
ののほぼ横ばい傾向にあります。一方、小売業は1999年からほぼ横ばいとなっています。
  卸売業では、近年、 「建築材料,鉱物・金属材料等」の販売額が増えたものの、他の業種は減少しています。
2007年では「各種商品」が最も多く、次いで「建築材料,鉱物・金属材料等」、 「機械器具」となっています。　
　小売業では、「医薬品・化粧品」が増加していますが、他の業種は横ばい又は減少傾向にあります。また、
2007年では「飲食料品」が最も多くなっています。（図５、６）
　全国の年間販売額は、卸売業が2008年まで全国で400兆円台で推移していましたが、リーマン･ショッ
ク以降、大きく減少し、その後横ばい傾向にあります。一方、小売業は卸売業と比べ変動が少なく、ほ
ぼ横ばいで推移しています。（図７）

（４）　卸売業は正社員の割合が高く、小売業は正社員以外の割合が高い
　卸売業は、従業者の約75％を「正社員･正職員」が占めるのに対し、小売業は約38％です。一方で、 「正
社員･正職員以外」は卸売業約では約12％にとどまるのに対し、小売業は約45％と、 「正社員・正職員」よ
りも高い割合です。また、卸売業は「個人業主」及び「無給の家族従事者」を合わせて１％未満である
のに対し、小売業は約５％と高くなっています。（図８）
 

図５　卸売業業種別年間商品販売額の推移（東京） 図６　小売業業種別年間商品販売額の推移（東京）

図７　卸売業･小売業販売額の推移（全国） 図８　卸売業･小売業従業上の地位別従業者構成比
　　　（東京、2009 年）
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２　都心３区等、区部に多い卸売業
（１）　東京が約９割を占める各種商品卸売業
　年間商品販売額は、総合商社を含む「各種商品」で東京の割合が最も高く、約９割です。「繊維・衣服
等」、 「建築材料、鉱物・金属材料等」、 「機械器具」、 「その他」では東京が３割半ば、 「飲食料品」でも全国
の４分の１弱を占めており、いずれの業種も東京が全国１位です。（図１）

（２）　東京の卸売業は都心３区等、区部に多い
　卸売業の区市町村別事業所数は、区部に多く、特に千代田区、中央区、港区の都心３区と、台東区を
合わせて４割近くを占めています。また、業種ごとの立地状況を卸売業全体の立地状況と比較してみると、 

「各種商品」は特に都心３区に集中している一方、 「繊維・衣服等」は中央区、台東区、渋谷区の割合が相
対的に高くなっています。（図２）

（３）　東京の卸売業は、生産業者、産業用使用者、国外との取引が多い
　卸売業の仕入先は、東京は全国に比べ、 「生産業者」と「国外」からの仕入の割合が高く、 「本支店間移
動」と「卸売業者・その他」からの仕入の割合が低くなっています。（図３）
　一方、販売先は、東京は全国に比べ、 「産業用使用者」と「国外」への販売の比率が高く、 「小売業者」
への販売の比率は低くなっています。（図４）

第５章　卸売業,小売業

図１ 中分類別･都道府県別年間商品販売額構成比
 （全国、2007年）

図２ 中分類別･区市町村別事業所数構成比
 （東京、2007年）

図３ 仕入先別年間商品仕入額構成比
 （東京･全国、2007年）

図４ 販売先別年間商品販売額構成比
 （東京・全国、2007年）
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第２節　都心３区等、区部に多い卸売業

（４）　進む卸売業の電子商取引
　 卸売業では近年、電子商取引が進んでいます。全ての商取引金額に占める電子商取引（EC）の割合（EC
化率）は上昇傾向にあり、2011年の卸売業の広義EC化率（コンピュータネットワークを介して行われる
商取引の割合）は22.4％です。（図５）

（５）　卸売業を取り巻く厳しい環境
　卸売業者間の取引が取引全体に占める割合を示すＷ／Ｗ比率は、1997年までおおむね低下傾向で推移
し、近年は横ばいです。長期的にみると、取引回数の減少、流通経路の短縮化の動きがうかがえます。（図６）
　東京の中小卸売業における競争環境の変化では、 「価格競争の激化」をあげる企業が約56％と最も多く、
次いで「小売店の減少」、 「同業種卸との競争の激化」が続いています。また、 「価格競争の激化」や「同
業種卸との競争の激化」等は、2008年度と比べ2011年度は増加しています。中小卸売業が価格競争等の下、
厳しい経営環境にあることがうかがえます。（図７）
　東京の中小卸売業における商慣習で現在も続いているものとしては、2011年度では「返品制度」をあ
げる企業が約23％と最も多く、次いで「特約･代理店制度」、 「協賛金制度」が続きます。2008年度と比べ
ると、調査対象であったほとんどの商慣習が減少している中で、 「特約･代理店制度」が増加傾向にあり
ます。（図８）

図５　卸売業BtoBのEC化率（全国） 図６　W／W比率の推移（全国）

図７　中小卸売業における競争環境の変化
（東京、2008･2011年度）

図８　中小卸売業において現在も続いている商慣習
　　　（東京、2008･2011年度）
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３　小売業は消費動向に対応
（１）　増加する売場面積、減少する単位面積当たり販売額
　小売業の売場面積は年々増加していますが、１㎡当たりの年間商品販売額は減少しています。売場面
積規模別の売場面積は、１店舗あたり100㎡未満の商店の売場面積が減少する一方、100㎡以上の店舗の
売場面積が増加しています。（図１）

（２）　全国的にも高い割合を占める東京の百貨店の販売額　
　小売業の業態は、セルフサービス方式の「スーパー」、 「コンビニエンスストア」、 「ドラッグストア」と、
非セルフサービス方式の「百貨店」、一般小売店とも呼ばれる「専門店･中心店」１などに分類できます。
業態別、都道府県別の年間商品販売額は、 「その他の小売店」以外のすべての業態で東京が全国１位です。
特に「百貨店」では約３割、 「衣料品専門店･中心店」では約２割のシェアを占めています。（図２）
　消費者の購入先別の支出割合は、1964年には１割未満だったスーパーが2009年では３割を超え、最も
高い割合を占めています。一方、1964年には７割強を占めていた一般小売店は、2009年には３割弱にま
で減少しました。近年は、ディスカウントストア･量販専門店、通信販売、コンビニエンスストアなどの
割合が増加しています。（図３）

（３）　スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアはパート･アルバイトが多い
　就業形態別の就業者等数は、百貨店では「他からの派遣従業者」が最も多く、スーパー、コンビニエ
ンスストア、ドラッグストアでは、「パート･アルバイトなど」が多く過半数を占めています。正社員比率
は、コンビニエンスストアが最も低く１割以下です。また、専門店･中心店を衣･食･住で比較すると、食
料品店の「パート･アルバイトなど」の割合が比較的高く、正社員比率は低くなっています。（図４）

注１　専門店は衣料品・食料品・住関連のいずれかが取扱商品の 90％以上の非セルフサービス方式。中心店は 50％以上の非セルフサービス方式。

図１　売場面積規模別売場面積、１㎡当たり
　　　年間商品販売額の推移（東京）

図２　業態別・都道府県別年間商品販売額構成比
　　　（全国、2007年）

図３　購入先別消費支出構成比の推移（全国） 図４　業態別・就業形態別就業者等数、正社員比率
　　　（東京、2007年）
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第３節　小売業は消費動向に対応

（４）　東京の小売業は駅周辺に多く立地
　小売業の立地環境１は、全国では住宅地区が最も多い一方、東京は、駅周辺型が最も多く全体の約３分
の１を占めています。また、東京は、全国に比べ駅周辺を含む商業集積地区の割合が高く過半数を占め
ています。（図５）　

（５）　小売業の海外展開
　従来の自動車、電機等の外需型企業に加え、小売、食品、サービス等、従来、内需型と考えられてき
た企業も積極的に海外事業を展開しています。小売業の海外現地法人数は、増加傾向にあります。地域
別では中国へ進出する企業が増加しています。（図６）

（６）　小売業のEC化率は年々上昇
　小売業のEC化率（全ての商取引金額に占める電子商取引の割合）は年々上昇しています。総合小売業
をみると、2011年は4.7％であり、５年間で２倍以上増加しました。ただし、卸売業（69頁図５参照）と
比べると割合は低くなっています。（図７）
　東京の中小小売業のPOSシステム（販売時点情報管理システム）、EOS（オンライン発注システム）の
導入率は、総合商品小売業では８割程度、それ以外の業種ではいずれも３割程度です。また、パソコン
等を利用した顧客管理システムについては、総合商品小売業や住関連小売業における導入率が４～５割
程度と、他に比べて高い割合です。（図８）

注１　立地環境特性区分は、商業集積地区、オフィス街地区、住宅地区、工業地区、その他地区。
商業集積地区：主に都市計画法第８条に定める「用途地域」のうち、商業地域及び近隣商業地域であって商店街を形成している地区。駅周辺型
商業集積地区、市街地型商業集積地区、住宅地背景型商業集積地区、ロードサイド型商業集積地区、その他の商業集積地区に分類される。　　　
市街地型商業集積地区：都市の中心部（駅周辺を除く）にある繁華街やオフィス街に立地する商業集積地区。
住宅地背景型商業集積地区：住宅地又は住宅団地を後背地として、主にそれらに居住する人々が消費者である商業集積地区。
ロードサイド型商業集積地区：国道あるいはこれに準ずる主要道路の沿線を中心に立地している商業集積地区（都市の中心部にあるものを除く）。
オフィス街地区：主に都市計画法第８条に定める「用途地域」のうち商業地域及び近隣商業地域であって、「商業集積地区」の対象にならない地区。

図５ 立地環境特性別事業所数構成比
　　  （東京･全国、2007年）

図６　地域別小売業海外法人数の推移（全国）

図７　小売業BtoCの業種別EC化率（全国） 図８ 中小小売業における業種別情報化の導入状況
 （東京、2011年度）
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４　小売業は業態が多様化
（１）　百貨店は販売額が減少、コンビニエンスストア、ドラッグストアは増加
　百貨店の販売額は1991年をピークに減少しています。1996年、1997年にはやや回復の動きも見られま
したが、1998年からはおおむね減少基調となっています。品目としては「婦人･子供服･洋品」の減少が
大きくなっています。スーパーの販売額は1999年までは増加傾向であり、その後は横ばい傾向になりま
した。2000年以降の内訳は、 「婦人･子供服･洋品」が減少傾向であるのに対し、 「飲食料品」が増加基調に
あり、全体の販売額を維持しています。（図１）
　コンビニエンスストアの店舗数と販売額は、近年、堅調に増加しています。販売額は、東日本大震災
のあった2011年以降、２年連続で大きく増加しました。また店舗数は、2012年に大きく増加しています。
商品分類別に2012年の販売額を1998年と比較すると、 「ファーストフード･日配食品」は約５割増、 「加工
食品」は約２割増に対し、 「非食品」はほぼ倍増と、特に大きく増加しています。（図２）
　ドラッグストアは医薬品や化粧品のみならず日用品等を幅広く小売する事業所です。近年、ドラッグ
ストアの年間商品販売額は増加しています。東京、全国ともに拡大基調であり、東京の全国比は13％台
で横ばいです。（図３）

