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１　若年者

（1）改善のみられる若年者の雇用環境

1990年代以降、若年者の雇用情勢は厳しい状況が続きましたが、景気の回復を受けてやや

改善傾向がみられます。

2005年の完全失業率は、15 ～ 24歳で前年より0.5ポイント低い8.1％、25 ～ 34歳で前年よ

り0.6ポイント低い5.6％となり、全体よりも大幅に低下しました。（第2章第1節完全失業率参照）

新規高等学校卒業者の就職内定率は、2000年3月卒業者が87.7％となった後上昇が続き、

2006年3月卒業者では97.5％となりました。求人倍率も2006年3月に6.41倍と、全国を大きく

上回っています。

大学卒業者の進路をみると、就職した者の割合は低下傾向で推移してきましたが、2003年に

52.8％となった後、2年連続で上昇しました。一方、一時的な仕事についた者の割合は上昇が続

いてきましたが、2005年には4.0％と、前年に比べて1.4ポイント低下しました。また、卒業者

に占める無業者（就職も進学もしない者）の割合も、前年より2.0ポイント低い19.1％となるなど、

低下しています。（図1、2、3）

（2）進む非正社員化

全国において、非正社員の占める割合は、2002年と2005年を比較すると、すべての年齢層

で上昇しています。なかでも、15 ～ 24歳で男女ともに65歳以上に次いで上昇幅が大きくなっ

ています。いわゆるフリーターは減少傾向にあるとされているものの、若年者が正社員として

就業することが困難な状況がうかがえます。（表1）
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（3）雇用のミスマッチによる失業

全国の完全失業者が仕事につけない理由をみると、若年者は「希望する種類、内容の仕事が

ない」とする割合が他の年齢層より際立って高くなっています（第2章第2節完全失業者の状

況参照）。また、若年者が仕事につけない理由を失業期間別にみると、失業期間が長い者では、「希

望する種類・内容の仕事がない」とする割合が短い者より高い傾向があり、2年以上失業して

いる者の約半数を占めています。また、「自分の技術や技能が求人要件に満たない」とする者

も1年以上失業している者では1割を超えています。（図4）

一方、2004年に新規高卒者を採用しなかった企業の割合は全国で70.0％にのぼりますが、

そのうち、新規高卒者を「原則として採用しない」とする企業は35.0％となっています。その

理由は「高卒の知識・能力では業務が遂行できないから」が41.5％と最も多く、次いで「パー

ト・アルバイト等で支障がないから」が25.1％となっており、企業の即戦力重視、正社員採用

抑制の姿勢がうかがえます。こうした求職者の希望と企業ニーズとの間のミスマッチに若年者

の就業が困難になっている一因があると推察されます。（表2）

（4）変化する若年者の就業意識

全国の若年無業者のうち、求職活動中の者の就職についての考え方をみると、「多少希望と違う

仕事であってもとにかく就職したい」とする者の割合が25.9％と約4人に1人となっていますが、「希

望の仕事があれば就職したい」が60.6％と最も多くなっています。また、「就職してもしなくてもど

ちらでもよい」が4.6％あり、就職することに対して切迫していない状況がうかがえます。（図5）

求職活動をしたことのない無業者について、その理由をみると、「人づきあいなど社会生活をう

まくやっていく自信がないから」とする割合が33.6％と最も多く、｢能力・適性にあった仕事がわ

からない｣（25.4％）、｢自分の能力・適性がわからないから｣（22.6％）なども多くなっています。（表3）
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トピックス＊高等学校新規学卒者の就業に関する調査

