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　我が国経済は、低迷を脱し、今後も個人消費や設備投資など、民需に支えられた

回復が続くと見込まれています。

　都内経済においても、企業部門が改善するなかで、雇用・所得環境が改善し、緩

やかな回復傾向がみられます。工業生産は低水準が続いたものの、設備投資は増加

しており、倒産も減少しています。また、高止まりしていた完全失業率が低下し、

求人倍率は高水準が続くなど、回復に広がりがみられます。

　しかし、東京の産業活動の原動力となっている中小企業の業況については、産業

構造の変化や国際競争の激化、原油・素材など原料高の影響等により、依然として

楽観できない状況にあり、景気の先行きについてはこれらの動向も注視していく必

要があります。

　こうしたなか、本書「東京の産業と雇用就業2006」では、東京の産業と雇用就業

の実態と特性について、統計データや調査結果等をもとにわかりやすく分析・解説

をしました。

　本書が多数の方々の参考となり、東京経済の活性化に少しでもつながれば幸いです。

　なお、本書の作成にあたり、資料提供など多大なご協力をいただきました皆様に

厚く御礼申し上げます。

　

　　平成18年７月

東京都産業労働局長　　佐　藤　　広　

ま　え　が　き
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－本書のご利用にあたって－

１　産業分類について

　原則として、日本標準産業分類第 11 回改訂（2002 年３月）によります。ただし、「サービス業（他に分類さ

れないもの）」は「サービス業」と表記しています。

　文中の中分類、小分類は本分類に基づく分類を表しています。

２　事業所数、従業者数について

　「事業所・企業統計」による事業所数、従業者数は、民営事業所の数値です。公務等を含めた総数を用いる場合

には「総数」と表示しています。
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Ａ　農業
　01　農業

Ｂ　林業
　02　林業

Ｃ　漁業
　03　漁業
　04　水産養殖業

Ｄ　鉱業
　05　鉱業

Ｅ　建設業
　06　総合工事業
　07　職別工事業(設備工事業を除く)
　08　設備工事業

Ｆ　製造業
　09　食料品製造業
　10　飲料・たばこ・飼料製造業
　11　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く）
　12　衣服・その他の繊維製品製造業
　13　木材・木製品製造業（家具を除く）
　14　家具・装備品製造業
　15　パルプ・紙・紙加工品製造業
　16　印刷・同関連業
　17　化学工業
　18　石油製品・石炭製品製造業
　19　プラスチック製品製造業（別掲を除く）
　20　ゴム製品製造業
　21　なめし革・同製品・毛皮製造業
　22　窯業・土石製品製造業
　23　鉄鋼業
　24　非鉄金属製造業
　25　金属製品製造業
　26　一般機械器具製造業
　27　電気機械器具製造業
　28　情報通信機械器具製造業
　29　電子部品・デバイス製造業
　30　輸送用機械器具製造業
　31　精密機械器具製造業
　32　その他の製造業

Ｇ　電気・ガス・熱供給・水道業
　33　電気業
　34　ガス業
　35　熱供給業
　36　水道業

Ｈ　情報通信業
　37　通信業
　38　放送業
　39　情報サービス業
　40　インターネット附随サービス業
　41　映像・音声・文字情報制作業

Ｉ　運輸業
　42　鉄道業
　43　道路旅客運送業
　44　道路貨物運送業
　45　水運業
　46　航空運輸業
　47　倉庫業
　48　運輸に附帯するサービス業

Ｊ　卸売・小売業
　49　各種商品卸売業
　50　繊維・衣服等卸売業
　51　飲食料品卸売業
　52　建築材料， 鉱物・金属材料等卸売業
　53　機械器具卸売業
　54　その他の卸売業
　55　各種商品小売業
　56　織物・衣服・身の回り品小売業
　57　飲食料品小売業
　58　自動車・自転車小売業
　59　家具・じゅう器・機械器具小売業
　60　その他の小売業

Ｋ　金融・保険業
　61　銀行業
　62　協同組織金融業
　63　郵便貯金取扱機関，政府関係金融機関
　64　貸金業，投資業等非預金信用機関
　65　証券業，商品先物取引業
　66　補助的金融業， 金融附帯業
　67　保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

Ｌ　不動産業
　68　不動産取引業
　69　不動産賃貸業・管理業

Ｍ　飲食店，宿泊業
　70　一般飲食店
　71　遊興飲食店
　72　宿泊業

Ｎ　医療，福祉
　73　医療業
　74　保健衛生
　75　社会保険・社会福祉・介護事業

Ｏ　教育，学習支援業
　76　学校教育
　77　その他の教育，学習支援業

Ｐ　複合サービス事業
　78　郵便局(別掲を除く）
　79　協同組合（他に分類されないもの）

Ｑ　サービス業（他に分類されないもの）
　80　専門サービス業（他に分類されないもの）
　81　学術・開発研究機関
　82　洗濯・理容・美容・浴場業
　83　その他の生活関連サービス業
　84　娯楽業
　85　廃棄物処理業
　86　自動車整備業
　87　機械等修理業（別掲を除く）
　88　物品賃貸業
　89　広告業
　90　その他の事業サービス業
　91　政治・経済・文化団体
　92　宗教
　93　その他のサービス業
　94　外国公務

Ｒ　公務（他に分類されないもの）
　95　国家公務
　96　地方公務

Ｓ　分類不能の産業
　99　分類不能の産業

日本標準産業分類（2002年３月改訂）
アルファベットが大分類項目、2けたの数字が中分類項目を示す。
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第１章 2005年　東京経済の主な動き