図１ 百貨店･スーパー商品別販売額の推移（全国）

図２　コンビニエンスストア販売額、店舗数の推移
 （全国）

図３　ドラッグストアの年間商品販売額、
　　　全国比の推移（東京）



73

第
５
章

第４節　小売業は業態が多様化

（２）　ショッピングセンター、ホームセンター、駅ナカの事業展開
　商業･サービス施設の集合体で、一体化して管理運営されているショッピングセンター（以下、ＳＣ）
の数は、近年、増加傾向にあり、2011年は3,090所です。（図４）
　東京はショッピングセンターの数が全国で最も多く、次いで愛知、大阪が続いています。立地地域（中
心、周辺、郊外地域１）は、他の道府県では「郊外地域」が多いのに対し、東京では「周辺地域」が最も
多く、次いで「中心地域」が多くなっています。（図５）　
　ホームセンターの店舗数は1995年度から2012年度にかけて増加しました。一方、売上高は、2006年度
から2010年度までは、やや減少傾向にありました。しかし、2011年度以降は増加しています。（図６）　
　近年、駅改札内には、コンビニエンスストア、書店をはじめ様々な業態がみられるようになり、「駅ナカ」
と称されています。2007年における全国の駅改札内事業所の年間商品販売額は、小売業全体の約0.17％に
過ぎない約2,329億円です。しかし、１㎡当たりの年間商品販売額は、小売業全体の平均を大きく上回っ
ています。駅改札内という限られたスペースながら人通りの多さを生かした事業が展開されていること
がうかがえます。（図７）

注１ 「中心地域」は、当該市･町･村の商業機能が集積した中心市街地、「周辺地域」は、中心地域に隣接した商業･行政･ビジネス等の都市機能が適度に存在
する地域、「郊外地域」は、都市郊外で住宅地･農地等が展開されている地域。

図４　立地別ショッピングセンター（ＳＣ）数の推移
 （全国）

図５　都道府県別・立地別ショッピングセンター（ＳＣ）数
 （全国、2011年）

図６　ホームセンター店舗数･年間総売上高の
　　　推移（全国）

図７　駅改札内事業所の業種別1㎡当たり年間商品
　　　販売額（全国、2007年）



74

第５章　卸売業,小売業

（３）　増加する通信販売
　小売業における販売形態別の年間商品販売額は、 「店頭販売」が最も多く、各年とも全体の８割程度を
占めます。店頭以外の販売形態では、 「訪問販売」は減少し、 「通信･カタログ販売」は大きく増加してい
ます。（図８）
　近年の通信販売の売上高は、小売業全体の販売額が伸び悩む中で年々増加しています。（図９）　通信
販売業者の立地地域は、東京が最も多く、全体の半数近くを占めます。（図10）　
　また、通信販売会社の主な販売媒体は、インターネットの割合が最も高く、全体の約６割を占めてい
ます。（図11）　

５　東京の商店街の動向と抱える問題点
（１）　減少傾向にある商店街数
　東京の商店街数は近年減少傾向にあり、2010年も引き続きやや減少しました。しかし、１商店街当た
りの平均店舗数は、2007年より増加しました。（図１）　東京の商店街の平均店舗数を2004年度調査と
2010年度調査で比較すると、地域別では区部地域が、立地環境別では繁華街が、規模別では会員数60人
以上の規模の大きな商店街で、店舗数が増えています。（図２）
　商店街が抱えている問題点は、 「後継者が不足している」が最も多く、 「商店街に集客の核となる店舗が
ない、あるいは弱い」が続いています。また、2007年度と2010年度を比較すると、 「空き店舗が増加して
いる」と回答した割合が大きく増加しています。（図３）

図８　商品販売形態別小売業小売年間商品販売額
　　　（東京、1997・2002・2007年）

図９　通信販売売上高の推移（全国）

図10　地域別通信販売業者構成比（全国、2010年）

図11　主な販売媒体別通信販売業者構成比
 （東京、2010年）

図１　商店街数、１商店街当たり平均店舗数の
　　　推移（東京）

図２　地域別・立地環境別・規模別商店街の平均
　　　店舗数（東京、2004・2010年度）
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第４節　小売業は業態が多様化／第５節　東京の商店街の動向と抱える問題点／第６節　増えるＰＢ商品

６　増えるＰＢ商品
（１）　多くの小売業者が扱うＰＢ商品
　食品関連小売業者を対象にした調査によると、全体の71.8％の小売業者がPB商品（プライベートブ
ランド商品）を扱っています。また、36.3％の小売業者が「現在の取扱いを増やしたい」、8.0％が「現
在は扱っていないが今後扱ってみたい」と回答しており、ＰＢ商品に積極的に対応していこうとする姿
勢がうかがえます。さらに、生活協同組合、コンビニエンスストア、総合スーパーでは、 「現在の取扱を
増やしたい」と回答する業者の割合が５割程度と、比較的高くなっています。（図１）

（２）　消費者は、品質と価格をともに重視
　消費者がＰＢ商品に求める品質及び価格の水準は、 「メーカー商品と同等の品質で、通常のメーカー商品
より価格がやや安いＰＢ商品」が最も多く、70.7％です。一方、 「通常のメーカー商品を下回る品質だが、
通常のメーカー商品より価格がかなり安いＰＢ商品」を求める消費者は8.1％と少なくなっています。消費
者は、ＰＢ商品に品質と低価格をともに求めていることがわかります。（図２）
　消費者が商品やサービスを選ぶとき意識する項目は、 「価格」及び「機能や品質」等が中心で、 「意識す
る（「かなり意識する」と「ある程度意識する」の合計）」がいずれも９割を超えています。品質と価格
の両方を重視する消費者意識がうかがえます。（図３）

図３ 商店街が抱える主な問題点
 （東京、2007･2010年度）

図１　食品関連小売企業のＰＢ商品の取扱状況及び
　　　取扱に関する意向別構成比（全国、2009年）

図２ 消費者が食品のＰＢ商品に求める品質
 及び価格の水準（全国、2009年）

図３　消費者が消費生活で意識する項目別構成比
　　　（全国、2012年）
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第６章　金融業,保険業

1　金融機能が集中している東京
（１）　事業所数、従業者数ともに多い「保険業」
　東京の「金融業,保険業」の2009年における事業所数は１万１千所、従業者数は40万８千人となってい
ます。中分類別では、事業所数、従業者数ともに、生命保険業や損害保険業を含む「保険業」が最も多
くなっています。（図１）
　業種別の事業所数で最も多いものは、保険契約の募集、締結、保険料の収納等を行う「保険媒介代理
業」で約３千所です。全国比は「商品先物取引業，商品投資業」、 「金融商品取引業」が30％を超える高い
割合です。また、両替業や信用保証機関などを含む「補助的金融業,金融附帯業」や、政府関係金融機関
などを含む「その他の非預金信用機関」、そして「質屋」も20％以上です。従業者数で最も多いものは、

「銀行（中央銀行を除く）」で約10万人です。全国比は多くの業種で20％を超える高い割合を占めており、
「金融業,保険業」に携わる人材が東京に集積している様子がうかがえます。（図２、３）
（２）　都心地域で多い「金融業,保険業」の従業者数
　従業者数が１万人以上の業種について、地域別に従業者数構成比をみると、東京の中でも千代田区、
中央区、港区の都心３区と新宿区、渋谷区、豊島区に集中しています。これらの地域は、信用金庫や信
用組合を含む「中小企業等金融業」を除き、６割近くから８割を超える高い割合を占めています。（図４）

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京） 図２　業種別事業所数･全国比（東京、2009年）

図３　業種別従業者数･全国比（東京、2009年） 図４　業種別･地域別従業者数構成比（東京、2009年）
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第１節　金融機能が集中している東京／第２節　伸び悩む貸出金残高、増加する有価証券残高

（３）　女性従業者が６割を超える「生命保険業」
　「金融業,保険業」は、女性従業者の割合が全産業平均より高く、従業者全体に占める女性の正社員･正
職員の割合も33.6％と、全産業平均である17.1％を大きく上回っています。特に、 「生命保険業」では、女
性従業者の割合が62.2％、女性の正社員･正職員の割合が52.9％と非常に高くなっています。（図５）
　東京の金融･保険業総生産額は、2008年度以降減少しており、2010年度は10兆８千億円になりました。
なお、東京の金融･保険業総生産額の全国比は2001年度以降30％台後半で推移しており、20％弱で推移し
ている全産業と比べて高い割合です。（図６）

２　伸び悩む貸出金残高、増加する有価証券残高
（１）　低下傾向が続く金融機関の預貸率
　東京には都市銀行の本店、支店や多くの地方銀行の支店等があり、また人も企業も集積しているため、
金融関連の取り引きが活発に行われています。東京で取り引きされた国内銀行の預金残高は約187兆円、
貸出金残高は約176兆円にのぼり、全国比も預金が29.7％、貸出金残高が41.2％と高い割合です。また、
国内銀行、信用金庫、信用組合いずれの金融機関も、預金残高が貸出金残高を上回っている一方で、全
国比は貸出金残高のほうが預金残高より高くなっています。（図１）
　預貸率は、国内銀行、信用金庫、信用組合ともに低下傾向で、2013年は国内銀行が80.7％、信用金庫が
52.2％、信用組合が57.6％となり、いずれも2000年より大きく低下しています。（図２）

図５ 業種別･男女別･正社員･正職員別従業者数
構成比（東京、2009年）

図６ 金融･保険業総生産、全国比の推移（東京）

図２ 金融機関別預貸率の推移（東京）

図１ 金融機関別預金･貸出金残高･全国比
　　　（東京、2013年）

図３　国内銀行の業務純益の推移（全国）
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（２）　近年低迷が続いた国内銀行の企業への貸出
　「業務純益」は銀行の本業による収益力を示す指標とされており、 「業務粗利益」（資金運用収支、役務
取引等収支、特定取引収支、その他業務収支を合計したもの）から「一般貸倒引当金繰上額」、 「臨時的
経費を除く経費」等を除いたものとして定義されています。全国の銀行の業務純益は、2008年に大きく
減少しましたが、その後、2007年の水準まで回復しています。（図３）
　東京で取り引きされた国内銀行の預金残高は増加傾向にあります。一方、貸出金残高は、2005年まで減
少が続き、その後緩やかに増加に転じたものの、2009年以降はほぼ横ばいです。2004年以降は預金残高が貸
出金残高を上回っており、2013年３月末の預金残高は218兆円、貸出金残高は176兆円となりました。（図４）
　全国における国内銀行の貸出金残高を貸出先別にみると、企業等への貸出金は横ばい、または減少傾向
がみられ、企業の資金需要が低迷している様子がうかがえます。一方、個人と地方公共団体への貸出金は
増加傾向にあり、特に2013年３月末の個人への貸出金残高は、２番目に多い不動産業の約２倍です。（図５）
　貸出金残高が伸び悩む中、東京の銀行の有価証券残高は大きく増加傾向で推移しています。預貸率が長期
的に低下する中で、預金等が国債を中心とした有価証券の運用に向けられている様子がうかがえます。（図６）
　金融機関の経営の健全性に影響を与える不良債権ですが、金融再生法開示債権の不良債権比率は、
2000年代前半に比べ、いずれの金融機関でも大きく低下しています。しかし、近年は信用組合、信用金庫、
都市銀行でやや上昇がみられます。（図７）

