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■東京経済の概況

日本を支える首都東京の経済基盤
1 年齢階級別人口、予測人口
変動要因別増減人口

2 企業数、事業所数の全国構成比（2004年）
3 都内総生産における産業別構成比
4 産業別事業所数、従業者数構成比（2004年）
5 銀行預金、貸出金残高の都道府県別構成比
（上位8位、2006年末）
証券取引市場別上場会社数構成比（2006年末）

6 三大都市圏貨物輸送量
貨物流動状況（2004年度）

7 国内主要港の貿易額（2006年）
国内国際空港の貨物取扱量

国際都市として活力にあふれ、技術で世界をリードする東京
1 主要国の国内総生産（2005年）
2 主要国の実質経済成長率
3 主要証券取引所の上場企業時価総額
4 地域別輸出額、輸入額
5 主要国の研究費
企業等の研究費の産業別構成比（全国、2005年度）

6 都道府県別特許出願件数（2005年）
地域別技術貿易額（日本⇔各地域、2004年度）

7 訪日外客数（全国）
訪都外国人旅行者数

8 東京で開催される国際的イベントの入場者数
アニメプロダクション数、全国比

堅調な東京の消費・設備投資
1 家計消費支出
2 大型小売店・コンビニ販売額、乗用車販売台数
3 消費者物価指数、国内企業物価指数
4 生産、出荷、在庫指数
5 設備投資額増減率
6 業種別設備投資額の伸び率
（投資額上位7位、2006年度計画／2005年度実績）

7 東京都基準地平均価格
8 建築着工床面積
9 新設住宅着工戸数

10 マンション発売戸数
11 オフィス空室率（都区部）
オフィス床面積・平均募集賃料（都区部）

足踏み続く中小企業の景況感、改善が広がる雇用情勢
1 中小企業の景況 DI
2 産業別中小企業の景況 DI
3 中小企業の資金繰り DI
4 企業倒産件数
5 企業倒産の負債総額
6 有効求人倍率
完全失業率、完全失業者数

7 中小企業の産業別雇用人員 DI
8 現金給与総額前年比

■東京の産業

事業所数の減少が続く製造業
1 製造業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額
2 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額の全国比
3 従業者規模別事業所数、製造品出荷額等構成比（2005年）
4 1従業者当たり製造品出荷額等、付加価値額
5 業種別製造品出荷額等構成比（2005年）
6 東京の製造業の地域別分布（2005年）

都心に集中する卸売業、事業所が大型化する小売業
1 卸売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額
2 卸売業業種別事業所数、従業者数、年間商品販売額構成比
（2004年）

3 小売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積
4 小売業業種別事業所数、従業者数、年間商品販売額、
売場面積構成比（2004年）

5 業態別事業所数、従業者数、年間商品販売額、
売場面積構成比（2004年）

6 卸売・小売業の地域別分布（2004年）
IT 化を支える東京の情報通信業

1 情報通信業の事業所数、従業者数、全国比
2 中分類別事業所数、従業者数構成比（2004年）
3 情報サービス業の売上高、前年比
4 業務種類別売上高（2005年）
5 ソフト系 IT 産業事業所集積状況（2006年）
6 インターネット利用端末別の利用人口（全国）

膨大なヒトやモノが行き交う東京を支える運輸業
1 運輸業の事業所数、従業者数、全国比
2 旅客輸送量、貨物輸送量の流動状況（2004年度）
（都内→都内、他県→東京、東京→他県）

3 輸送機関別旅客輸送量構成比（2004年度）
4 輸送機関別貨物輸送量構成比（2004年度）
5 貨物輸送量の品目別構成比（2004年度）
6 倉庫所管面積（容積）の構成比（2003年度末）

東京に集中する金融・保険業
1 金融・保険業の事業所数、従業者数
2 免許・登録業者の本店又は在日代表店の全国に占める割合
（都心3区、2006年）

3 金融・保険業生産額の都道府県別構成比（2004年度）
4 預金・貸出金残高前年比、東京の預金・貸出金残高
5 株式売買代金、売買高（東京証券取引所）
6 投資部門別株式売買代金構成比（東京証券取引所）

