
東京都産業労働局組織図 （平成20年度） 東京都産業労働局施策体系図 （平成20年度）

産業労働局の施策   中小企業対策  経営革新支援 
345,092,000 千円   305,922,353 千円  103,388 千円 
        
       経営安定支援 
        2,952,396 千円 
        
       販路開拓支援 
       7,559,890 千円 
        
       ネットワークづくり支援 
       300,292 千円 
        
       技術支援 
       821,330 千円 
        
       創業支援 
       776,299 千円 
        
       地域工業の活性化 
       18,396,556 千円 
        
       地域商業の活性化 
       2,659,081 千円 
        
       総合的支援 
       6,075,375 千円 
        
       試験研究機関 
       5,507,746 千円 
        
       金融支援 
       235,276,000 千円 
        
       中小企業設備導入等資金の貸付 （特別会計） 
       25,494,000 千円 
        
    観光産業対策  東京の魅力を世界に発信 
    2,141,000 千円  923,499 千円 
         
       観光資源の開発 
       312,509 千円 
         
       受入体制の整備 
       733,533 千円 
        
       推進体制の構築 
       171,459 千円 
        
    農林水産対策  農業経営の安定 
    10,639,295 千円  3,656,888 千円 
        
        林業経営の安定 
       2,900,000 千円 
        
       水産業経営の安定 
       1,546,236 千円 
        
       緑化の推進 
       301,000 千円 
        
       農林災害復旧 
       1,256,000 千円 
        
       小笠原諸島の振興 
       757,171 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） 
       222,000 千円 
        
    雇用就業対策  雇用・就業の促進 
    14,236,352 千円  4,695,944 千円 
        
       適正な労働環境の確保 
       1,719,081 千円 
        
       職業能力の開発・向上 
       7,821,327 千円 
    人件費等    
    12,153,000 千円 

産業労働局  総務部    総務課   
          
       企画計理課   
          
       職員課   
          
          
　　          
　　   商工部    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）   
          
          
          
   金融部    金融課   
          
       貸金業対策課   

          
   金融監理室   監理課   
          
          
          
   観光部    企画課   
          
       振興課   
          
          
          
   農林水産部   調整課   
          
       食料安全室  病害虫防除所
          
       農業振興課   
          
       水産課   
          
       森林課   
          
          
       家畜保健衛生所  支　所 （３）
          
          
          
          
   　農業振興事務所   農業改良普及センター （３）   
          
   　森林事務所      
          
   　島しょ農林水産総合センター 事業所 (２)   
          
          事業所 (１)
    
      
          
          
   雇用就業部   調整課   
          
       就業推進課   
          
       労働環境課   
          
       能力開発課   
          
          
   　労働相談情報センター  事務所 (５)   
          
    　職業能力開発センター （４） 校 （９）   
　          
       分　校 （１）   
          
   　東京障害者職業能力開発校      

7部
21課（室）
37事業所

職員定数
1,234人

注：金額は各施策の予算額

（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
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東京の伝統工芸品

東京染小紋
とうきょうそめこもん

東京銀器
とうきょうぎんき

江戸鼈甲
えどべっこう

江戸象牙
えどぞうげ

江戸衣裳着人形
えどいしょうぎにんぎょう

江戸切子
えどきりこ

江戸甲冑
えどかっちゅう

東京打刃物
とうきょううちはもの

東京三味線
とうきょうしゃみせん

江戸からかみ
えどからかみ
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