図４ 国内銀行預金残高、貸出金残高の推移（東京） 図５ 貸出先別国内銀行貸出金残高の推移（全国）

図６ 銀行における有価証券残高の推移（東京） 図７ 金融再生法開示債権の不良債権比率の推移
　　  （全国）
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第２節　伸び悩む貸出金残高、増加する有価証券残高
第３節　減少が続く貸金業登録業者数、減少に転じたクレジットカード発行枚数

（３）　アジア等への進出が進む銀行
　信用金庫を中心とした多くの金融機関が感じている経営上の課題は「新規融資先の発掘不足」です。
さらに、「金利競争の激化」や「優良貸出先の資金需要の不足」など、外的要因によるものや、「若手人材
の育成」や「人材の不足」など、人的資源に関するものを課題とする回答も多くなっています。（図８）
　アジアを中心とした企業の海外移転や海外取引の増加、また、外国企業への金融サービスの拡充など、
銀行の海外事業に関するニーズは多様化しています。銀行の海外支店または出張所の所在地は、1990年
では「北･中央･南米」と「欧州」で７割弱を占めていましたが、1999年に「アジア等」の割合が５割を
超え、2009年にはその割合が６割弱にまで拡大しています。（図９）

３　減少が続く貸金業登録業者数、減少に転じたクレジットカード発行枚数
　貸金業の登録業者数は、2006年から2010年にかけて段階的に施行された法改正等を契機として、大幅
に減少しています。また、貸付残高も近年減少しており、特に消費者向け貸付残高は2002年の約３分の
１に減少しています。（図１）
　クレジットカードの発行枚数は、2007年から2011年まで増加していましたが、2012年は減少しました。
内訳をみると、銀行系クレジットカード会社各グループの自社カードが最も多く、続いて百貨店、量販
店などの流通系が多くなっています。（図２）

図１ 貸金業登録業者数（東京、全国）･
 貸付残高（全国）の推移

図２ 会社系統別クレジットカード発行枚数の推移（全国）

図８ 金融機関が感じている経営上の課題
　　 （東京、2012年）

図９ 地域別銀行の海外支店･出張所構成比の推移
　　 （全国、2009年）
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４　国際競争が激化する株式市場
（１）　おおむね黒字が続く証券会社の経常損益
　日本証券業協会会員の証券会社による営業収益は、株式市場が堅調であった2006年をピークに減少傾
向です。特に、収益の過半数を占める受入手数料が、株価低迷による株式売買代金の低下に伴い減少し
たことなどが影響しています。しかし、コスト管理強化等により、経常損益はおおむねプラスとなって
います。（図１）
　東京証券取引所における内国株式の売買高は、2005年以降横ばいであり、売買代金は2007年をピーク
に減少しています。売買回転率及び売買代金回転率はいずれも100％を超えているものの低下傾向です。
世界的な景気低迷や円高の影響などに伴い株式市場の取引が低迷していたことがうかがえます。（図２）

（２）　外国法人等の取引が活発化する株式市場
　投資部門別の株式保有比率は、外国法人等が大きく上昇しており、2012年には28.0％となりました。一
方、2003年まで最も高い保有比率であった事業法人等は、2000年以降20％台前半で推移しています。ま
た、1990年代後半まで10％以上を保有していた都銀･地銀等や生命保険会社は、大幅に低下し、近年では
ともに５％未満となりました。2012年は外国法人等、事業法人等、個人･その他、信託銀行で87.6％の株
式を保有しています。（図３）
　東京証券取引所の時価総額は、1990年代前半はニューヨーク証券取引所と大きな差はなく、世界第２
位でした。しかしその後、ニューヨーク証券取引所の時価総額は大幅に増加し、他の市場を大きく引き
離しており、さらに近年では、香港証券取引所や上海証券取引所など、中国市場の存在感が増すなど国
際競争が激化しています。こうした中、東京証券取引所と大阪証券取引所は国際競争力の強化等のため、
2013年１月に経営統合し、日本取引所グループが発足しました。（図４）

図１　証券会社の営業収益、経常損益の推移
　　　（全国）

図２　内国株式売買高、売買代金、売買回転率、
　　　売買代金回転率の推移（東京証券取引所）

図４　証券取引所別時価総額の推移（世界）図３　投資部門別株式保有比率の推移（全国）
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第４節　国際競争が激化する株式市場／第５節　減少する保険業の代理店数

５　減少する保険業の代理店数
（１）　増加する個人保険の収入保険料
　生命保険の募集は保険業法の規定により登録された生命保険募集人である「登録営業職員１」と「代理
店使用人２」が行います。「代理店数」及び「登録営業職員数」は減少している一方、金融ビッグバンの
一環として銀行における窓口販売が段階的に解禁され（2007年12月に全面解禁）、窓口販売が拡大されて
いることを受け、 「代理店使用人数」は増加傾向です。（図１）　
　2008年度以降の生命保険の収入保険料は、収入保険料の６割を占める個人保険の増加に伴い、やや増
加傾向です。一方、保険金等支払金は2009年度以降減少しています。（図２）

（２）　正味支払保険金３が大幅に増加した損害保険
　損害保険業界においても、2001年４月の保険業法の改正により代理店数が大幅に減少した半面、銀行
の窓口販売の解禁を背景に、 「募集従事者数」は大幅に増加しましたが、近年は横ばいです。（図３）
　損害保険の正味収入保険料４は、自動車保険（自動車）と自動車賠償損害責任保険（自賠責）による自動
車関連の保険が半数を占めています。2007年度まではほぼ横ばいでしたが、その後2010年度まで減少し、
2011年度はやや戻しました。一方、正味支払保険金は、2011年度は東日本大震災の影響で大幅に増加し
ています。（図４）

注１ 登録営業職員は、生命保険会社が全国に配置した支社等の下に組織した営業機関に属する営業職員で、生命保険募集人として登録されている人。
注２ 生命保険会社と委託関係にある募集代理店で募集に従事する使用人で、生命保険募集人として登録されている人。
注３ 支払った保険金から再保険により回収した再保険金を控除したもの。
注４ 元受正味保険料（保険契約者との直接の保険契約にかかる収入）に再保険にかかる収支を加味し、収入積立保険料を控除したもの。

図１　経営形態別登録代理店数、代理店使用人数、
　　　登録営業職員数の推移（全国）

図２　生命保険種類別収入保険料、保険金等支払金額
　　　の推移（全国）

図３　経営形態別代理店実在数、募集従事者数の
　　　推移（全国）

図４　損害保険の保険種目別正味収入保険料･
　　　正味支払保険金の推移（全国）
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第７章　不動産業,物品賃貸業

１　オフィスビルが多く、不動産管理業が集積する東京
（１）　小規模事業所の割合が高い不動産業
  東京における不動産業の事業所数及び従業者数を小分類別にみると、事業所数では「貸家業,貸間業」
が最も多くなっており、従業者数では、ビル・マンション等の所有者から委託を受けて経営･保全業務等
を行う「不動産管理業」が多くなっています。（図１）（図１の2006年と2009年の非連続については目次ⅳ
ページの３参照）
　従業者規模による事業所の分布をみると、 「建物売買業,土地売買業」を除くいずれの業種についても、
従業者１～４人規模が全産業の平均を大きく上回っており、 「不動産取引業」、 「不動産賃貸業･管理業」い
ずれも、小規模事業所が比較的多いことがわかります。（図２）

（２）　事業所数、従業者数ともに全国比が大きい東京の不動産管理業　
　事業所数および従業者数の全国比は、 「不動産管理業」において、事業所数、従業者数ともに全産業平
均を大きく上回っており、ビル･マンション等大規模ビルが多い東京に「不動産管理業」を営む事業所が
集中していることがわかります。また、 「建物売買業,土地売買業」、 「不動産代理業･仲介業」、 「不動産賃貸
業」についても、従業者数の全国比が高くなっています。（図３）　
　なお、不動産業の総生産は増加していますが、全国比は横ばいで推移しています。（図４）　

図１　小分類別事業所数･従業者数の推移（東京） 図２　小分類別･従業者規模別事業所数構成比
 （東京、2009年）

図３　小分類別事業所数･従業者数全国比
 （東京、2009年）

図４　不動産業の総生産･全国比の推移（東京）
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（３）　住宅地の取引が多い世田谷区、商業地の取引が多い新宿区
　土地取引の件数と面積はともに、2008年に減少して以降ほぼ横ばいで推移していましたが、2012年の
件数については、前年比で約１割増加しました。（図５）
　2011年の区部における用途別土地取引にかかる面積をみると、商業地は78.7万㎡、住宅地は573.6万㎡、
工業地は50.9万㎡となっており、また、区部における土地取引の総件数は約６万４千件となっています。
地域別では、土地取引面積・件数ともに、世田谷区が最も大きく、そのうち住宅地の取引が約８割を占め
ています。なお、商業地の取引面積は、新宿区が最も大きく、商業地の取引面積全体の約４分の１を占め
ています。工業地の取引面積は、江東区が最も大きく、工業地の取引面積全体の半数を超えています。（図６）

（４）　旧耐震基準設計のオフィスも依然として多い大手町･丸の内･有楽町エリア
　都区部のオフィス･スペースにおいて、大手町･丸の内･有楽町エリアは、棟数は多くないものの延床面
積が大きく、オフィスビルの集積度が高いことがわかります。なお、このエリアは、築10年未満のオフィ
ス・スペースも多い一方で、1981年の建築基準法改正以前に竣工された旧耐震基準設計のオフィス・スペー
スも大きな割合を占めています。（図７）

（５）　2008年度以降低迷するものの、３年連続で増加した不動産証券化市場
　不動産を金融商品化して必要な資金を円滑に調達できるようにするための手法の一つとして、不動産
証券化があります。証券化の対象となる不動産の取得実績は、2007年度まで増加が続いた後、リーマン
ショックにより不動産投資市場が落ち込み、2008年度に大きく減少しました。2012年度は３年度連続で
増加し約3.3兆円となりましたが、2007年度の４割程度の水準にとどまっています。（図８）

図５　土地取引件数、面積の推移（東京） 図６　地域別・用途別土地取引状況（都区部、2011年）

図７　エリア別・築後年別オフィスビル延床面積、
　　　棟数（都区部、2010年）

図８　スキーム別不動産証券化の市場規模の推移
 （全国）
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２　東京のリース１年間契約高は、全国の５割近くを占める
（１）　各種物品賃貸業務の割合が高いリース、産業用機械器具賃貸業務の割合が高いレンタル
　2009年における東京の物品賃貸業は事業所数が３千２百所、従業者数が５万８千人となっています。
小分類別にみると、DVD、CDなどのレンタルや、貸衣装等の賃貸業務が含まれる「その他の物品賃貸業」
が最も多く、事業所数で約４割、従業者数で約３割を占めています。（図１）（図１の2006年と2009年の非
連続については目次ⅳページの３参照）
　リース年間契約高は、2010年において前年と比べ減少しており、 「各種物品賃貸業務」が最も高い割合
を占めています。一方、レンタルの年間売上高は前年と比べほぼ横ばいで、建設用クレーン等の賃貸業
務が含まれる「産業用機械器具賃貸業務」が最も高い割合を占めています。（図２）