１　概況

（1）踊り場を脱却した日本経済

2006年6月現在、日本経済は、2001年のITバブル崩壊による景気後退を経て、2002年1月を谷

とする拡大局面にあります。景気動向指数（DI）は、2002年末から2003年前半におけるイラク

戦争の時期と、2004年後半から2005年半ばにかけて一時的に50％を割り込みましたが、景気後

退局面には至らず、景気合成指数（CI）でみると上昇傾向の中でのいわゆる「踊り場」であった

ことがみてとれます。

2004年後半からの踊り場は、IT関連分野における生産・在庫調整が長引いたことや、個人

消費の減速が要因であるといわれています。しかし、2005年8月にはIT関連の在庫調整がほ

ぼ終了したこと、それまで輸出や生産にみられた弱い動きを脱したことなどから、政府、日銀

はそろって踊り場からの脱却を表明しました。（図1、2）

（2）持続が見込まれる景気回復

日本経済はバブル崩壊後、債務、設備、雇用の｢3つの過剰」を抱えてきました。そのなかで、

企業の厳しいリストラや設備投資の抑制により固定費（人件費、減価償却費など）が大幅に

削減され、2002年度以降、企業収益は改善しました。厳しい固定費抑制姿勢はその後も続き、

企業部門の好調は持続、2004年度の経常利益は前年度比23.5％増、バブル期のピークを超え

る約45兆円となりました。また、設備、雇用人員の過剰感も払拭されてきています。こうし

た状況がようやく雇用・所得環境の改善を通じて家計部門へ波及しており、民間需要中心の回

復が見込まれることなどから、景気回復は持続し、その期間は戦後最長のいざなぎ景気（1965

年11月から1970年7月に至る57か月）を超える可能性が高いといわれています。（図3、4）
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（3）プラス成長の続く都内経済

こうした景気の本格的な回復を受けて、国内総生産（実質GDP）は2005年10－12月期

に1.3％、年率換算で5.4％の高い経済成長率を記録しました。都内総生産（実質GDP）も、

2005年度（予測値）は対前年度1.5％増の92兆円となり、3年連続のプラス成長が見込まれて

います。（図5）

都内経済成長率を支出項目別にみると、2003年度以降、都内総資本形成が大きく寄与して

います。この内訳をみると、2004、2005年度と民間住宅投資が減少に転じたなかで、民間企

業設備投資がそれぞれ8.5％、5.5％と大きく増加し、成長率を1％以上押し上げています。また、

民間最終消費支出はゆるやかな増加ながら、2005年度には都内総資本形成と同じく寄与度が

0.6％と、都内経済成長を支えています。（図6）

（4）やや改善のみられる中小企業の景況

日銀短観によると、企業の業況DIは2004年6月調査でマイナスを脱して以降、プラス基調で推

移しています。これを企業規模別にみると、規模が大きいほど好調な業況となっており、業種別

にみると、今回の景気回復局面では製造業の回復が顕著となっています。こうした状況を受け、

2005年12月調査では、製造業のうち大企業でプラス19まで上昇した一方、非製造業の中小企業

ではマイナス7にとどまっています。しかし、こうした企業規模、業種による差はみられるものの、

業況DIは2002年以降、総じて上昇傾向で推移しています。（図7）

一方、都内中小企業の景況をみると、業況DIは依然としてマイナスが続いています。しかし、

景気回復が大企業から中小企業にも広がるなか、原油などの原材料価格の高騰や求人難などの

懸念材料もあるものの、先行きには明るさがみられます。（図8）
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２　消費動向