厳しさ続く建設業、活性化する不動産業
1 建設業の事業所数、従業者数
2 建設投資（関東、名目値）
3 不動産業の事業所数、従業者数
4 都道府県別不動産業生産額構成比（2004年度）
5 土地取引件数
6 Ｊリート資産額の地域別構成比（全国、2005年度）
不動産証券化の件数、資産額（全国）

事業所数が減少傾向にある飲食店，宿泊業
1 飲食店の事業所数、従業者数、全国比
2 家計消費支出に占める食料費比率及びその内訳
（都区部、2005年）
外食、中食市場規模（全国）

3 宿泊業の事業所数、従業者数、全国比
4 ホテル施設数と1施設当たりの客室数
5 都内主要ホテル客室稼働率、ホテル市場規模（全国）
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高齢化の進展により伸びる医療，福祉
1 医療，福祉の事業所数、従業者数
2 事業所数、従業者数の全国比（2004年）
事業所数、従業者数増減率（2004／2001年）

3 人口1万人当たりの医療，福祉事業所数
4 医療機関数、人口1,000万人当たりの数
5 認証保育所、老人福祉施設等数
6 介護保険施設設置主体別構成比
老人福祉施設設置主体別構成比

多様化する教育，学習支援業
1 教育，学習支援業の事業所数、従業者数
2 その他の教育，学習支援業小分類別事業所数構成比
（2004年）

3 都道府県別外国語会話教室受講生数、教室数（2005年）
4 フィットネスクラブの事業所数都道府県別構成比（2005年）
フィットネスクラブ利用者数、売上高

5 大学・短期大学進学率、東京の児童生徒数
6 家計に占める学習塾費等の割合、
東京の1世帯当たりの学習塾費等

事業所向けサービスの割合が高いサービス業
1 サービス業の事業所数、従業者数
2 事業所数、従業者数、収入額の全国構成比（2004年）
3 業種別事業所数、従業者数の構成比、全国比（2004年）
4 業種別収入額構成比（2004年）

都民の食と生活を豊かにする農林水産業
1 農地の地域別分布（2005年）
2 農家戸数、農業就業人口、農地面積
3 林業従事者数、森林面積、木材生産量
4 漁業経営体数、漁業就業者数、漁獲量
5 農林水産物生産額
6 野菜生産額の種類別構成比（2004年）
7 果樹生産額の種類別構成比（2004年）
8 花き生産額の種類別構成比（2004年）
9 畜産物生産額の種類別構成比（2004年）

10 水産物生産額の種類別構成比（2004年）
11 東京都地域特産品認証食品

■東京の雇用就業

東京で働く人々
1 東京で働く就業者数、東京に住む就業者数
2 東京で働く就業者数、東京に住む就業者数（2000年）
3 就労を目的とする在留資格の外国人数
4 職種別外国人労働者数構成比（2005年）
5 産業別外国人雇用状況（2005年）

多様化する就業構造
1 労働力状態別15歳以上人口、労働力率
2 都道府県別労働力人口比率（上位3県・東京、2005年）
3 年齢別労働力人口構成比
4 産業別就業者数構成比（2005年）
5 就業形態別就業者数構成比

好調な求人・求職
1 有効求人倍率
2 産業別新規求人数
3 雇用形態別新規求人数、新規求人倍率
4 雇用形態別就職率
5 年齢別有効求人倍率
6 職業別求人・求職状況（2005年度）

低下する完全失業率
1 完全失業率、完全失業者数
2 男女別完全失業率、完全失業者数
3 年齢別完全失業率
4 離職票による離職理由構成比
5 失業期間別失業者数構成比（全国）
6 失業率の国際比較（2004年）

増加する賃金、労働時間
1 現金給与総額及び対前年比
2 賞与支給額及び対前年比
3 男性＝100とした女性の賃金
4 一般＝100としたパートの賃金
5 労働時間数の対前年比
6 中小企業における年次有給休暇