（２）　全国シェアが高い東京の事務用機械器具賃貸業務
　リース年間契約高、レンタル年間売上高における東京の全国比は、リース、レンタルともに、複写機
や電子計算機等の賃貸業務が含まれる「事務用機械器具賃貸業務」が７割程度と高い割合を占めています。
東京には多くの企業、事業所が集積しているため、事務用機械器具の賃貸業務が盛んなことがうかがえ
ます。（図３）
　リース年間契約高、レンタル年間売上高について、契約先別にみると、リースは「製造業」が２割近
くを占めるほか、 「卸売業,小売業」、 「サービス業」が１割５分を超えており、これらの業種で全体の過半
数を占めています。一方、レンタルは「建設業」が３割を超えて最も高く、続いて「個人」が高い割合
を占めています。（図４）

注１　リースは物件を使用させる期間が 1 年を超え、契約期間中に解約の申し入れができない賃貸契約。
レンタルは物件を使用させる期間が 1 年未満等、リース以外のもの。

図１　小分類別事業所数・従業者数の推移（東京） 図２　業務別リース年間契約高・レンタル年間売上高の
　　　推移（東京）

図３　業務別リース年間契約高・
　　　レンタル年間売上高全国比（東京、2010年）

図４　契約先別リース年間契約高・レンタル年間売上高
　　　構成比（東京、2010年）
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学術研究,専門･技術サービス業第８章

１　東京に集積する学術研究,専門･技術サービス業
（１）　個人経営が多い「法律事務所,特許事務所」
　学術研究,専門･技術サービス業の2009年の事業所数は、約４万６千所、従業者数は、約43万８千人です。
事業所数、従業者数ともに、 「法律事務所,特許事務所」や「公認会計士事務所,税理士事務所」が含まれる
専門サービス業の割合が最も高く、事業所数では約６割を占めています。（図１）（図１の2006年と2009年
の非連続については、目次ⅳページの３参照）
　小分類別に事業所数をみると、建設コンサルタントなどが含まれる「土木建築サービス業」が８千３百
所と最も多く、 「公認会計士事務所,税理士事務所」が続いています。「法律事務所,特許事務所」をはじめ
多くの業種で全国比が高く、 「学術研究,専門･技術サービス業」全体でも19.3％に達しており、この業種は
東京への集積度が高いことがわかります。また、 「法律事務所,特許事務所」など、いわゆる士業と呼ばれ
る業種では個人事業所の割合が９割以上と高いことも特徴です。（図２）　従業者数は「土木建築サービ
ス業」が最も多く、広告業が続いています。広告業は、事業所数はそれほど多くないものの従業者数は
多いことが特徴です。また、従業者数の全国比が最も高いのは「法律事務所,特許事務所」、次いで「経営
コンサルタント,純粋持株会社１」となっています。（図３）
　また、 「社会保険労務士事務所」、 「公証人役場,司法書士事務所等」等では、９人以下の小規模な事業所
が９割以上を占めている一方、理学、工学、農学、医学･薬学の研究所で構成される「自然科学研究所」
では100人以上の事業所が8.8％を占めるなど、比較的大規模な事業所の割合が高くなっています。（図４）

注１　日本産業分類の一般原則により、いわゆる事業持株会社である事業所のうち経営権を取得した会社に対する管理機能（経営戦略の立案･推進、経営の
管理･指導、経営資源の最適配分等）が中心の事業を行う事業所がここに分類される。

図２　小分類別・経営組織別事業所数、全国比
 （東京、2009年）

図３　小分類別・経営組織別従業者数、全国比
 （東京、2009年）

図４　小分類別・従業者規模別事業所数構成比（東京、2009年）
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（２）　１人当たりの売上高が多い広告業
　中分類別にみて、売上高が最も多いのは「技術サービス業」で13兆円、事業従事者１人当たりの売上
高が最も多いのは「広告業」で５千３百万円となっています。（図５）　都道府県別の売上高では、デザ
イン業務や広告業務は東京が全国の半分以上を占める一方、機械設計業務では15％弱で、１位の愛知に
続き２位にとどまっています。（図６）　また、契約先を産業別にみると、機械設計業務では、製造業が
売上高の４分の３程度と大部分を占めています。一方で、デザイン業務や広告業務は、製造業が３割程
度と最も高い点は同じですが、情報通信業の割合も高く、ホームページのデザインやインターネットを
活用した広告などの需要があることが考えられます。（図７）

（３）　都心、副都心に集積する「法律事務所,特許事務所」、 「デザイン業」、 「広告業」
　東京への集積度の高い業種である「法律事務所,特許事務所」、 「デザイン業」、 「広告業」は、都内でも
特に都心、副都心地域に集積しています。中でも「法律事務所,特許事務所」は都心･副都心地域が90％以
上を占めています。一方、 「デザイン業」は渋谷区の割合が比較的高く、 「公証人役場,司法書士事務所等」
は市町村の地域の割合が２割と比較的高くなっています。（図８）

（４）　デザイン業の売上の中心はグラフィック
　デザイン業の売上高の内訳をみると、ポスター、パンフレット等の「グラフィック」が特に多くなっていま
す。また、デザイン業のいずれの分類についても、全国の売上高の４割以上を東京が占めています。（図９）

図５　中分類別年間売上高、１事業従事者当たり
　　　売上高（全国、2012年）

図６　業務種類別・都道府県別売上高構成比
　　　（全国、2010年）

図７　業種種類別・契約先産業別売上高構成比
 （東京、2010年）

図８　地域別・業種別専門サービス業、広告業
　　　事業所数構成比 （東京、2009年）

図９　業務種類別デザイン業務年間売上高、
　　　全国比（東京、2010年）
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（５）　2012年、広告費はやや持ち直しへ
　全国における広告費は、2008年から世界同時不況を背景に減少が続いていましたが、2012年は前年の
東日本大震災による減少の反動もあり、前年を上回りました。媒体別では、インターネット広告費が
2012年は2005年の２倍以上に増加しています。ロンドンオリンピック等のイベントにおけるインターネッ
ト広告の堅調やスマートフォン等の普及が増加の一因と考えられます。一方で、テレビ、ラジオ、雑誌、
新聞のマスコミ四媒体やプロモーションメディアは2005年と比べて減少しています。（図10）　プロモー
ションメディア広告費の内訳では、 「折込」や、ダイレクトメールにかかる郵便料・配達料である「DM」
の割合が高くなっています。全体的に減少傾向のなか、 「POP」は横ばい傾向となっています。（図11）
　マスコミ四媒体の広告費は、化粧品、石鹸、洗剤などの「化粧品・トイレタリー」が最も割合が高く、「食
品」が続いています。（図12）

（６）　海外からの発注が１割強を占める建設コンサルタント
　土木建築サービス業の事業所数を細分類別にみると、建築コンサルタントが含まれる「建築設計業」
が86.5％と大部分を占めており、「測量業」は8.5％、地質調査業などが含まれる「その他の土木建築サー
ビス業」は5.0％にとどまっています。（図13）
　これら建設関連業（建設コンサルタント、測量業、地質調査業）の契約金額の発注者別の内訳をみると、
どの業種も公共部門との契約の割合が最も高くなっています。一方、建設コンサルタントは海外が１割弱、
地質調査業は国内民間部門が４割強と、それぞれ比較的高くなっています。（図14)

図10　媒体別広告費の推移（全国） 図11　媒体別プロモーションメディア広告費の推移（全国）

図12　業種別広告費の構成比
 （全国、2012年）

図13　細分類別土木建築サービス業事業所数構成比
 （東京、2009年）

図14　業種別・発注者別建設関連業契約金額構成比
 （全国、2012年度）
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第９章　宿泊業,飲食サービス業

１　震災の影響からの回復がみられた2012年の宿泊業
（１）　旅館,ホテルが中心の東京の宿泊業
　宿泊業の業態には、「旅館,ホテル」１や、宿泊場所を多人数で共用する「簡易宿所」２、主として長期間食
事や寝具を提供して宿泊させる「下宿業」、リゾートクラブ、キャンプ場 などを含む「その他の宿泊業」
と様々なものがあります。東京の宿泊業は「旅館,ホテル」が中心となっており、2009年の東京における
事業所数では「旅館,ホテル」が全体の約６割の約２千所、従業者数では全体の約８割の約５万８千人と
なっています。（図１）（図１の2006年と2009年の非連続については目次ⅳページの３参照）

（２）　大型化が進む東京の宿泊業
　東京における旅館･ホテルの推移をみると、施設数ではホテルはおおむね横ばい、旅館は長期的には減
少傾向であるのに対し、客室数はともに増加傾向です。このように旅館、ホテルのいずれも１施設あた
りの客室数が増加し、大型化が進んでいます。（図２）
　旅館業施設数では、東京は長野や北海道、静岡に次いで全国で第４位で、そのうちホテルの施設数は
全国で最も多くなっています。また、ホテルと旅館を合わせた客室数においても、東京は全国で最も多
くなっています。（図３）
　都内のホテルの客室が最も多いのが港区、次いで千代田区、新宿区、中央区と続いています。2000年
代に都心を中心に客室数が増加した原因としては、例えば港区では、品川駅前や汐留の再開発地区に大
型ホテルが開業し、六本木の再開発地区で外資系ホテルが開業するなど、都心部における大規模な再開
発や外資系ホテルの進出等が指摘されています。（図４）

注１　ホテルは洋式、旅館は和式の構造及び設備を主とする施設。ホテルが 10 室以上、旅館が５室以上の客室数を有することが要件。
注２　簡易宿所は宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設。

図１　小分類別宿泊業事業所数、従業者数の推移（東京）図２　旅館･ホテルの施設数、客室数の推移（東京）

図３　都道府県別旅館業施設数及びホテル･旅館客室数
　　　（全国、2011年度）

図４　区市町村別ホテル客室数の推移（東京）
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（３）　2012年は震災前の水準を上回った国内の宿泊者数
  延べ宿泊者数上位６都道府県の中で、東京は、観光目的の宿泊者数の割合が50％未満の施設の宿泊者数
が多く、宿泊者数全体の８割以上を占めています。客室稼働率についても、東京は大阪とともに高くなっ
ています。（図５）
　都道府県別の延べ宿泊者数では、東京は国内･外国人ともに最も多く、特に外国人宿泊者数は2012年に
２位の大阪の約2.6倍となっています。一方、延べ宿泊客数の推移をみると、2012年の国内延べ宿泊客数
は上位６都道府県のうち東京を含めた５都道府県で2010年を上回っており、これらの地域の国内延べ宿
泊客数については震災による落ち込みから回復したことがうかがえます。また、外国人延べ宿泊客数に
ついては、2012年は震災前の水準にほぼ回復していますが、上位６都道府県のうち東京を含めた５都道
府県では2010年を下回っています。（図６）

（４）　厳しい経営環境にある小規模な宿泊業の企業
   宿泊業の企業の営業利益を資本金規模別にみると、資本金１億円以上の企業では、リーマンショック
の時期などにおける落ち込みはあるものの、東日本大震災があった2011年度も前年より営業利益が増え
ており、長期的に比較的安定して推移しています。一方、資本金１千万円以上１億円未満の企業では、
営業利益の変動の幅がより大きくなっています。また、資本金１千万円未満の企業では、過去11年間に
おいて半数以上の年で赤字となっており、厳しい経営環境にあることがわかります。（図７）　

（５）　正社員、正職員の割合が低い宿泊業
　宿泊業に従事する労働者の内訳をみると、正社員･正職員の割合は５割強にとどまる一方、正社員･正
職員以外が３割、臨時雇用者が１割を占めています。また、年齢別の内訳の推移をみると、2007年から
2012年にかけて24歳以下の構成比が２割から１割へと半分近くに減少する一方、35歳以上の構成比は４
割５分から６割弱に上昇しており、高齢化が進んだことがわかります。なお、職業については、飲食物
給仕･身の回り世話から接客、調理、清掃など、多岐にわたっています。（図８）