（1）月別変動が大きかった家計消費支出

2005年における東京都区部の勤労者世帯の消費支出は、35万3,247円で、2004年に比べる

と2.0％の減少となりました。2004年には前年比で3.6％と大きく増加した消費支出は、2005

年に再び減少に転じました。

1年間の動きをみると、3月には前年同月比で11.9％増の39万9,522円となりましたが、４

月以降はオリンピック効果により好調だった前年の反動もあって伸び悩み、9月にはマイナス

13.3％と年間を通じて最も低い伸び率となりました。しかし、11月には、3月に次いで2番目

に高い伸びとなり、再び全国を上回る伸び率で増加しました。（図1）

家計消費支出を品目別にみると、食料が大きなウェイトを占め、特に年末に向けて増加がみ

られました。また、教養娯楽については、休暇などがある8月前後と12月前後、教育、交通・

通信は3月が最も多くなっています。（図2）

（2）減少傾向が続く大型小売店販売額

2005年における東京都区部の大型小売店販売額は2兆8,746億円で、全国とともに前年比で減

少傾向が続いています。2005年の1年間の動きをみると、7月は休日の日数増やセール、クール

ビズ効果等により、百貨店の販売額が前年比増となりました。11月、12月は厳冬の影響で衣料

品が伸びたこと等により、百貨店、スーパーともに、2003年11月以来2年ぶりに2か月連続の前

年比増となりました。（図3）
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（3）好調な乗用車販売

2005年における東京の乗用車新車販売台数は32万6,266台、前年比1.7％増と、2000年以来

増加を続け、好調を維持しています。内訳をみると、普通車は前年比3.7％の減少となる一方で、

小型車は前年比7.9％の増加となっており、前年までの普通車が小型車を上回る傾向とは異な

り、小型車販売が好調な動きをみせています。軽乗用車についても前年比0.5％増と、増加幅

は縮小したものの、増加が続いています。（図4）

（4）年末にかけて上昇傾向をみせた消費者物価指数

2005年における東京都区部の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は96.9で、前年に比

べて0.4％低下しました。全国においても97.8と、前年に比べて0.3％の低下となりました。

1年間の動きをみると、東京都区部は年間を通して前年同月よりも低下したものの、年末に

かけて低下幅が縮小し、全体として緩やかな上昇となりました。一方、全国は9月までは前年

同月を下回っていましたが、10月に同水準となり、11月以降は前年同月を上回る水準で推移

しました。（図5）

費目別にみると、保健医療、教育及び諸雑費以外は2000年水準を下回っています。年間の

動きをみると、被服及び履物は、夏期と冬期の衣料品販売が好調だったこともあり、5月前後

と12月前後で上昇がみられました。また、教養娯楽では消費支出と同様に、夏期に上昇がみ

られます。（図6）

第２節　消費動向
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３　投資・生産

（1）3年ぶりに減少した建築着工

2005年における東京の建築着工床面積は1,977万8,088m2で、3年連続の増加となった全国

と異なり、3年ぶりに減少に転じました。内訳をみると、再開発事業等によるオフィスや商業、

宿泊用途の施設の建設増が続いていることにより、非居住用は3年連続で増加する一方、居住

用は2年連続で減少しています。（図1）

（2）高水準ながらやや減少した住宅着工

2005年における東京の住宅着工戸数は18万6,642戸で、2年連続で減少しました。内訳をみ

ると、マンション、戸建等がともに減少しています。（図2）

2005年における東京の分譲マンションは発売戸数で4年ぶり、契約戸数で3年ぶりに減少と

なりました。地域別に内訳をみると、都区部は発売、契約戸数ともに3年ぶりに減少しましたが、

都区部以外では発売戸数は3年ぶり、契約戸数は2年ぶりに増加しています。地価下落や再開発、

企業の土地売却等により都区部でマンション供給の増加が続いていましたが、都区部の地価が

上昇に転じたことや大型用地が減少したことにより、開発の主力が郊外へ移動していると考え

られます。
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第３節　投資・生産

（3）増加傾向にある企業の設備投資

企業の設備投資については、景気の回復や企業の業績改善に伴い、2005年も積極姿勢がみ

られました。

2005年における全国の機械受注額は12兆3,649億円で、月毎に増減はあるものの、年計と

しては7.1％増と2004年に引き続き増加しました。（図3）

2005年度における東京の設備投資額は、5年ぶりに対前年度で増加となり、しかも国を大き

く上回る上昇幅となりました。これは、投資額の約9割を占める非製造業計が5年ぶりの増加

となったことによります。（図4）

業種別の投資額をみると、製造業では、デジタル家電の需要増を背景として電気機械が大き

く増加し、非製造業では都心部における大型プロジェクト投資により不動産が増加したほか、

通信・情報が大きく増加しています。（図5）

（4）低水準にとどまる工業生産

2005年における東京の工業生産指数は81.1で、3年ぶりに低下しました。全国が2000年水

準に回復し､更に上昇を続ける一方で、東京は依然として2000年水準の8割強と、低水準にと

どまっています。2005年を通してみても、5月に大幅な低下が見られたほかは横ばい傾向が続

き、上昇に向けた動きはみられませんでした。東京の出荷指数は、2005年は大きな低下がみ

られました。特に、生産指数同様5月の低下が目立っています。東京の在庫指数は、2002年か

ら下落が続いていましたが、2005年はわずかに上昇しました。（図6）
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４　倒産

（1）減少傾向が続く倒産件数

2005年における東京の倒産1件数は、前年に比べて413件減少の2,349件となっています。

1967年の調査開始以来最多となった2002年の3,747件をピークに3年連続で減少しています。

大型倒産2、上場企業の倒産件数も前年に比べて減少しています。

2005年を月次ベースでみると、3月の242件が最も多く、7月の169件が最も少なくなって

います。前年同月比では6月と12月を除く全ての月で前年同月を下回っています。（図1）

倒産件数の減少要因としては、中小企業に対する各種公的金融支援効果に加え、大手企業を

中心とした景況の改善が波及していると言われています。

（2）減少する負債額

2005年における東京の倒産にともなう負債額は、前年に比べて約7,752億円減の1兆9,511

億7,400万円となり、9年ぶりに2兆円を下回っています。負債額は、大手金融機関などの倒産

により巨額となった2000年の15兆2,900億円をピークに年々減少しています。また、倒産1件

あたりの負債額も2000年をピークに減少を続けており、倒産の小型化傾向がみられます。

2005年を月次ベースでみると、同年最大の大型倒産が発生した11月の負債額が最も大きく、

9月が最も小さくなっています。（図2）

2005年における東京の大型倒産は167件、うち100億円以上の倒産は35件となっています。

大型倒産による負債額が負債額全体に占める割合は9割近くに上ります。大型倒産の負債額上

位は、金融や不動産関連企業のほか、ゴルフ場などレジャー関連の企業が多くを占めています。

注１　倒産：負債額1,000万円以上の倒産を定義
注２　大型倒産：負債額10億円以上の倒産を定義
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（3）産業別、地域別等からみた倒産状況