東京都内の高等学校新規学卒者（以下、高校新卒者と略す）を取り巻く就職環境は、景気が

踊り場を脱却したと言われる現在でも依然として厳しい状況1にあります。文部科学省が過去

に行った調査では、高校生に職業観・勤労観やコミュニケーション能力などが欠如している現

状が企業から指摘された反面、それらを育成するためのインターンシップの受け入れ等につい

ては、学校と企業との間に意識のギャップが存在することが明らかになりました2。

このような状況を受け、東京都内において高校新卒者を求人する企業側と高校生を指導する

学校側に高校新卒者の就業に関する意識調査を行い、今後の高校新卒者の就業に関わる施策に

資する資料を提供することを目的として本調査を実施しました。

１　調査の概要

（1）調査対象

東京都内の公私立高等学校のうち、2004年度の就職者数が概ね10名以上の学校を中心に

106校とこれらの学校のウェブサイトに進路先として記載された企業から抽出した700社を対

象に実施し、77校（回答率72.6%）、329企業（回答率47.3%）から回答を得ました。

（2）調査方法・実施時期

アンケート調査：郵送による配布・回収（2005年12月）

ヒアリング調査：インタビュー（2005年12月から2006年２月まで）

2　調査の結果

【学校編】

（1）学校の概要

回答を得た校種の内訳は専門高校（工業・商業・農業等）が37校、普通高校が36校、総合

高校3校、その他の高校1校でした。

（2）高校新卒者の就職

まず生徒の希望職種について、第一志望の職種では販売職の希望が最も多く（31.2％）、第

２位が事務職（23.4％）でした。第二志望以降ではサービス職の割合が増え、第三志望では最

も多くなっています（32.5％）。生産工程・労務作業職は第一から第三志望の全てにわたり16

～ 18％程度の割合を占めています。（図1）

就職希望生徒数の推移については「あまり変わらない」という回答が51.9％と半数を超えて

います。（図2）生徒が就職時に重視する条件については「仕事の内容」という回答が最も多く、

第２位が「賃金・給与、賞与」でした。「福利厚生」や「会社の規模・知名度」を重視すると

いう回答は多くありませんでした。（図3）平均的な受験企業数については、ほとんどの学校（77

校中65校、84.4％）が「１社目で内定する生徒が最も多い」と回答しています。（図4）

注１　文部科学省の発表によれば、2006年3月高校卒業予定で就職を希望する高校生の内定率は、全国では77.9％と前年同期を4.5
ポイント上回る結果となった（2005年12月現在）。しかし厚生労働省が公表した高校新卒者に対する求人倍率（2005年11
月末現在）は、全国平均が1.36倍であるのに対し、東京都は5.25倍と突出して高い求人倍率であったにもかかわらず、内定
率は74.9％と全国平均を５ポイント下回るのみならず、全都道府県のうちで唯一内定率が前年同期比で低下（－0.7ポイント）
している。

注２　2001年2月公表の「高校生の就職問題に関する検討会議報告」より
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（3）就職希望者への進路指導

進路指導において重視していることについては「就職試験・面接対策」と「マナー・社会常

識」がほぼ同数でした。しかし、実際の進路指導としての取り組みとしては、「模擬面接」を

実施しているという回答は多かった反面（77校中72校、93.5％）、ビジネスマナー講習を実施

している学校は少数でした。（図5、6）

求人数の推移については、ほとんどの学校（77校中69校、89.6％）が「求人数は就職を希

望する生徒より多く、増加傾向にある」と回答し、求人数が就職を希望する生徒より少ないと

回答した学校はありませんでした。（図7）

インターンシップについては、すでに何らかの形でインターンシップを実施している学校は

32.5％でしたが、実施予定がないと回答した学校も同数（32.5％）でした。学校間の連携につ

いては４分の３に当たる57校が「学校間の連携はない」と回答しています。（図８、９）
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【企業編】

（1）企業の概要

回答企業の業種は製造業が最も多く113社

で、全体の34.3%を占めています。次いで建

設業（38社）、サービス業（33社）、卸売業

（32社）となっています。

企業形態は株式会社が92.4%を占めていま

す。従業員数は50人未満が30.6％、300人以

上が30.0％となっています。（図10～ 12）

（2）高校新卒者の採用

毎年採用しているという企業が半数以上を

占めています（50.6％）。高校生を採用して

いない企業が17社（5.4％）ありましたが、

この17社は、すべて高校新卒者の求人自体

をしていないという回答でした。（図13）

次に、過去５年間の求人職種では、事務職の求人が最も多く（138社）、次いで技術職（119

社）、生産工程・労務作業職（104社）の順でした。（図14）

高校新卒者を求人・採用した理由としては、「高校新卒者でも十分こなせる業務だから」が

最も多く、「若いうちから育成する必要がある業務だから」が第２位でした。（図15）
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（3）高校新卒者の雇用管理