図５　都道府県別延べ宿泊者数、客室稼働率
　　　（全国、2011年）

図６　都道府県別･国内外別延べ宿泊者数
　　　 (全国、2010･2011･2012年）

図７　資本金規模別宿泊業営業利益の推移
　　　（全国）

図８　従業上の地位別･年齢別･職業別宿泊業労働者数
　　　構成比
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２　市場規模が縮小し、依然厳しい飲食サービス業
（１）　さまざまな飲食店が集まる東京
　2009年の東京における飲食店の事業所数を従業者規模別にみると、従業者１～４人の事業所割合が半
数を超え、５～９人の事業所を含めると約４分の３を占めており、小規模の事業所が中心です。一方、
2001年から2006年までの事業所数の推移を従業者規模別にみると、９人以下の小規模な事業所が減少し
ているものの、10人以上の事業所は増加しており、規模の拡大が進んだことがわかります。また、従業
者数については、2009年時点で20人以上の事業所で働く従業者数が全体の半数弱です。（図１）　（図１の
2006年と2009年の非連続については目次ⅳページの３参照）
　東京における飲食サービス業（飲食店及び持ち帰り･配達飲食サービス業）の中で事業所数が最も多い
のは、 「酒場,ビアホール」で約２万１千所となっており、次いで、 「バー ,キャバレー ,ナイトクラブ」、 「中
華料理店」の順となっています。全国比でみると、西洋料理店やエスニック料理店が含まれる「その他
の専門料理店」が最も高く、次いで「日本料理店」、 「中華料理店」が高いなど、専門料理店で全国比の
高いものが多くなっています。（図２）
　区市町村別の事業所数では、 「日本料理店」や「その他の専門料理店」、 「バー ,キャバレー ,ナイトクラ
ブ」は上位５区への事業所の集中度が高くなっています。港区など都心３区及び新宿はさまざまな飲食
店が集まる一方、渋谷区は「その他の専門料理店」が多いなど、区市町村ごとに特徴がみられます。なお、 

「お好み焼き･焼きそば･たこ焼き店」は足立区、中央区が多くなっています。（図３）
　東京の全国比が特に高い「日本料理店」、 「その他の専門料理店」（旧産業分類では主に西洋料理店）は、
以前に比べると東京の全国比は低下しています。バブル経済以降、東京でも日本料理店や西洋料理店が
増加する一方で、全国では東京を上回る増加があったため、90年代に全国比は低下しました。しかし、
2000年代には、東京も全国も同様に店舗数が減少したため、全国比は横ばい傾向となりました。（図４）

図１　従業者規模別飲食店事業所数、従業者数
　　　の推移（東京）

図２　小･細分類別飲食サービス業事業所数、全国比
　　　（東京、2009年）

図３　区市町村別細分類別飲食サービス業事業所数（東京、2009年）
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（２）　近年やや縮小傾向の外食産業市場規模
　都民の生計支出のうち、食費の内訳についてみると、家庭で素材から調理して作る「内食」の割合は
2000年から2012年にかけて緩やかな減少傾向にあります。これに対し「外食」や、調理食品を家庭で食
べる「中食」、そして「菓子類･飲料･酒類」の割合は少しずつ増加しており、食生活の変化が見受けられ
ます。また、前年比をみると、「中食」は４年連続で増加しており、 「外食」は震災の影響等で落ち込んだ
前年の反動等から、2012年は前年に比べ大きく増加しています。（図５）
　全国における外食産業の市場規模は、1997年をピークにその後縮小が続いています。ここ数年はやや
縮小傾向で推移しましたが、2012年の市場規模は約23.2兆円となり前年に比べ増加しました。内訳をみる
と、食堂･レストランなどの「飲食店」の割合が高く、近年では５割強を占めています。（図６）

（３）　正社員･正職員の割合が低い飲食サービス業
　飲食サービス業に従事する労働者の内訳をみると、正社員･正職員の構成比は２割強と、他の業種に比
べても低くなっている一方、正社員･正職員以外は約６割を占めています。正社員･正職員以外と臨時雇
用者を合わせると、正社員･正職員の３倍以上にのぼり全体の３分の２を占めています。また、年齢別
にみると、2007年から2012年にかけて、24歳以下の若い世代が減少する一方、35歳以上は増加しており、
年齢が上昇したことがわかります。なお、職業別では、全体の過半数は調理人であり、そのほかでは「飲
食物給仕･身の回り世話従事者」が３割弱を占めています。（図７）

図４　日本料理･西洋料理店舗数･全国比の
　　　推移（東京）

図５　種類別食費構成比、前年比の推移（東京）

図７　従業上の地位別･年齢別･職業別飲食サービス
　　　業労働者数構成比

図６ 外食産業市場規模の推移（全国）
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第10章 生活関連サービス業,娯楽業
１　東京には様々な文化･芸能･スポーツを提供する事業所や従業者が集積

（１）　個人業主の割合が高い「理容業」・「美容業」、女性従業者の割合が高い「洗濯業」・「美容業」
　「生活関連サービス業,娯楽業」には、主として個人に対し、日常生活や娯楽、余暇利用に関連する技能
や技術、または施設を提供するサービスを行う事業所が分類されます。東京の「生活関連サービス業,娯
楽業」の事業所数、従業者数は、2001年から2006年までほぼ横ばいでした。2009年は事業所数が４万9,600
所、従業者数が36万６千人となっています。中分類別では、事業所数は「洗濯･理容･美容･浴場業」が多く、
全体の約７割を占めています。従業者数は「洗濯･理容･美容･浴場業」と「娯楽業」が約４割ずつを占め
ています。（図１）（図１の2006年総数と2009年総数の非連続については目次ⅳページの３参照）
　小分類別の事業所数、従業者数は、 「美容業」や「洗濯業」等で多くなっています。事業所数の全国比は、
多くの業種が20％以下の中、劇場や劇団、楽団などを含む「興行場,興行団」が47.1％と高くなっています。
従業者数の全国比も、 「興行場,興行団」が49.5％と高く、 「旅行業」が31.8％と続いています。また、 「生活
関連サービス業,娯楽業」では、全産業平均に比べ多くの業種で女性従業者の割合が高く、その中でもエ
ステティックサロンやネイルサロンなどが含まれる「その他の洗濯･理容･美容･浴場業」は約８割が女性
従業者です。「美容業」、 「洗濯業」や、食品賃加工業、結婚相談所などが含まれる「他に分類されない生
活関連サービス業」でも約６割が女性従業者となっています。（図２～４）

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移
　　　（東京）

図２　小分類別事業所数･全国比（東京、2009年）

図３　小分類別従業者数･全国比（東京、2009年） 図４　小分類別･男女別･従業上の地位別従業者数
　　　構成比（東京、2009年）
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（２）　増加が続く美容所数･美容師数、減少が続く理容所数･理容師数
　東京における美容所数、従業美容師数は年々増加しており、美容所数は2011年度は2000年度の約1.2倍、
従業美容師数は約1.5倍に増加しました。一方、理容所数、従業理容師数は緩やかな減少が続いており、
美容所数、従業美容師数との差は年々拡大しています。（図５）
　全国の「美容」、 「理容」、 「公衆浴場」そして「クリーニング」における2007年以降の売上DIは、全て
の業種でマイナスが続いています。2008年以降、特に大きく低下し、2010年まで低迷が続いていました。
2011年に入り上昇傾向になったものの、2012年以降は再び低下傾向です。（図６）

（３）　東京方面への旅行は回復傾向
　「旅行業」１の登録は業務の範囲により、観光庁長官の登録が必要となる第１種旅行業と、営業所所在地
の都道府県知事の登録が必要となる第２種旅行業、第３種旅行業、旅行業者代理業があります（2012年
度時点）。主たる営業所が東京にある旅行業者数、旅行業者代理業者数は、第３種旅行業者が最も多く、
旅行業者等の半数以上を占めています。また、2007年から2011年にかけて、第２種旅行業者を除き減少
傾向となっています。（図７）
　全国の旅行市場の業況DIは、世界的な景気後退の影響を受けた2008年から2009年と、東日本大震災の
影響を受けた2011年に大きく低下しました。その後は国内旅行、海外旅行いずれも回復傾向でした。し
かし、中国や韓国関連の旅行市場の冷え込みなどにより、2012年の第４四半期には、プラスとなってい
た海外旅行がマイナスに転じました。2013年の第１四半期は、東京方面への国内旅行はプラスとなって
います。（図８）

注１　第１種旅行業者は海外・国内のパック旅行及び乗車船券等の販売等、第２種旅行業者は国内のみのパック旅行及び乗車船券等の販売等、第３種旅行業
者は催行区域が営業所のある市町村とその隣接市町村に設定されたパック旅行及び乗車船券等の販売等、旅行業者代理業者は特定の旅行業者を代理し
た旅行商品の販売を行う。

図５　理容･美容所数、従業理容師･美容師数
　　　の推移（東京）

図６　クリーニング･公衆浴場･美容･理容売上
　　　ＤＩの推移（全国）

図８　旅行市場の業況ＤＩの推移（全国）図７　旅行業者、旅行業者代理業者数の推移
　　　(東京）
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（４）　全国の売上高の過半数を占める東京の「興行場,興行団業務」
　「娯楽業」の業種別の年間売上高は、劇場や劇団、楽団などが含まれる「興行場,興行団業務」が最も多
く４千億円を超え、全国比も50％以上の高い割合です。2009年と2010年を比べると、 「興行場,興行団業
務」、 「スポーツ施設提供業務」は売上高、全国比ともに減少しています。一方、 「冠婚葬祭業務」、 「映画
館業務」、 「公園、遊園地･テーマパーク業務」は売上高、全国比ともに増加しています。特に「冠婚葬祭
業務」の売上高は、３割以上の増加です。（図９）
　東京には、俳優、劇団、楽団、プロ野球団などの、文化芸能やスポーツ等を営む事業所や従業者が多く、
またこれらの公演、観戦を提供する場も数多くあります。
　これらの「興行場」や「興行団」による都道府県別の年間興行回数、入場可能定員数は、東京が圧倒
的に多く、またその年間入場者数は他の道府県の３倍以上、売上高は約10倍となっています。なお、売
上高の内訳は、演芸場、ライブハウス、相撲興行場、プロ野球場などの「興行場」が約３割を占めてお
り最も高く、 「劇団」、 「コンサート・ツアー業」が続いています。（図10、11）

（５）　娯楽市場の中で大きな割合を占めるゲーム市場
　次に娯楽市場は、2000年から2004年までの横ばいから、2005年以降縮小が続いており、2011年は2000
年の約３分の２となっています。なお、娯楽市場の中ではゲーム市場が全体の約７割と、最も大きな割
合を占めています。（図12）

図９　娯楽業業種別年間売上高、全国比
　　　（東京、2009･2010年）

図10　都道府県別興行場,興行団入場可能定員数･
　　　年間興行回数･年間入場者数（全国、2010年）

図11　都道府県別興行場･興行団年間売上高、
　　　売上高構成比（全国、2010年）

図12　部門別娯楽市場の推移（全国）
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教育,学習支援業第11章