2005年における東京の倒産件数を産業別にみると、卸売業が492件と最も多く、次いで建

設業、製造業、サービス業の順となっています。卸売業は倒産件数全体の2割を占めており、

1992年以降14年連続で最多となっています。また、2005年7月に改正金融先物取引法が施行

されたことに伴い、外国為替証拠金取引業者の倒産が発生しています。

会社企業数全体に占める倒産件数の割合（倒産割合3）を産業別にみると、最も高いのは建

設業の1.4％となっており、最も低いのは不動産業の0.6％となっています。（図3）

2005年における東京の倒産件数を地域別にみると、企業数の多い千代田区、中央区、港区、

新宿区、渋谷区などの都心・副都心地域で倒産件数が多くなっており、倒産件数全体の4割近

くを占めています。市部においても同様で、企業数の多い八王子市、町田市などで倒産件数が

多くなっています。（図4）

1996年から2005年にかけて、過去10年間の東京における倒産企業の業歴別倒産件数構成比

の推移をみると、1990年代から業歴10年未満の企業の構成比が低下する一方、業歴30年以上

の企業の構成比が上昇傾向となっています。2005年における業歴30年以上の企業の倒産件数

は614件で、倒産件数全体の26.1％を占めています。（図5）

2005年における東京の倒産にともなう従業員被害者数は、前年に比べて6,449人減少の

2万3,169人となり、2000年の6万9,043人をピークに5年連続で減少しています。産業別では、

製造業が4,736人と最も多く、次いで建設業、卸売業の順となっています。（図6）

注３　倒産割合＝倒産件数（「東京の企業倒産状況（2005年）」）／企業数（「事業所・企業統計調査（2004年）」）×100（％）

第４節　倒　　産
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５　雇用

（1）増加する労働力需要

景気回復を受けて有効求人倍率は全国的に上昇傾向にあります。全国では2005年12月に

1992年以来13年ぶりに1倍台を回復し、年平均でも2004年を0.12ポイント上回る0.95倍と、

13年ぶりの水準となりました。東京では、2005年には年間を通じて全国を上回る上昇傾向が

続き、12月には1.50倍となりました。年平均では2004年を0.23ポイント上回る1.38倍と、愛

知県の1.67倍、群馬県の1.39倍に次いで全国で3番目に高い倍率となっています。（図1）

また、新規求人数は、全国が991万9,367人で前年比8.4％増のところ、東京では前年比

13.2％増の141万1,183人となっています。（図2）

産業別にみると、全国では、医療,福祉の伸びが最も大きく、前年比16.2％増、次いで建設業、

情報通信業、飲食店,宿泊業などが10％を超える増加となっています。東京では、飲食店,宿泊

業、医療,福祉、建設業が前年比30％前後の増加となったほか、情報通信業、製造業が10％を

超える増加となっています。

全国における企業の労働者過不足状況1を、労働者過不足判断DIからみると、パートタイム

労働者については1999年8月以降概ねプラス5前後が続きましたが、常用労働者2は1998年5月

以降水面下で推移してきました。しかし、2003年11月調査で常用労働者がプラスに転じた後

は、常用、パートタイムともに大きく上昇しており、雇用形態を問わず労働者の不足感が強まっ

ています。（図3）

都内中小企業の雇用人員DIについても、2004年第３四半期以降、プラスが続いています。サー

ビス業は2003年第１四半期にプラスに転じて以降上昇傾向で推移し、最も不足感が強くなってい

ます。また、過剰感の強かった製造業においても2005年第４四半期にプラスに転じました。（図4）

注１　厚生労働省「雇用動向調査」による。
注２　 ｢労働経済動向調査」では、雇用期間を定めないで雇用されている者をいい、パートタイム労働者（1日の所定労働時間

又は1週の所定労働日数が当該事業所の一般労働者のそれより短いもの）を除く。
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第５節　雇　　用

（2）改善のみられた雇用環境

東京の完全失業率は2002年をピークに低下し、2003年、2004年と連続して5.0％となりま

した。この間、全国の完全失業率は大きく改善し、東京における改善の鈍さが目立っていまし

たが、2005年後半からは東京の失業率も低下し、2005年平均では4.7％と、前年に比べて0.3

ポイント低下しました。完全失業者数も2005年後半から減少し、2005年平均では前年より1

万5千人少ない32万人となっています。（図5）

常用労働者3数の前年（同月）からの変化を雇用形態別にみると、2001年から2002年にか

けて、一般労働者が減少する一方、パートタイム労働者が大きく増加し、非正社員への代替が

進んだことがみてとれます。しかし、2004年10月に一般労働者が増加、パートタイム労働者

が減少に転じてからは、一貫して一般労働者が増加し、パートタイム労働者が減少しています。

企業業績の改善などに伴い、企業が正社員の確保に動いていると考えられます。（図6）

（3）増加が続く現金給与総額

雇用情勢の改善を受けて、常用労働者の給与は増加しています。2005年の現金給与総額は、

全国では2004年に比べて0.6％増と、5年ぶりの増加となりました。東京では、3年連続の増加

となっており、対前年比も1.4％と、全国を上回っています。（図7）

また、東京における賞与支給額は、冬季が前年比マイナスとなったものの、夏季は2年連続

増加し、対前年比も2004年を0.4ポイント上回る2.9％と上昇しました。（図8）

注３　 「毎月勤労統計調査」では、期間を定めず、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者、あるいは、日々又は1か
月以内の期間を定めて雇われている者のうち、前2か月にそれぞれ18日以上実際に雇われた者をいう。1日の労働時間
の長短を問わず、いわゆるパートタイム労働者等も含む。
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１　日本経済の中心東京

東京都の総面積は2,187.09m2と、国土のわずか0.6％であり、都道府県別にみると香川県、

大阪府に次いで小さい方から３番目となっています。しかしながら、多様な産業、優れた人材、

豊富な情報等が集積する東京の経済活力は他道府県を圧倒しており、日本の経済・社会を牽引

しています。

2005年10月現在の東京の人口は1,257万人を数え、これは日本の総人口の9.8％に相当しま

す。日本の総人口が減少傾向にある一方で、東京の人口は依然として増加を続けています。ま

た、東京の就業者数は約836万人、事業所数は約66万所と、いずれも全国の１割強を占め、東

京の産業を支えています。

こうした集積を活かした旺盛な経済活動の成果である2003年度の都内総生産額は83兆

6,303億円（名目）であり、全国の16.9％を占め、全国一となっています。

さらに、東京は、国際的なビジネス拠点として、日本に進出している外資系企業の6割以上

が立地していることや、企業の中枢管理機能を担う本社の集中、高等教育機関、試験研究機関

等の集積が特徴となっており、豊富なビジネスチャンスの「場」の提供につながっています。

経済活動を支える金融機能の集中も顕著であり、東京の株式売買高、手形交換高、国内銀行

貸出残高はそれぞれ97.4％、69.2％、38.4％と、他道府県に比べて突出した状況となっています。

東京には中枢機能の集積と同時に、地域に密着した多様な中小企業群が存在しています。都

内中小企業は、ものづくり、流通、サービスなどの産業活動を各地域で展開し、地域活力の源

泉として、また産業の牽引役として、重要な役割を果たしています。

流通においても東京は国内最大の拠点であるとともに、消費活動も活発に行われています。

2004年の東京の卸売・小売業における販売額は約177兆円で、全国の32.8％と高い割合を占

めており、都区部における大型小売店販売額についても全国の13.5％となっています。

東京は、このように多様な集積と機能を有し、日本経済の中心として活発な経済活動が行わ

れています。（表１）

第２章 東京の社会経済基盤と産業の特徴
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注 東京の大型小売店販売額は都区部の金額である。

高等教育機関とは、 大学、 短期大学及び高等専門学校を指す。

ベンチャー事業化支援テーマ数とは、 中小企業基盤整備機構が｢中小企業 ・ ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業」 として