過去３年の採用者の離職率を調査時点で比較してみると、2005年3月採用者の離職率は

10.5%ですが、2004年3月採用者は22.7%、2003年3月採用者は31.0%と、勤務年数が１年増

えるごとに離職率も10％程度高くなっています。一般的に、高校卒業で就職した人は3年以内

に5割がやめているといわれていますが、調査の結果はそれよりも低い離職率でした。（図16）

次に、高校新卒者の育成方針についてですが、「長期的な視野から計画的に幅広い技能を習

得させる」という回答が最も多く、「長期的な視野から特定の技能を習得させる」が第２位で

した。（図17）

なお、今後の採用に関する考え方としては、業績が良くなれば、あるいは、高校新卒者の質

が高まれば、採用を開始・増加させる可能性があるという考え方に、「そう思う」企業が６割

以上でした。一方、「団塊の世代が定年を迎えたら」採用を開始・増加させる可能性があると

いう考え方には、「そうは思わない」企業が46.0％でした。

企業が望む資質や能力としては、「コミュニケーション能力・協調性」が最も多く、「職業意識・

勤労観」が第２位でした。（図18）そして、高校の進路指導担当者に求めることは、反対に「望

ましい職業意識・勤労観の育成」が最も多く、「生徒のコミュニケーション能力育成」が第２位で

した。（図19）
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２　高年齢者

（1）増加する高年齢就業者

東京における55歳以上の高年齢就業者数は、2005年には163万4千人に達しました。2002

年から2005年にかけての増加率は11.3％となっており、労働力人口が緩やかな増加となって

いるなかで、高年齢就業者の増加が際立っています。就業者全体に占める高年齢者の割合は

25.3％で、4人に1人が高年齢者となっています。（図1）

（2）高い就業意欲

2002年においては、東京の60 ～ 64歳の57.5％が有業者で、無業の就業希望者とあわせると、

この年齢層の約7割が働く意思を持っています。65 ～ 69歳でも41.6％が有業者で、無業の就

業希望者とあわせると、過半数が働く意思を持っています。また、全国の年齢別の労働力率を

欧米諸国と比較すると、55歳以上で日本が最も高くなっています。特に男性については、国

による違いが大きく、60 ～ 64歳ではアメリカ57.0％に対して日本は70.3％、65歳～ 69歳で

はアメリカ32.6％、日本46.7％となっています。年金制度や産業構造、地域性や国民性の違い

が反映していると考えられます。（図2、3）

東京における65歳以上の求職者の求職理由は「収入を得る必要が生じた」が最も多く、

28.8％を占めていますが、男女によって大きな差があります。男性では、「知識・技能を活か

したい」とするものが23.9％で、わずかながら「収入を得る必要が生じた」（23.6％）を上回っ

ていますが、女性では「収入を得る必要が生じた」が38.5％と突出して多く、次いで「健康を

維持したい」（25.3％）となっています。（図4）

厚生労働省「高年齢者就業実態調査」（2004年）により、実際に就業している者の就業理由

をみると、「経済上の理由」が60 ～ 64歳の男性で71.8％、女性で67.1％、65 ～ 69歳の男性

で60.3％、女性で55.3％に上っており、高年齢者の働く場の確保が重要になっています。
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（3）小規模事業所勤務が多い高年齢者