１　専修学校、各種学校、高等教育機関が集積する東京
（１） 　事業所数の多い「その他の教育,学習支援業」、従業者数の多い「学校教育」
　「教育,学習支援業」の事業所数、従業者数は2001年から2006年までの間でともに増加しました。2009年
の事業所数は２万２百所、従業者数は45万２千人となっています。中分類別にみると、事業所数では学
習塾、音楽教室、書道教室などの「その他の教育,学習支援業」がおよそ４分の３を占めています。一方、
従業者数では「学校教育」がおよそ３分の２を占めています。（図１）（図１の2006年総数と2009年総数の
非連続については目次ⅳページの３参照）

（２） 　比較的女性従業者比率が高い「教育,学習支援業」
　「教育,学習支援業」は、就業者のうち女性が５割を超えており、比較的女性従業者比率の高い産業で
す。特に、音楽、書道教授業が含まれる「教養・技能教授業」で７割超、 「社会教育」で６割超と高くなっ
ています。また、正規の職員・従業員の比率は男女合わせて、「学校教育」で８割弱、 「職業・教育支援施設」
で７割強と高い一方で、 「教養・技能教授業」は１割台、「学習塾」は約２割にとどまっています。また、
どの業種においても女性は男性よりも「パート・アルバイト・その他」の比率が高くなっています。（図２）

（３）　 東京に集積する専修学校、各種学校、高等教育機関
　「学校教育」の事業所のうち、小学校では９割以上、中学校では８割弱を国公立が占めています。一方、
専修学校や、洋裁学校や理容・美容学校などを含む各種学校、大学や短大などを含む高等教育機関は私立が
圧倒的に多くなっています。また、東京の専修学校、各種学校、高等教育機関の全国比は、学校数で１割
を超え、在学者数では２割前後と、これらの学校が東京に多く集積していることがわかります。（図３、４）

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京） 図２　男女別･小分類別･従業上の地位別就業者数
　　　構成比（全国、2010年）

図３　学校設置者別学校数、全国比
　　　（東京、2012年度）

図４　学校設置者別在学者数、全国比
　　　（東京、2012年度）
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２　少子化による18歳人口の減少に直面する大学
（１）　18歳人口が減少する中、入学者の確保が課題
　少子化の進展により、18歳人口は減少を続けており、2012年度は2001年度と比べ２割以上減少しました。
一方で、大学進学率は2010年度までは上昇傾向で推移していました。しかしながら、2012年度は前年度
と比べ減少しており、今後も18歳人口の減少は続くと考えられるため、大学等の経営環境はますます厳
しくなっていくと考えられます。（図１）
　このような中で、全国の私立大学における定員割れ学校数の割合は上昇傾向で推移しています。1990
年度に4.1％であった定員割れ学校数の割合は、2000年度以降、大きく上昇し、2012年度には45.8％とな
りました。合格者数に対する実際の入学者数の割合である歩留率は2012年度には42.5％と低下しており、
多くの私立大学にとって、入学者を確保することが難しくなっている状況がうかがえます。（図２）
　大学入学者についてみると、女子学生の占める割合は上昇を続けています。また、専攻分野別にみると、
入学者数が多いのは、社会科学、工学、人文科学ですが、いずれも減少傾向で推移しています。一方で、
医学、薬学、看護等の保健系学科の入学者数は、大きく増加し、2012年度の入学者数は、2001年度の倍
近くになりました。また、グローバル人材の育成を掲げる国際関係学部等を含む「その他の学科」の入
学者数も大きく伸びています。（図３）

（２）　社会に開かれた高等教育、グローバル化を推進する大学
　このように厳しい環境下にある大学ですが、グローバル化や知識基盤社会の進展とともに、期待される
役割が大きくなっています。高度な専門知識を身につける必要性が高まったことから、社会人の学び直し
のニーズが高まり、大学院における社会人学生の割合は増加傾向で、2012年度には約２割となりました。専
攻分野によって社会人学生の数、占める割合は大きく異なっており、医･歯学分野や、法科大学院などの専
門職学位課程が設置されている社会科学分野等で、社会人学生の占める割合が高くなっています。（図４）

図１　18歳人口、高等教育機関入学者数、
　　　進学率の推移（全国）

図２　入学定員充足率別私立大学数の推移
　　　（全国）

図３　関係学科別大学入学者数、大学入学者に
　　　占める女子学生割合の推移（全国）

図４　専攻分野別大学院における社会人学生数
　　　（全国、2012年）
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第２節　少子化による18歳人口の減少に直面する大学／第３節　多岐にわたる「その他の教育,学習支援業」

　また、グローバル化が加速する中で、現地での教育活動、情報収集、留学生の募集や海外研修等の目
的で、大学が海外に設置している拠点の数は年々増加しています。海外拠点の所在国としては、中国が
最も多く４分の１以上を占めています。しかし、活動目的に合わせて様々な国に設置されており、その
数は60か国近くに及んでいます。（図５）
３　多岐にわたる「その他の教育,学習支援業」
　「その他の教育,学習支援業」の中で「社会教育」に分類される施設数は、図書館や博物館などが増加傾
向である一方、公民館や文化会館などは減少傾向で推移しています。「社会教育」は、国や地方公共団体
などの公営の事業所が過半数を占めています。しかし、近年では指定管理者制度の導入により公営施設
においても民間の力を取り入れている施設も増加しています。（図１）
　「その他の教育,学習支援業」の中で、 「職業・教育支援施設」、 「学習塾」、 「教養・技能教授業」に分類され
る業種の東京における事業所数、従業者数をみると、 「学習塾」が最も多く、事業所数で約４千所、従業
者数で約４万８千人となっています。「職業・教育支援施設」は事業所数で１割強、従業者数で４割強が
公営である一方、 「学習塾」、 「教養･技能教授業」では民営が大半を占めています。全国比については、事
業所数よりも従業者数で高い傾向があり、特に「外国語会話教授業」、 「その他の教養・技能教授業」では
従業者数の全国比が25％を超えています。（図２）
　また、業種別の売上高構成比については、 「生花・茶道、カルチャーセンター」では東京は大阪に次い
で第２位ですが、それ以外の業種では第１位となっています。特に「音楽」、 「外国語会話」、 「家庭教師・そ
の他」の業種では、東京の売上高は全国の２割を超え高い割合を占めています。（図３）

図１　社会教育関係施設における施設数の
　　　推移（東京）

図２　業種別事業所数、従業者数、全国比（東京、2009年）

図５　大学の海外における拠点数の推移（全国）

図３　都道府県別･業種別売上高構成比
　　　（全国、2010年）
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医療,福祉第12章

１　少子高齢化、共働きの増加などにともない、ニーズが拡大する「医療,福祉」
　東京の「医療,福祉」の事業所数、従業者数はともに2001年から2006年にかけて増加しました。2009年
には事業所数が４万１千所、従業者数が65万７千人となっています。中分類別では「医療業」が多く、
事業所数の７割以上、従業者数の５割以上を占めています。（図１）（図１の2006年総数と2009年総数の非
連続については目次ⅳページの３参照）
　業種別の内訳をみると、事業所数は「一般診療所」、 「歯科診療所」、 「療術業」で多く、従業者数は「病
院」、 「老人福祉･介護事業」で多くなっています。また、 「医療,福祉」は女性従業者比率が71.1％と高く、
全産業平均の38.9％を大きく上回っています。業種別の女性従業者比率は「児童福祉事業」が89.6％、 「助
産･看護業」が86.9％と９割近いほか、すべての業種で全産業平均を上回っています。（図２、３）
　消費支出についても、総額が減少する中で、医療や保健関連の支出額は増加しています。東京の１世
帯当たり１か月間の「保健医療」に対する支出額の全体に占める割合は、2012年には4.8％と、20年前の
2.9％、10年前の3.8％に比べ上昇しています。（図４）
　「医療,福祉」関連産業は、高齢化の進展や共働きの増加などの社会の変化により、ニーズが拡大し、今
後の成長産業として期待されます。しかし現在、従業員１人当たりの付加価値額は、 「全産業（除く金融
保険業）」や「非製造業」と比べて半分程度にとどまり、さらに近年低下傾向にあります。人が人を支え
る産業である「医療,福祉」は、労働集約的で雇用誘発効果は高いものの、１人当たりの付加価値は上昇
しにくい傾向があります。（図５）

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京）

図２　業種別事業所数、全国比（東京、2009年）

図３　業種別･男女別従業者数、全国比、
　　　女性従業者比率（東京、2009年）

図４　１世帯当たり１か月間の保健医療に対する
　　　支出額推移（東京）

図５ 業種別従業員一人当たり付加価値額の推移
（全国）
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第１節　少子高齢化、共働きの増加などにともない、ニーズが拡大する「医療,福祉」
第２節　高齢化の進展、医療技術の進歩がもたらす環境変化

２　高齢化の進展、医療技術の進歩がもたらす環境変化
（１）　病床数は減少傾向、医療専門職従事者数は増加傾向
　東京の病院数は減少傾向で推移しています。一方、診療所（入院施設が無い、又は入院施設が患者数
19人以下の施設）数は、一般、歯科ともに増加傾向でしたが、2000年代後半以降はおおむね横ばいです。
また、病床数は病院、一般診療所ともに減少傾向です。（図１）
　東京で働く医療専門職従事者数はおおむね増加傾向で推移しており、2010年度は1996年度に比べ医師
は30％、看護師は62％、薬剤師数は53％増加しました。しかし、医療現場には、医療の高度化、複雑化
に伴う業務の増大など、従業者数の増加だけでは解決できない課題も数多くあります。（図２）

（２）　増加が続く医療費
　日本の年間医療費の総額は、高齢化と医療技術の高度化に伴い増加し、４年連続で過去最高を更新し
ています。2010年度は約37兆円となり、国民所得に対する比率は10.7％に上昇しました。（図３）
　概算医療費とは、国民医療費から全額自己負担の医療や労災医療の費用などを除いた金額で、国民医
療費の98％程度を占めています。2011年度の東京の概算医療費は3.9兆円でしたが、そのうち７割強が医
科、１割弱が歯科、調剤が約２割となっています。（図４）
　なお、新しい医療技術への期待の高まりなどを背景として、先進医療１の実施医療機関数や、全額自己
負担となる「先進医療及び旧高度先進医療の総額」は増加しています。（図５）
　診療報酬の引き下げなどにより、病院の経営は厳しい状況が続いていました。黒字病院の割合は、医療法
人では７割から９割前後、自治体病院は2008年度までは２割から３割台の低水準でした。しかし、2010年度
には、診療報酬の引き上げや病院の経営改善努力などの結果、医療法人では一般病院及びケアミックス病院
で黒字病院比率が改善傾向を示し、自治体病院でも黒字病院比率が５割以上まで改善しています。（図６）

注１　将来的な保険導入のための評価を行うものとして、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術等と保険診療との併用を一定の基準のもとに認め
たもの。医療技術ごとに対象となる疾患・症状等と実施する医療機関が限定される。