採択したテーマ数をいう。

新連携事業認定計画数とは、 中小企業新事業活動促進法で新設された 「異分野連携新事業分野開拓」 の施策、 通称 「新連携」

の事業計画として中小企業庁が認定した計画数をいう。

資料 総務省｢国勢調査 （要計表による人口）」　内閣府｢国民経済計算年報」 ｢県民経済計算年報」　東京都総務局｢都民経済計算年報」

総務省 「事業所･企業統計調査報告」　経済産業省｢商業統計表」 「商業販売統計月報」

国土交通省｢建築着工統計調査」　日本銀行｢金融経済統計月報」　東京証券取引所 「東証統計月報」

中小企業金融公庫｢信用保険月報」　文部科学省 「学校基本調査」　中小企業庁　関東経済産業局

中小企業基盤整備機構

法務省｢外国人登録者統計」　東京税関 「管内貿易概況」　東京都産業労働局

表１　東京の社会経済指標

東京 全国 構成比 （％） 時点

人口 1,257万1千人 1億2,776万人 9.8 2005年10月1日

総生産額 （名目） 83兆6,303億円 493兆5,532億円 16.9 2003年度

一人当たり県民所得 426万7千円 295万8千円 － 2003年度

就業者数 （就業地ベース） 835万8千人 6,357万2千人 13.1 2003年度

事業所数 （民営） 66万4,562所 572万8,492所 11.6 2004年6月1日

会社企業数 （民営） 25万1,788社 152万9,616社 16.5 2004年6月1日

資本金10億円以上の大企業数 2,759社 5,823社 47.4 2004年6月1日

商業販売額 176兆8,985億円 538兆7,758億円 32.8 2004年

大型小売店販売額 2兆8,746億円 21兆3,344億円 13.5 2004年

新設住宅着工戸数 18万6,642戸 123万6,122戸 15.1 2005年

株式売買高 5,885億3,400万株 6,043億9,600万株 97.4 2005年度

手形交換高 31兆4,655億円 45兆4,519億円 69.2 2005年度

国内銀行貸出残高 151兆9,480億円 395兆5,816億円 38.4 2006年3月末

信用保証協会保証債務残高 3兆9,636億円 28兆7,964億円 13.8 2006年3月末

高等教育機関数 191 1,269 15.1 2005年度

大学院学生数 67,299人 254,480人 26.4 2005年度

ベンチャー事業化支援テーマ数 27 114 23.7 2005年度

新連携事業認定計画数 17 118 14.4 2005年度

新連携対策補助金 （事業化 ・ 市場化支
援事業） 採択件数

9 91 9.9 2005年度

新連携対策補助金 （連携体構築支援事
業） 採択件数

18 122 14.8 2005年度

NPO法人認証数 4,839 26,396 18.3 2006年3月末

外国人登録者数 34万5,441人 197万3,747人 17.5 2004年末

輸出額 （東京港及び羽田空港） 4兆6,902億円 65兆6,565億円 7.1 2005年

輸入額 （東京港及び羽田空港） 6兆2,237億円 56兆9,494億円 10.9 2005年

第１節　日本経済の中心東京
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２　人口構造の変化

（1）進む東京への人口集中

2005年の国勢調査（速報）によると、日本の総人口は1億2,776万人で、2000年に比べ83

万人の増加となったものの、増加率は戦後最低の0.7％となりました。

この5年間の人口の動きをみると、総人口のピークは2004年の1億2,778万人で、2005年は

2万人の減少となりました。人口が前年を下回ったのは戦後初めてのことで、増加を続けてき

た日本の人口は減少局面に入りました。

一方、2005年における東京の人口は1,257万994人で、2000年に比べて50万6,893人、4.2％

の増加となりました。増加率は2000年、2005年と連続して全国を上回っており、また、都道

府県別にみても最も高いなど、東京に人口が集中していることがわかります。（図1、2）

（2）都心3区で高い人口増加率

東京の人口の推移を、国勢調査をもとに地域別にみると、1970年以降は1985年を除き区部

の人口が減少し、市部の人口増加が続いてきましたが、2000年に区部の人口は増加に転じま

した。今回2005年調査では区部の増加率は市部を上回る4.3％となり、2000年から増加した

人口の約7割、34万8千人が区部における増加人口となっています。

区市町村ごとに人口増加率をみると、中央区、港区、千代田区の都心3区が15％を超える高

い増加率となっています。特に中央区は35.3％増と突出しています。また、増加数についても

区部が上位を占めており、東京の人口増加には区部が大きく寄与していることがわかります。

（図3、4）
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（3）進む少子高齢化

東京の人口の動きを変動要因別にみると、他県との移動による社会増減が多くを占めます。

1967年から続いた転出超過が1997年に転入超過に転じて以降、社会増減数は増加傾向が続き、

2005年中の増加人口の約8割を社会増が占めています。一方、出生数と死亡数の差である自

然増減数は減少傾向で推移しています。2005年には区部で調査開始以来初のマイナスとなり、

東京都全体でも3,446人と、初めて1万人を割り込み、最低の増加数となりました。（図5）

全国の合計特殊出生率は低下が続いており、2005年には1.25となりました。これを都道府

県別にみると、東京は全国最低を記録し続けており、2005年には0.98となりました。（図6）

こうしたなかで東京における年少人口は減少しています。総人口に占める年少人口の割合は、

2004年10月1日現在の推計人口でみると、全国で最も低い12.0％となっており、今後も減少

傾向が続くと予測されています。

また、いわゆる団塊の世代（1947 ～ 1949年生まれ）は東京の総人口の約5％、62万人に

上り、2007年以降、一般的な企業の定年年齢に到達します。さらに、団塊の世代が65歳を超

える2015年には高齢化率は23.2％に達すると予測されており、急速に進む少子化とあわせて、

今後は生産年齢人口や労働力人口の減少が懸念されます。（図7、8）

第２節　人口構造の変化

注１　0 ～ 14歳の人口
注２　高齢化率＝65歳以上人口／総人口×100（％）
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３　東京の事業所、会社企業数の動向