改善がみられる若年者の雇用情勢
1 若年者の有効求人倍率
若年者の完全失業率

2 大学卒業者、短期大学卒業者の進路
3 新規学卒者無業者数、同無業者率
4 年齢別非正社員比率（全国）
5 年齢別フリーター人数（全国）

就業意欲の高い高年齢者
1 就業者に占める高年齢者比率、高年齢就業者数
2 各国の年齢別労働力率
3 高年齢者の有効求人倍率
4 主な就業理由（全国、2004年）
5 年齢別人口（2006年1月1日）
6 企業規模別雇用確保措置の導入状況（2006年）
雇用確保措置の内訳（2006年）

求められる仕事と家庭の両立支援
1 就業者に占める女性比率、従業上の地位別女性就業者数
2 産業別女性就業者数、就業者に占める女性比率（2005年）
3 各国の年齢別女性労働力率
4 年齢・従業上の地位・就業形態別女性就業者数（2002年）
5 育児休業制度、介護休業制度のある事業所割合
6 育児・介護を行う労働者のために必要な支援（2005年）

進む障害者雇用
1 障害者実雇用率
2 雇用障害者数
3 産業別雇用障害者数、実雇用率（2006年）
4 企業規模別雇用障害者数、実雇用率
5 障害者の新規求職者数、就職者数

低下する労働組合の組織率
1 労働組合数、組合員数
2 推定組織率
3 労働争議発生状況
4 労働相談件数
5 労働相談項目別構成比
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N東京都産業労働局組織図（平成19年度）
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産業労働局 

6部

22課（室）

12事業所

（出張所等を除く） 

職員定数

1,261人 

（行政委員会） 
東京海区漁業調整委員会
東京都内水面漁場管理委員会 

支　所（3）

肥飼料検査センター 

事業所（1） 

総務部

商工部

金融部

観光部

農林水産部

　農業振興事務所

　森林事務所

　島しょ農林水産総合センター

雇用就業部

　労働相談情報センター

　職業能力開発センター（4）

　 

　東京障害者職業能力開発校 

総務課

政策企画課

職員課

計理課

調整課 

創業支援課

経営支援課

地域産業振興課 

皮革技術センター

支　所（1）

金融課

監理課

貸金業対策課

企画課

振興課 

調整課 

食料安全室

農業振興課 

水産課 

森林課 

家畜保健衛生所 

農業改良普及センター（3）

事業所（2）

調整課

就業推進課

労働環境課

能力開発課

事務所（5）

　校　（9）

分　校（2） 

病害虫防除所 
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産業労働局の施策 
267,358,000千円 

注：金額は各施策の予算額 

中小企業対策 
229,635,031千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光産業対策 
1,796,000千円

 

 

 

 

 

 

 

農林水産対策 
11,916,017千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用就業対策 
11,184,952千円

 

 

 

 

 

人件費等 
12,826,000千円 

経営革新支援 
239,222千円 

経営安定支援 
2,937,671千円 

販路開拓支援 
7,108,108千円 

ネットワークづくり支援 
263,375千円 

技術支援 
617,718千円 

創業支援 
959,295千円 

地域工業の活性化 
138,977千円 

地域商業の活性化 
2,675,542千円 

総合的支援 
16,900,017千円 

試験研究機関 
5,601,106千円 

金融支援 
186,257,000千円 

中小企業設備導入等資金の貸付（特別会計） 
5,937,000千円 

 

東京の魅力を世界に発信 
726,457千円 

観光資源の開発 
274,549千円 

受入体制の整備 
636,700千円 

推進体制の構築 
158,294千円 

 

農業経営の安定 
4,265,377千円 

林業経営の安定 
2,355,000千円

水産業経営の安定 
1,686,904千円

緑化の推進 
301,000千円

農林災害復旧 
2,317,000千円

小笠原諸島の振興 
750,736千円

農業改良、林業・木材産業改善、 

沿岸漁業改善の各資金の貸付（特別会計） 
240,000千円

 