図１　種類別医療施設数･病床数の推移（東京） 図２　医療専門職従事者数の推移（東京）

図３　国民医療費、国民所得に
　　　対する比率の推移（全国）

図４ 診療種類別概算医療費構成比
（東京、2011年度）

図５　先進医療実施医療機関
　　　数、患者数、総金額の
　　　推移（全国）

図６　病院種別黒字病院比率の
　　　推移（全国）
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　日本の医療費の対GDP比率は先進各国の中では低く、OECD諸国の平均程度にとどまっています。また、日本
は、人口１人当たりの医療費はOECD平均値を下回るにもかかわらず、平均寿命は長くなっています。（図７）
　日本の医療現場には、医師の地域、診療科による偏在や、勤務医の過重労働などの問題があります。
勤務医の約４割が週に60時間以上、約１割は80時間以上働いています。１週間当たりの実労働時間は、「政
令指定都市･東京23区」では他の地域より長くなっています。また、診療科による実労働時間の差も大きく、
救急科は精神科より約15時間長くなっています。なお、救急科や脳神経外科、小児科、外科、呼吸器科･
消化器科･循環器科では、勤務医の約半数が週に60時間以上働いています。（図８）
３　共働きの増加などによる、保育ニーズの増加と多様化
　東京の保育所数と保育所定員総数は増加が続いており、2012年は認証保育所１を含めて約２千５百所、
約20万９千人となりました。認可保育所は2003年から2012年にかけて約15％増加していますが、認証保
育所は同じ期間に４倍以上へと、より大幅に増加しています。（図１）
　共働きの増加などにともない保育ニーズは高まり、保育所入所申込率は３割を超えています。保育所
定員総数の増加にも関わらず、2009年以降、待機児童数は７千人を超える高い水準で推移し、そのうち
０～２歳児が約９割を占めています。（図２）
　また保護者の就労形態の多様化にともなう延長保育や夜間保育の需要に対応するため、保育所の開所時
間は長くなっています。東京では、認可保育所において開所時間が12時間を超える割合が2001年の3.6％か
ら2011年は23.8％まで上昇しているほか、13時間の開所を基本とする認証保育所も増加しています。（図３）

注１　認証保育所とは、2001 年５月に発足した、現在の認可保育所だけでは応えきれていない大都市のニーズに対応しようとする都独自の制度で、大都市
の特性に着目した都独自の基準（認証基準）を設定し、企業の経営感覚の発揮により、多様化する保育ニーズに応えることのできる新しいスタイルの
保育所をいう。

図１　保育所数･保育所定員の
　　　推移（東京）

図７　医療費対ＧＤＰ比率、人口１人当たり
　　　医療費と平均寿命（世界、2010年）

図８　地域別･診療科別１週間当たり勤務医実労働時間
　　　数構成比（全国、2011年）

図２　待機児童数･保育所入所
　　　申込率の推移（東京）

図３　開所時間別保育所数構成比
　　　（東京･全国、2001･2011年）
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第３節　共働きの増加などによる、保育ニーズの増加と多様化／第４節　介護市場の拡大にもかかわらず、伸び悩む賃金

　また、共働きの増加により学童クラブのニーズも高まっています。学童クラブは、保護者が昼間家庭に
いない主に10歳未満の小学生に、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、
健全育成を図る事業です。この学童クラブの施設数、登録児数は、ともに増加傾向で推移しています。（図４）
４　介護市場の拡大にもかかわらず、伸び悩む賃金
　介護保険事業者として指定（認可）を受けた事業者数は、在宅での介護を中心とする居宅サービス事
業者を中心に増加しています。内訳をみると、居宅サービス事業者の中で最も多い訪問介護事業者数は
2000年代半ば以降頭打ちですが、通所介護事業者数が大きく増加しています。なお、介護保険事業者の
３分の２は、営利法人が経営しています。（図１）
　2012年の東京の介護給付、予防給付は、2002年と比較して７割以上増加しています。特に居宅（介護予防）
サービスは２倍以上に増加しています。（図２）
　一方、介護サービス関連事業の職に従事する労働者は女性が多く、介護支援専門員（ケアマネージャー）、
ホームヘルパーの約８割、福祉施設介護員の７割弱が女性です。また、年齢別では福祉施設介護員は全
産業平均に比べ34歳以下の若年層の割合が高い一方、介護支援専門員（ケアマネージャー）、ホームヘル
パーは高年齢層の割合が高く、50歳以上が４割弱を占めています。（図３）
　また、介護サービス関連職種の賃金は、いずれも全産業平均を下回っています。そして2012年の賃金
は2001年と比べ、介護支援専門員（ケアマネージャー）が14.1％、ホームヘルパーは6.4％、福祉施設介
護員は10.4％下落しており、いずれも全産業平均の下落率6.0％を上回っています。市場規模は拡大して
いるものの、介護サービス関連事業で働く労働者の賃金は伸び悩んでいることがわかります。（図４）

図４　学童クラブ施設数･登録児数
　　　の推移（東京）

図１　介護保険事業別指定事業者数の推移（東京）

図４　職種別賃金の推移（全国）

図３　介護関連労働者の性別･年齢別構成比（全国、2012年）
図２　介護給付･予防給付の推移

　　　（東京）
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第13章　サービス業（他に分類されないもの）

１　東京に集積する様々なサービス業
（１）　東京、特に都心３区に集中する「職業紹介･労働者派遣業」
　東京における「他の産業分類に分類されないサービス業」の事業所数は、2001年から2006年までほぼ
横ばいでした。2009年は約４万所となっており、そのうち約40％を「その他の事業サービス業」が占め
ています。一方、従業者数は、2001年から2006年まで増加傾向となっていました。2009年には約91万人
となっており、そのうち約55％を「その他の事業サービス業」、約25％を「職業紹介･労働者派遣業」が
占めています。（図１）（図１の2006年総数と2009年総数の非連続については目次ⅳページの３参照）
　サービス産業は、市場の新たなニーズに対応し、多種多様に展開されています。サービス業の事業所は、
需要の多い地域やサービスを提供するにあたり利便性が高い地域に集まる傾向が見られます。小分類ご
とに立地の特徴をみると、 「職業紹介業」、 「労働者派遣業」は、都心３区の割合が非常に高く約４割となっ
ています。また、 「自動車整備業」や「機械等修理業」は、比較的様々な地域に立地しています。（図２）
　小分類別の事業所数は、「他に分類されない事業サービス業」が最も多く、次いで「建物サービス業」
が続いています。従業者数は、 「建物サービス業」、 「労働者派遣業」、 「他に分類されない事業サービス業」
で多くなっています。事業所数、従業者数の全国比は、中分類別で「その他の事業サービス業」に含ま
れるものを中心として20％前後と高いものが見られます。多くの企業や人が集積する東京では多様なニー
ズを反映し、様々な種類のサービス業が展開されていることがうかがえます。（図３、４）

（２）　職業紹介と労働者派遣事業の事業所数は増加傾向が頭打ち
　車検や定期点検を行なう自動車分解整備業は、2012年度の全国の売上高が対前年度比で5.4％減少し、5.3

図１　中分類別事業所数･従業者数の推移（東京）

図２　地域別･小分類別サービス業事業所数構成比
 　　　（東京、2009年）

図３　小分類別事業所数、全国比（東京、2009年）

図４　小分類別従業者数、全国比（東京、2009年）
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兆円となりました。デフレの影響や、自動車数の減少、維持費の安い軽･小型車の増加等が売上高の減少
の主な要因と考えられます。事業場数は緩やかな増加傾向です。売上高が減少する中で、業界内の競争
はますます厳しくなっています。（図５）
　労働者に職業をあっせんする事業である職業紹介事業は、東京、全国ともに2005年から2008年まで事
業所数は増加し、その後、ほぼ横ばいとなっています。手数料収入、常用就職件数は、2008年度から
2009年度にかけて減少し、2010年度以降は増加に転じています。（図６）
　東京における労働者派遣事業の事業所数は、特定労働者派遣事業（派遣労働者が常時雇用される労働
者のみ）は増加を続けており、一般労働者派遣事業（特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業）は
2008年度をピークに減少に転じました。売上高では、特定労働者派遣事業が増加傾向となっている一方、
一般労働者派遣事業は2010年度に対前年度比27％減と大きく減少しており、リーマンショック後の雇用
情勢の悪化等が影響していると考えられます。2009年３月に「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
と「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の改正指針が適用、2012年10月には派遣労働者保護を明記し
た改正労働者派遣法が施行されるなど、労働者派遣事業を取り巻く環境は変化が続いています。（図７）
　建物サービス業に含まれるビルメンテナンス業をみると、全国の年間業界総売上は、近年ほぼ横ばいで、
2011年は3.5兆円となりました。大規模なオフィスビルが集まる東京では、１社当たりの平均売上（月商）
は全国を大きく上回っています。2008年をピークに減少が続いていたものの、2012年は４年ぶりに増加し、
2.2億円となっています。（図８）
　警備業は、近年の民間の警備意識の高まり等により需要が拡大しており、全国の総売上高は2007年ま
で増加を続けました。その後、景気動向の影響もあり、2008年、2009年とやや減少したものの、2010年
以降、再び増加傾向に転じています。（図９）

図５　業態別自動車分解整備業の売上高、
　　　事業場数の推移（全国）

図６　職業紹介事業所数（東京･全国）、
　　　常用就職件数、手数料収入の推移（全国）

図７　労働者派遣事業の事業所数･売上高の推移
 　　　（東京）

図８　ビルメンテナンス業１社平均売上（月商）、
　　　年間業界総売上の推移（東京･全国）

図９　警備業総売上高の推移（全国）
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１　地域の特性を活かした東京の農林水産業
（１）　バラエティに富んだ東京の農林水産物
　東京の農林水産業は、大消費地に近い立地条件を活かし、バラエティに富んだ産物を数多く生産して
います。
　地域ごとにみると、西多摩地域では「木材」や「わさび」などが生産されています。また、畜産も営
まれており「豚肉」や「鶏卵」などを供給しています。北多摩、南多摩地域では、「コマツナ」や「ほう
れんそう」等の軟弱野菜や、 「なし」、 「ブドウ」、 「ブルーベリー」等の果樹が生産されています。
　市街化が進んだ区部では、世田谷区、練馬区や江戸川区、葛飾区などで農業が営まれており、「コマツナ」
等の軟弱野菜、 「アサガオ」の鉢物や「夏ギク」の切り花など江戸の伝統を伝える花き類などが生産され
ています。また東京湾では、 「アサリ」や「あなご」などが漁獲されています。
　伊豆諸島と小笠原諸島からなる東京の島しょ地域では、島々の風土や気候に根ざした農林水産業が行わ
れています。伊豆諸島では、「フェニックス･ロベレニー」や「レザーファン」などの花き類や「アシタ
バ」などの野菜が生産されています。小笠原諸島では、亜熱帯性の気候をいかし、「パッションフルー
ツ」などの果樹の生産が行われています。また、島しょ地域の周辺の海域は、複雑な海底地形と黒潮など
の海流とが相まって日本有数の好漁場が形成されており、多種多様な魚種が生息しています。島しょ地域で
は、「いせえび」や「たかべ」、「とびうお」等が漁獲され、東京の水産業の中心を担っています。（図１）

図１　主な農林水産物の地域別分布（東京）
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　東京の品目別の生産額（産出額）をみると、農産物では、「コマツナ」や「ほうれんそう」など、新鮮さ
が重視され、かつ農地面積が小さくても一定の生産量を確保できる葉物野菜が多く生産されています。林
産物では、多摩地域で生産される「きのこ類」や「素材」、島しょ地域で生産される「ツバキ油」が上位
を占めています。また、水産物では、伊豆諸島で水揚げされる「きんめだい」が１位となっています。（図２）