（1）減少傾向にある東京の民営事業所数

2004年の東京の民営事業所数は66万4,562所で、1986年をピークに減少を続けています。

1981年までは6％以上の高い増加率で推移してきましたが、その後低下傾向が続き、2004年は、

マイナス6.5％となっています。（図1）

従業者規模別事業所数構成比を、東京と全国で比較すると、1 ～ 4人規模の事業所割合は、

東京より全国の割合が高くなっています。しかし、5 ～ 9人規模以上では、全ての規模で東京

の割合が高くなっています。（図2）

産業別事業所数構成比を、東京と全国で比較すると、上位4位までを同じ産業が占めていま

すが、東京の5位は不動産業、6位は建設業で、全国とは逆の順位となっています。（図3）東

京には人口が集中していること、企業の経済活動が活発であることから、マンションやオフィ

スビルが多く立地しており、不動産取引が活発であることが影響していると考えられます。

　また、産業別に東京の事業所数が全国に占める割合をみると、情報通信業が34.1％と突出し

て高く、次いで運輸業の16.8％、不動産業の15.9％が高くなっています。東京は、人口、物流拠

点の集中などにより旅客、貨物輸送量ともに多いことから、運輸業が集中しています。情報通

信業は、従業者数は全国の約半数が集中しています。（図4）
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（2）減少している会社企業数

2004年の東京の会社企業数1は25万1,788企業で、1996年をピークに減少しています。

1980年代前半までは約10％の高い増加率が続いていましたが、その後低下し、2004年は、マ

イナス7.0％となっています。（図5）

常用雇用者規模別会社企業数構成比を、東京と全国で比較すると、東京は0 ～ 4人と50人以

上規模の構成比が全国より高く、5人から49人までの規模の構成比が全国より低くなっていま

す。（図6）

産業別会社企業数構成比を、東京と全国で比較すると、1位は同じく卸売・小売業ですが、

東京は2位以下がサービス業、製造業、建設業の順となっています。全国では､建設業、製造業、

サービス業の順となっており、東京の会社企業はサービス業の構成比が高くなっています。ま

た、東京は全国と比べ、不動産業、飲食店,宿泊業、情報通信業の構成比が高いことが特徴です。

（図7）

資本金階級別に、会社企業数の地域別構成比をみると都心3区（千代田区、中央区、港区）

は、資本金1,000万円未満の会社企業数構成比は約1割ですが、資本金10億円以上の会社企業

数の構成比は5割を超えており、都心3区に大企業が集中して立地していることがわかります。

（図8）

第３節　東京の事業所、会社企業数の動向

注１　 会社企業数は、経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社で、単独事業所又は本所・本社・本
店である事業所
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４　東京の中小企業の状況

（1）東京の中小企業比率は99.1％

東京都産業労働局では、「2004年事業所・企業統計調査報告」を基礎データとして、東京の

中小企業数及び中小企業比率を算出しました。その結果、東京の中小企業比率は99.1％となっ

ています。

内訳をみるとすべての産業で90％を超えていますが、全産業平均の99.1％を超えている産

業は、第１次産業を除くと、建設業、運輸業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学

習支援業などとなっています。

一方、鉱業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業のほか、情報通信業、卸売・小売業、金

融・保険業では平均を下回っています。

東京の中小企業を個人企業と会社企業に分けてみると、個人企業の比率が高いのは、運輸業、

飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業となっています。なかでも、医療,福祉は個人企業

の割合が唯一90％を超え、最も高くなっています。

会社企業の比率が高いのは、建設業、製造業、情報通信業、金融・保険業となっています。

なかでも、情報通信業は会社企業の割合が唯一90％を超え、最も高くなっています。（表1）

表１　産業分類別中小企業数及び中小企業比率 （東京、 2004年）

産業大分類 企業総数 中小企業数
中小企業

比率（％）

中小企業内訳

個人企業数 会社企業数

総計 全産業(Ａ～Ｑ) 510,026 505,488 99.1 258,238 247,250

Ａ　農業 254 254 100.0 - 254

Ｂ　林業 8 8 100.0 - 8

Ｃ　漁業 3 3 100.0 - 3

Ｄ　鉱業 60 56 93.3 1 55

Ｅ　建設業 38,639 38,469 99.6 10,439 28,030

Ｆ　製造業 59,455 58,890 99.0 19,814 39,076

Ｇ　電気・ガス・熱供給・水道業 65 60 92.3 - 60

Ｈ　情報通信業 13,680 13,076 95.6 414 12,662

Ｉ　運輸業 17,279 17,186 99.5 12,125 5,061

Ｊ　卸売・小売業 124,982 123,226 98.6 51,693 71,533

Ｋ　金融・保険業 4,320 4,189 97.0 919 3,270

Ｌ　不動産業 44,575 44,508 99.8 22,218 22,290

Ｍ　飲食店，宿泊業 77,664 77,431 99.7 59,327 18,104

Ｎ　医療，福祉 22,667 22,638 99.9 20,940 1,698

Ｏ　教育，学習支援業 9,914 9,869 99.5 7,582 2,287

Ｐ　複合サービス事業 14 14 100.0 9 5

Ｑ　サービス業（他に分類されないもの） 96,447 95,611 99.1 52,757 42,854

注１　 企業総数は、 中小企業数と大企業数の合計。 個人企業は、 個人経営の単独事業所または本所･本店事業所。
　　　　会社企業は、 株式会社、 有限会社、 合名会社、 合資会社、 相互会社のうち単独事業所または本所 ・ 本社 ・ 本店事業所。
注２　 常用雇用者数300人以下 （卸売業、 サービス業は100人以下、 小売業、 飲食店は50人以下）、 又は資本金３億円以下
　　　　（卸売業は１億円以下、 小売業、 飲食店、 サービス業は5000万円以下） の会社企業及び個人企業を中小企業とする。
資料　総務省 「事業所 ・ 企業統計調査報告」 を東京都産業労働局で再編加工
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第４節　東京の中小企業の状況