従業上の地位、雇用形態別に高年齢就業者数をみると、55 ～ 59歳の男性では正社員が最も

多く、19万4千人で過半数を占めています。60 ～ 64歳では、自営業主が6万1千人、会社など

の役員が5万9千人、正社員が6万8千人でほぼ同水準で、この3つで約7割を占めています。65

歳以上では自営業主が最も多く、また、会社などの役員、パートやアルバイトも他の年齢層よ

りも多くなっています。女性では、55 ～ 59歳、60 ～ 64歳でパートが最も多くなっていますが、

65歳以上で男性と同じく自営業主が最も多くなっています。（図5）

2004年の全国の事業所（常用労働者5人以上規模）において、高年齢労働者が常用労働者に

占める割合は、18.1％となっています。これを事業所規模別にみると、5 ～ 29人規模で高年

齢者の占める割合が19.3％であるのに対し、1,000人以上規模では10.6％となっているなど、

全体として規模が小さいほど高くなっています。また、60歳以上では、60 ～ 64歳、65 ～ 69

歳、70歳以上の各区分において規模が小さいほど高年齢者の割合が高くなっています。（図6）

（4）高年齢者の活用のための取組

高年齢者雇用安定法の改正により、2006年4月から高年齢者の雇用確保措置の導入が企業に

義務づけられましたが、2006年1月現在の雇用確保措置（見込みを含む）の内容をみると、定

年の定めの廃止は0.5％、定年の引上げは5.9％、継続雇用制度の導入が93.6％となっています。

また、この措置の上限年齢は62 ～ 64歳とするものが59.6％で、法による義務化スケジュール

を前倒しして65歳以上（定年制なしを含む）とするものも40.4％となっています。（図7）

高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等について個人差が拡大するため、就業形態、労働時

間等において多様な雇用・就業機会の確保を図ることが重要になります。再雇用制度や短時間勤

務、在宅勤務、裁量労働制、フレックスタイム勤務など、勤務時間や就労場所等について様々な

選択肢を設ける「多様な働き方」の導入状況をみると、「すでに実施している」が43.5％と最も多

く、これに「予定がある、または検討している」が32.0％となっています。（図8）

第２節　高年齢者
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３　女性

（1）非正社員中心に増加する女性就業者数

東京における女性就業者数は、2005年に261万3千人となり、就業者全体に占める女性の割

合は40％を超えています。1982年から2002年にかけて、女性就業者を従業上の地位、雇用形

態別にみると、パート、アルバイト、派遣労働者等の非正社員が大きく増加する一方、家族従

業者は減少が続き、正社員も1997年調査以降、減少しています。全国的にみても、女性就業

者に占める非正社員の割合は上昇傾向にあり（第6章第1節若年者参照）、東京の女性就業者に

ついても、この傾向が続いていると考えられます。（図1）

（2）低い30歳代の労働力率

女性の労働力率を年齢別にみると、30歳代前半を谷とするM字型となっています。10年前

と比較するとこの年齢の労働力率は上昇しているものの、西欧諸国と比べると依然として低い

水準にとどまっています。厚生労働省の「女性労働白書」によると、この間の労働力率の上昇

は未婚率の上昇によるところが大きいとされています。（図2）

女性の年齢別に就業者数をみると、25 ～ 29歳が最も多く、40歳代前半にかけて、年齢が高

いほど少なくなっています。また、年齢別に従業上の地位、雇用形態別人数を比較すると、15

～ 19歳を除いて、40歳代前半をはさんで、年齢の低い層では正社員が多く、年齢が高い層では

パートが多くなっています。育児期にあたる年代における就業継続が困難なために、正社員で

あった者が就業を中断し、後にパートとして再就職していることが考えられます。（図3）

21世紀職業財団が行った女性労働者に対する調査では、就業継続を困難にする理由として

75.4％が育児、47.2％が介護をあげています。また現在の会社で働き続けるために必要なことと

して、半数以上が「子育てしながらでも働き続けられる制度や職場環境」をあげています。（図4）
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（3）女性の登用の現状