（２）　高齢化が進む農林水産業
　農業、林業、漁業ともに55歳以上の就業者の割合が全産業平均に比べて高く、高齢化が進んでいます。
特に、農業では70歳以上の割合が３割近くを占めています。（図３）

（３）　加工や販売等、新たな取組を行う農業者
　生産者が加工や流通、販売までを手がけ収益性を高めることは、農業の競争力を強化する方法の一つ
です。「直接販売」については約５割の農業者が既に取り組んでいるほか、今後取り組みたいとする回答
を含めると８割以上の農業者が関心を持っています。また、取り組みに当たっての課題としては、ノウ
ハウや技術、資金に関することをあげる回答が多くなっています。（図４）
　加工･販売等への進出による農業者の収入の変化をみると、 「農家レストラン」、 「観光農園」、 「直接
販売」、 「農産物加工」のいずれも「１～３割程度の増収」が最も多くなっています。また、 「農家レスト
ラン」は、 「５割以上の増収」と回答した人が２割を超えており、他に比べ多くなっています。（図５） 
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図２　種類別・品目別・農林水産物産出額、
　　　生産額（東京、2011年）

図３　産業別・年齢別・就業者数構成比（東京、2010年）

図４　農業者の加工・販売等への進出の取組と課題
 （全国、2010年度）

図５　加工・販売等への進出による農業者の
　　　収入の変化（全国、2012年）
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２　都市農業として様々な役割を果たす東京の農業と畜産業
（１）　増加する認定農業者数
　東京の耕地面積、農家数、農業就業人口は、いずれも1975年から2010年にかけて減少しています。耕
地のなかでは、畑と田は減少していますが、樹園地はあまり変化していません。また、東京の2010年の
田の面積は全国で最も少なく、299ヘクタールにとどまります。他県に比べ田の比重が小さく、畑作や果
樹中心の農業が行われていることが東京の農業の特徴といえます。（図１）
　東京の耕地面積の４分の３以上は多摩地域にあり、特に八王子市や町田市の比率が高くなっています。
島しょ地域にも東京都全体の約15％に当たる1,132ヘクタールの耕地があり、その中では、八丈町の割合
が最も高くなっています。（図２）
　農業就業人口が減少する中、認定農業者（経営体）は、2001年度から2012年度にかけて３倍近くに増
加しています。認定農業者とは、効率的で安定した農業経営を目指す農業者を支援するための制度１で、
認定農業者になると国や都、区市町村等から様々な支援を受けることができます。認定農業者は、今後
の東京の農業を担う中核として期待されています。（図３）

（２）　農業の産出額は減少傾向
　東京の農業産出額は、耕地面積や農業就業人口の減少にともない、年ごとのばらつきはあるものの、
おおむね減少傾向で推移しています。東京は他県と比べ土地代が高く、規模の面で競争優位を得るのが
難しいのですが、大量消費地に近く、輸送時間や輸送コストが少ないメリットを活かし、野菜や花きを
中心に生産が行われています。野菜は東京の生産総額の５割以上、花きは２割弱を占めています。なお、
生産物の種類ごとに産出額の推移をみると、野菜や花き、畜産は減少している一方、果実は増加し、い
も類は横ばい傾向となっています。（図４）

（３）　農家数は減少する一方、農業へ新規参入する法人は増加
　東京の農家の８割以上が、農業以外にも収入がある兼業農家です。一方、世帯員の中に兼業従事者が１
人もいない専業農家の数は減少しているものの、農家数全体に占めるその割合は上昇しています。（図５）

第14章　農林水産業

注１：農業者自らが作成する「経営を改善するための計画」が農業経営基盤強化促進法に基づき適切であるとして、区市町村から認定を受けたものを認定農
業者という。

図１　耕地面積・農家数・農業就業人口の推移
 （東京）

図２　地域別耕地面積割合（東京、2010年）

図３　地域別認定農業者（経営体）数の推移
 （東京）

図４　種類別農業産出額の推移（東京）
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第２節　都市農業として様々な役割を果たす東京の農業と畜産業

　農業への参入を促進し限りある農地を有効利用する観点から、2009年12月に農地法が改正され、同年
施行されました。改正された農地法では、農業生産法人以外の一般法人も、一定の要件を満たせば全国
どこでも農業に参入できるようになるなど、新規参入の規制が大幅に緩和されています。改正農地法の
施行以降、新たに農業に参入した一般法人は2012年12月の時点で1,000法人を超えています。（図６）

（４）　直接販売が盛んな東京の農家
　農産物の出荷先のうち農協の割合は、全国では約７割ですが、東京では約３割にとどまっています。
一方、消費者への直接販売は、全国が約２割に対し、東京では約６割に達しています。（図７）

（５）　多様な役割を果たす東京の農業
　都市農業は、新鮮な農産物の供給に加え、緑豊かな農地による環境や生態系の保全、災害時の貴重な
防災空間の提供など、多面的な機能にも期待が寄せられています。都市に近く人口が多い等のメリット
を活かし、農業を都民の暮らしのレクリエーションの場として提供する農業体験農園や観光農園等を開
設し、経営の多角化を図る農業者も増加しています。1996年に練馬区で生まれた農業体験農園は、苗や
資材を農園主が提供し、プロの農家の助言を受けながら一般の人々が農業に取り組むものです。農業体
験農園は、当初は区部が中心でしたが、近年では多摩地域を中心に増加しています。（図８）

（６）　畜産の産出額は、1970年代に比べ大幅に減少
　東京の畜産業は、多摩地域を中心に営まれてきました。しかし、都市化の進展による営農環境の悪化
や輸入畜産物の増加などの影響により、2011年の産出額は、最も多かった1975年の約７分の１以下に減
少しています。以前は最も産出額が多い品目であった豚は、1975年の20分の１以下に減少しています。
乳用牛についても、最も多かった1970年代後半及び1980年代前半に比べ４分の１程度に減っていますが、
他の品目の減少がより大きかったため、2011年の時点では全体の６割を占めています。（図９）
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図５　分類別農家数の推移（東京） 図６　農業に新規参入した一
　　　般法人数の推移（全国）

図７　農産物出荷先別経営体数構
　　　成比（東京・全国、2010年）

図８　農業体験農園数の推移（東京） 図９　畜産の産出額の推移（東京）
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３　５年前に比べ増加した、2010年の林業就業者数と木材生産量
（１）　東京の総面積の３分の１以上を占める森林
　森林は、再生可能な木材資源の供給に加え、水や大気の循環、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の
循環を良好な状態に保つ役割、土砂災害の防止の役割なども果たしています。東京には、23区の面積を
超える約７万９千ヘクタールの森林があり、その６割以上が奥多摩町などの多摩地域西部です。また、
東京の森林の６割強は私有林です。私有林と公有林の合計の内訳は、人工林と天然林の比率がほぼ同じ
です。人工林はほとんどが針葉樹で広葉樹は少ない一方、天然林はほとんどが広葉樹となっています。（図１）

（２）　多摩産材の取扱量は増加傾向
　日本の木材の価格はスギ、ヒノキともに長期的にみると大きく下落しており、2012年は1997年に比べ
３分の１以下になっています。木材価格の低迷による林業の採算性の悪化が指摘されています。（図２）
　こうした木材価格の低迷や外材の圧迫により、木材生産量は減少傾向で推移してきました。また、林
業における採算性の悪化や労働条件の厳しさがいわれるなかで、林業就業者数も減少していました。し
かし、2010年の林業就業者数は５年前に比べ増加し、2000年の水準まで回復しました。また、2010年の
木材生産量も、植栽が盛んに行われた1950年代の人工林が木材として利用可能な林齢となったことなど
から、2000年の水準まで回復しています。（図３）　
　また、東京都は、スギ花粉発生源対策の一環としてスギ林の伐採及び花粉の少ないスギ等の植栽を進
めているほか、多摩産材の公共利用の推進や、多摩産材を使った家づくりの普及啓発、とうきょう森づ
くり貢献認証制度などに取り組んでおり、こうした中で、多摩産材の取扱量は増加しています。（図４）

（３）　生産額が最も多い林産物は、きのこ類
　東京の林産物は、青梅林業地と呼ばれる西多摩地域で素材、八王子市など都市近郊地域できのこ類な
どが生産されているほか、島しょ地域では、ツバキ油や木炭などが生産されています。生産額の内訳をみ
ると、きのこ類が最も多く、林産物生産額の約４割を占めています。また、生産額は年による変動が大き
い傾向がありますが、2011年については、ツバキ油の増加などにより11年ぶりに８億円を超えました。（図５）

第14章　農林水産業

図１　種類別森林面積構成比（東京、2012年）

図２　山元立木価格（全国）の推移

図３　木材生産量・林業就業者数の推移
 （東京）

図４　多摩木材センターの多摩産材取扱量の推移
 （東京）

図５　種類別林産物生産額の推移（東京）
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第３節　５年前に比べ増加した、2010 年の林業就業者数と木材生産量／第４節　島しょ地域を中心に営まれている水産業

４　島しょ地域を中心に営まれている水産業
（１）　広大な海域で営まれる東京の水産業
　東京には、東京湾から伊豆･小笠原諸島にわたる南北約２千キロの広大な海域と多摩川などの河川があ
ります。海域には、日本最南端の沖ノ鳥島や、最東端の南鳥島が含まれ、日本の排他的経済水域の約４
割を占めています。この海域で営まれる水産業は、新鮮で安心な水産物を都民に供給しています。また
河川は、 「マス類」の養殖の場や、 「あゆ」、 「やまめ」などの釣りをはじめとしたレクリエーションの場と
して重要な役割を果たしています。（図１）

（２）　バラエティ豊かな東京の水産物
　東京の水産業は、海洋資源の減少、輸入魚の増加による魚価の低下、後継者不足等により、漁獲量、
漁業経営体数、漁業就業者数のいずれも長期的に見て減少傾向で推移しています。しかし、近年では漁
獲量と漁業就業者数については減少傾向にやや歯止めがかかってきています。（図２）
　東京の沿岸漁業は、内湾海区と島しょ地域の各海区で行われていますが、島しょ地域が生産量、生産
額ともに約９割を占めています。特に大島海区と八丈海区１をあわせて約７割と高くなっています。東
京の漁業生産量、生産額は2005年以降はやや減少傾向ですが、自然環境や気候の影響を受けやすいため、
特に島しょ地域では年ごとの変動が大きくなっています。（図３）
　国内でも有数の好漁場を形成し、広大な海域を持つ東京は、それぞれの海区で様々な魚類が水揚げさ
れています。大島海区、三宅海区、八丈海区では、 「きんめだい」や「いせえび」、 「まぐろ類」、 「かつお類」、 

「とびうお」等が、小笠原海区では「かじき」や「はまだい」等が多く漁獲されています。内湾海区では
「すずき」や「あなご」等が漁獲され、 「江戸前もの」として人気があります。(図４）
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注１　大島海区には、大島、利島、新島、神津島が含まれ、八丈海区には八丈島、青ヶ島が含まれる。このほか島しょには、三宅島と御蔵島を含む三宅海区
と、小笠原海区がある。

図１　東京の海域 図２　漁獲量・漁業経営体数・漁業就業者数
　　　の推移（東京）

図３　海区別沿岸漁業生産量・額の推移（東京）

図４　水産物生産額の海区別種類別構成比（東京、2011年）