雇用・就業の促進 
4,067,000千円

適正な労働環境の確保 
1,325,227千円

職業能力の開発・向上 
5,792,725千円 
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むらやまおおしまつむぎ

村山大島紬
とうきょうそめこもん

東京染小紋
ほんばきはちじょう

本場黄八丈
えどきめこみにんぎょう

江戸木目込人形

とうきょうてがきゆうぜん

東京手描友禅
たまおり

多摩織
とうきょうくみひも

東京くみひも

えどべっこう

江戸鼈甲
えどはけ

江戸刷毛
とうきょうぶつだん

東京仏壇

とうきょうがくぶち

東京額縁
えどぞうげ

江戸象牙
えどさしもの

江戸指物

えどさらさ

江戸更紗
とうきょうほんぞめゆかた

東京本染ゆかた
えどわざお

江戸和竿

とうきょうぎんき

東京銀器

えどしっき

江戸漆器

えどつまみかんざし

江戸つまみ簪

えどすだれ

江戸簾
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えどいしょうぎにんぎょう

江戸衣裳着人形
えどきりこ

江戸切子
えどおしえはごいた

江戸押絵羽子板
えどかっちゅう

江戸甲冑

とうきょうきりたんす

東京桐箪笥
えどししゅう

江戸刺繍
えどもくちょうこく

江戸木彫刻

とうきょううちはもの

東京打刃物
えどひょうぐ

江戸表具
とうきょうしゃみせん

東京三味線

とうきょうむじぞめ

東京無地染
とうきょうこと

東京琴
えどからかみ

江戸からかみ

とうきょうしっぽう

東京七宝
とうきょうてうえぶらし

東京手植ブラシ
えどがらす

江戸硝子

とうきょうとうこうげい

東京籐工芸

とうきょうちょうきん

東京彫金

えどふで

江戸筆

えどもくはんが

江戸木版画
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地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

東京都に関するご案内
■東京都 http://www.metro.tokyo.jp/

■東京都産業労働局 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/

企業の皆様へのご案内
■東京ビジネスエントリーポイント http://www.tokyo-business.jp/

■東京都立産業技術研究センター http://www.iri-tokyo.jp/

■東京都中小企業振興公社 http://www.tokyo-kosha.or.jp/

■東京商工会議所 http://www.tokyo-cci.or.jp/

■日本貿易振興機構（ジェトロ） http://www.jetro.go.jp/indexj.html

雇用・就業に関するご案内
■TOKYOはたらくネット http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

■東京しごとセンター http://www.tokyoshigoto.jp/

農林水産に関するご案内
■東京都農林水産振興財団 http://www.tokyo-aff.or.jp/

観光・催し物に関するご案内
■東京の観光 http://www.kanko.metro.tokyo.jp/

■東京観光財団 http://www.tcvb.or.jp/

■東京アイランド・ドットコム http://www.tokyo-islands.com/

■（株）東京ビッグサイト（東京国際展示場） http://www.bigsight.jp/

■（株）東京国際フォーラム http://www.t-i-forum.co.jp/general/index.php

本書で使用している統計の実施機関
■東京都の統計（東京都総務局統計部） http://www.toukei.metro.tokyo.jp/

■内閣府 http://www.cao.go.jp/

■総務省統計局 http://www.stat.go.jp/

■外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/

■財務省 http://www.mof.go.jp/

■文部科学省 http://www.mext.go.jp/

■厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/

■東京労働局 http://www.roudoukyoku.go.jp/

■経済産業省 http://www.meti.go.jp/

■中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/

■国土交通省 http://www.mlit.go.jp/

■日本銀行 http://www.boj.or.jp/

■（株）東京証券取引所 http://www.tse.or.jp/

（財）東京都中小企業振興公社 （財）東京都農林水産振興財団
（東京都農林総合研究センター）

東京しごとセンター
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