表２　区市町村別中小企業数及び中小企業比率 （東京、2004年）

区市町村 企業総数 中小企業数
中小企業
比率（％）

区市町村 企業総数 中小企業数
中小企業
比率（％）

都 全 域 510,026 505,488 99.1 小 金 井 市 1,995 1,954 99.9

区部計 417,475 413,174 99.0 小 平 市 3,614 3,608 99.8

千 代 田 区 22,674 22,006 97.1 日 野 市 3,450 3,440 99.7

中 央 区 28,083 27,260 97.1 東 村 山 市 2,826 2,824 99.9

港 区 25,926 25,189 97.2 国 分 寺 市 2,202 2,196 99.7

新 宿 区 25,165 24,794 98.5 国 立 市 1,752 1,749 99.8

文 京 区 12,030 11,931 99.2 福 生 市 1,697 1,689 99.5

台 東 区 21,021 20,870 99.3 狛 江 市 1,705 1,701 99.8

墨 田 区 15,165 15,102 99.6 東 大 和 市 1,856 1,853 99.8

江 東 区 14,061 13,932 99.1 清 瀬 市 1,373 1,371 99.9

品 川 区 16,605 16,332 98.4 東 久 留 米 市 1,993 1,990 99.8

目 黒 区 9,399 9,323 99.2 武 蔵 村 山 市 1,756 1,755 99.9

大 田 区 26,096 25,984 99.6 多 摩 市 1,758 1,747 99.4

世 田 谷 区 19,885 19,820 99.7 稲 城 市 1,552 1,548 99.7

渋 谷 区 20,893 20,575 98.5 羽 村 市 1,591 1,586 99.7

中 野 区 11,535 11,846 99.6 あ き る 野 市 1,935 1,932 99.8

杉 並 区 16,594 16,564 99.8 西 東 京 市 4,169 4,163 99.9

豊 島 区 14,564 14,447 99.2 郡部計 1,972 1,971 99.9

北 区 13,069 13,030 99.7 瑞 穂 町 1,151 1,150 99.9

荒 川 区 10,938 10,914 99.8 日 の 出 町 401 401 100.0

板 橋 区 16,905 16,848 99.7 檜 原 村 159 159 100.0

練 馬 区 17,848 17,826 99.9 奥 多 摩 町 261 261 100.0

足 立 区 22,444 22,419 99.9 島部計 1,821 1,821 100.0

葛 飾 区 17,430 17,418 99.9 大島支庁 1,120 1,120 100.0

江 戸 川 区 18,935 18,911 99.9 大 島 町 587 587 100.0

境 界 未 定 地 域 210 193 91.9 利 島 村 29 29 100.0

市部計 88,758 88,522 99.7 新 島 村 301 301 100.0

八 王 子 市 12,763 12,735 99.8 神 津 島 村 203 203 100.0

立 川 市 4,712 4,700 99.7 三宅支庁 31 31 100.0

武 蔵 野 市 5,176 5,146 99.4 三 宅 村 7 7 100.0

三 鷹 市 4,358 4,349 99.8 御 蔵 島 村 24 24 100.0

青 梅 市 3,735 3,725 99.7 八丈支庁 487 487 100.0

府 中 市 5,379 5,350 99.5 八 丈 町 473 473 100.0

昭 島 市 2,787 2,776 99.6 青 ヶ 島 村 14 14 100.0

調 布 市 4,916 4,899 99.7 小笠原支庁 183 183 100.0

町 田 市 7,748 7,736 99.8 小 笠 原 村 183 183 100.0

注、 資料　表１に同じ
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１　企業の社会的責任

（1）企業の社会的責任とは

企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）は、企業が継続的に発展してい

くために必要不可欠な取組といわれ近年、特に注目されています。

2003年は、日本企業に専門組織・担当役員を設置する動きが相次ぎ、新聞等でも取り上げら

れる機会が急増したために「CSR元年」と言われています。特に、大手製造業を中心として、

部品や資材を調達する基準を「品質」、「コスト」、「納期」、「環境配慮」の「グリーン調達」から「法

令順守」、「社会規範順守」、「社会貢献」等を加えた「CSR調達」へと拡大する動きも見られます。

また、（社）日本経済団体連合会、（社）経済同友会が、調査や報告書の作成等の取組を行ってい

ます。1

国においては、厚生労働省、経済産業省、環境省などで研究会の立ち上げ等の各種の取組が

行われています。2

国際的には、国際規格である「ISO26000（社会的責任に関する規格）」3が、2009年第1四半

期に発行予定となっています。なお、ISO（国際標準化機構）においては、社会的責任を負う

のは企業だけではないということから、社会的責任（SR）となっています。

この調査では、企業の社会的責任を、「企業倫理や法令を順守することに加えて、環境保全

や社会貢献、適正な労働条件、人権保護など、企業が従業者や地域社会、一般消費者に対して

果たすべき責任」と定義し、企業の認知度、取組の現状について調査し、今後の方向性を探り

ました。

（2）企業の社会的責任の取組の必要性

取組の効果としては、企業の商品・サービスの市場価値の向上、危機管理の強化、企業ブラ

ンド価値の向上、人材の確保等の企業経営力の向上が期待できます。

言いかえれば、企業の社会的責任は本業の経営が成立したうえので取組ですが、企業の社会

的責任の取組が十分でない場合には継続的な健全な経営は成り立たない状況にあります。

また、企業の社会的責任は単独企業が取り組むとコストアップ等で競争上、不利になること

もありますが、今後、多数の企業が同時に取り組むことが要請されることにより、この状況が

解消され、経営上有利に働くと考えられます。

（3）企業の社会的責任の動向

歴史的にみると、江戸時代の「三方よし－売り手よし、買い手よし、世間よし」（近江商人）

や「公益を先にし、私利を後にすべし」（神野家　家法）等の公益を重視する商家の家訓にも

企業の社会的責任の考え方に通ずるものが見受けられます。なお、このような考え方は、現代

の企業の経営理念をみると、引き継がれていることが確認できます。

トピックス＊中小企業における社会的責任、社会貢献の取組に関する調査

注１　 （社）日本経済団体連合会：「日本経団連CSRインフォメーション」及び「月刊経済Trend」に企業の社会的責任に関す
る報告記事、企業の取組記事を掲載。経常利益や可処分所得の1％相当額以上を自主的に社会貢献活動に支出しようと
努める企業や個人の 「1％（ワンパーセント）クラブ」を設立している。

（社）経済同友会：「日本企業のCSR：進捗と展望ー自己評価レポート2006」（2006年5月）を発表。
注２　厚生労働省：労働に関するCSR推進研究会

経済産業省：「企業の社会的責任（CSR）に関する懇談会中間報告書」（2004年9月）
環境省：「社会的責任（持続可能な環境と経済）に関する研究会報告書」（2005年8月）