全国の役職者に占める女性の割合は徐々に上昇しており、2004年に係長でようやく11.0％

と1割を超えましたが、課長では5.0％、部長では2.7％となっています。東京においても、

2004年時点で係長相当職で9.6％、課長で4.4％、部長で3.2％と、同様な傾向となっていますが、

就業者に占める女性の割合から考えるとまだ低い状況です。（図5）

女性管理職がいない、または少ない理由を調査したところ、「必要な知識や経験、判断力等

を有する女性がいない」とする事業所が最も多く、4割を超えています。次いで「現在役職に

就くための在職年数を満たしている者がいない」、「女性が少ない、いない」、「勤続年数が短く、

役職者になるまでに退職してしまう」などがそれぞれ3割前後となっています。（図6）

（4）ポジティブ・アクションの取組と効果

「ポジティブ・アクション」とは、固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、男女労働

者の間に事実上生じている差があるときに、それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取

組のことをいいます。男女雇用機会均等法では、国の援助について規定して、これを奨励しています。

都内の企業におけるポジティブ・アクションの取組の実態をみると、分野によって差があり

ます。「職場の雰囲気・風土の改善」分野では、3つ以上の取組を行っている事業所の割合が

51.3％と半数を超え、9割以上がなんらかの取組を行っていますが、「女性の積極的登用」分野

や「女性を積極的に育成するための取組」分野では取り組んでいない事業所が23.5％、32.5％

となっています。（図7）

ポジティブ・アクションに取り組んだ効果としては、事業所の6割以上が「男女ともに職務

遂行能力によって評価されるという意識が高まった」としており、「生産性向上や競争力強化

につながった」、「組織が活性化された」、「採用にあたって優秀な人材を確保できた」など、格

差解消にとどまらず、経営強化に役立ったとするものも多くなっています。（図8）

第３節　女　　性
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４　障害者

（1）上昇した障害者の実雇用率

2005年に東京で雇用されている障害者の数は、前年に比べて約5千人増加し、この2年間では

１万人近くの増加となっています。実雇用率も、前年より0.05ポイント上昇の1.40％となりました。

景気回復基調で常用労働者数も増加しましたが、雇用されている障害者数の増加率がこれを上回

り、実雇用率の上昇につながったと考えられます。しかしながら、依然として法定雇用率の1.8％

を下回る水準で推移しています。（図1）

公共職業安定所における求職、就職状況をみると、身体障害者だけでなく、知的障害者や精

神障害者の求職者数及び就職者数も年々増加し、障害者の社会参加が徐々に進んでいる様子が

わかります。（図2）

知的障害者の雇用が大きく増加した要因の一つには、障害者雇用を支える就労支援機関等の

整備が進んでいることなどが挙げられます。

（2）企業規模が大きいほど高い実雇用率

2005年に東京で雇用されている障害者数を産業別にみると、製造業が約3万2千人と最も多

くなっています。前年と比べて複合サービス事業を除くすべての産業で実雇用率が上昇してい

ます｡（図3）

規模別にみると、企業規模が大きいほど、障害者の実雇用率が高くなっています。また、

1,000人以上の企業規模で雇用されている障害者数は、全体の約7割を占めています。（図4）

こうしたなか、障害者の社会参加の進展に伴う就業ニーズの高まりを受け、2006年4月1日

から改正障害者雇用促進法が施行されました。精神障害者を新たに雇用率の算定対象とするこ

と、在宅就業障害者に対する支援、障害者福祉施策との有機的な連携が改正の主な内容となっ

ています。法定雇用率の達成はもちろん、就業を望む障害者の職業的自立を支援するため、障

害者に対する多様な就業機会の拡大を図ることが、今後より一層重要となります。
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５　外国人

（1）アジア出身者が多い東京の外国人労働者

2004年末における東京の外国人登録者数は約34万5千人となっています。そのうち、就労

を目的とする在留資格による外国人登録者数は約5万2千人で、1990年代後半から2002年頃ま

では増加傾向にありましたが、近年は横ばいで推移しています。（図1）

2005年における外国人労働者の在留資格別構成比をみると、全国では日本人や永住者の配偶者、

定住者（日系人など）など「就労の制限なし」の割合が約5割であるのに対し、東京では「専門的、

技術的分野で就労可能」の割合が全体の約4割を占めています。東京には多くの大学や学校があるこ

とから、「留学、就学」の割合が、全国のおよそ2倍となっていることなどが特徴となっています。（図2）

出身地域別にみると、東京では中国、韓国からなる東アジアの割合が59.4％と最も高く、フィ

リピンなどの東南アジアと合わせると、アジア地域出身者が全体の7割以上を占めています。一方、

全国では東アジアのほか、日系人などが多い中南米からの外国人労働者の割合が約3割と特に高く

なっています。（図3）

（2）専門・技術・管理的な職種が多い東京の外国人労働者

職種別にみると、東京では研究者や技術者、弁護士、会社の管理職などの「専門・技術・管理職」、

販売員や調理人、接客係などの「販売・調理・給仕・接客員」の割合がいずれも3割を超え、高くなっ

ています。全国では組立・修理作業員や製品生産工程作業員などの「生産工程作業員」の割合が

55.9％と特に高くなっています。（図4）

東京における産業別では、飲食店,宿泊業に雇用される労働者数の割合が最も高く、次いで

卸売・小売業、サービス業、製造業の順となり、各方面に広く外国人労働者が就労しているこ

とがうかがえます。（図5）

第４節　障害者／第５節　外国人