注３　「ISO26000（社会的責任に関する規格）」の動向については（財）日本規格協会のホームページ（http://www.jsa.or.jp/）
に掲載。
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トピックス＊中小企業における社会的責任、社会貢献の取組に関する調査

２　調査の概要

都内中小企業1万企業（2001年事業所・企業統計調査から無作為抽出、島しょを除く）を対

象に、2005年11月に調査を実施し、2,258企業（有効発送数8,675、有効回答率26.0％）から

回答を得ました。

３　調査の結果

（1）企業の社会的責任

①認知度

「企業の社会的責任」の認知度は、新聞等に取り上げられる機会も多いこともあり、約9割と非

常に高い状況です。従業者規模が大きくなると、言葉のみでなくその内容についても認識してい

る企業が多くみられる傾向にあります。業種別にみると、「情報通信業」、「サービス業」及び「運

輸業」は、「聞いたことはあり、内容について知っている」との回答が5割以上となっています。

（図1）

②企業経営における位置づけ

「企業の社会的責任」の企業経営における位置づけも、全体の約8割が肯定的な評価をして

います。従業者規模が大きくなると「企業の社会的責任」の重要性を認識し、肯定的な回答が

高くなる傾向にあります。業種別にみると、「情報通信業」が肯定的な評価をしている割合が

高くなっています。（図2）
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③取組項目

「企業の社会的責任」について、現在及び今後の取組状況について項目ごとに集計した結果

を比較してみると、現在、取組中で高い割合となっているのは、「顧客への誠実な対応」、「納

税」で7割を超えています。次いで「商品・製品・サービスの安全性の確保」、「法令順守」で

6割を超え、「従業員の安全衛生の確保」で5割を超えています。

今後、取組予定の項目では、「新たな技術や知識を生み出すこと」が最も多く、「情報開示の推進」、

「地球環境への配慮」、「多様な雇用の確保」、「個人情報の適切な管理」が2割を超えています。（図3）

④取組を決意させた最も大きな要因

実際に、社会的責任に取り組んでいる企業に取組を決意させた要因は、「無回答」を除くと、

「事業の継続・発展のために経営力の向上」と「経営者の方針」とが二大要因となっています。

従業者規模別にみると、300人を超える規模を除いて、規模が大きくなるほど「事業の継続・

発展のために経営力の向上」の回答割合が多くなっています。なお、「1 ～ 5人」規模の企業は「無

回答」の割合が4割を超え、明確な回答が得られない企業が多くなっています。

業種別にみると、「事業の継続・発展のために経営力の向上」は「運輸業」及び「卸売業」で

3割を超え、また、「経営者の方針」は「情報通信業」、「卸売業」などで2割を超えています。（図4）
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トピックス＊中小企業における社会的責任、社会貢献の取組に関する調査

⑤企業内の取組体制

企業内の取組体制については、「事故防止の社内チェック体制の強化」が最も多く、次いで「苦

情対応体制の整備」、「企業理念・企業の自主行動基準の作成」、「朝礼、研修会での教育・指導」

などとなっています。今後、さらに、企業の社会的責任に関する取組体制を整備して、充実さ

せていくことが必要な状況にあります。（図5）

⑥取り組むにあたって不足する経営資源

企業はヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源により経営を行っています。取り組むにあ

たって不足する経営資源としては「資金」、「人材」及び「知識やノウハウ」の回答割合が3割

を超えています。（図6）

⑦取組のメリット・デメリット

取組のメリットとして、「企業イメージの向上」及び「販売先からの信頼性の向上」が約5割、

「消費者からの信頼性の向上」が約4割の企業があげています。一方、デメリットとして、「資

金の不足」、「企業収益の減少」及び「人材の不足」をあげる割合が約3割となっています。

メリットの項目がデメリットの項目よりも相対的に上位に位置しており、企業の社会的責任

の取組に対して、メリットを感じる企業が多くなっています。（図7）
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⑧取引先・親会社等からの取組要請の有無

現在取り組んでいない事項について、新たに取組要請のある企業は約1割です。（図8）

具体的な取組要請の内容をみると、製造業では有害物質の使用制限・管理、ISO14001取得等の環

境への配慮、情報・通信業では情報セキュリティー及び個人情報保護、小売業では商品の適正な販

売等の安心・安全への取組、サービス業ではプライバシーマーク取得などが要請されています。（表1）

今後も、大企業のCSR調達の動向、ISO26000（社会的責任に関する規格）の原案作成の進

捗状況などに注視していく必要があります。

（2） 社会貢献

①企業経営における位置づけ

社会貢献について、全体の7割強が「必要性を認めて肯定的に評価」及び「経営に必要不可

欠で重要課題」と企業経営上で肯定的に位置づけています。

社会的責任の企業経営における位置づけと比較すると、「必要性を認めて肯定的評価」が最

も多く、次いで「必要不可欠な重要課題」と続く構成比について同様な傾向が見られます。（図9）
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トピックス＊中小企業における社会的責任、社会貢献の取組に関する調査

②社会貢献の取組項目

社会貢献について肯定的な評価の割合と比較して、社会貢献に取り組んでいる企業は全体的

にまだ少ない状況です。

現在、取り組んでいる項目は、「地域イベントへの参加・協賛」が27.9％と最も多く、次いで「部

品や原材料の地元企業からの調達」、「社会貢献活動を行っている個人や団体等へ寄付」などが

続いています。

今後の取組予定の項目は、「従業員の社会貢献活動の支援」が24.3％と最も多く、次いで「地

域イベントへの参加・協賛」、「社会貢献活動を行っている個人や団体等へ寄付」などとなって

います。（図10）

（3） 企業の社会的責任・社会貢献の支援策（行政への要望）

「企業の社会的責任・社会貢献」に取組にあたり要望する行政の支援策は、「情報提供」が

56.2％と他項目に比べ圧倒的に高い割合となっています。以下、「対応資金の制度融資」

28.0％、「相談窓口の設置」25.7％、「特定テーマの助成金」18.0％、「対応事例集の発行」

17.1％、「セミナーの開催」16.3％、「企業診断、実施支援」13.2％などと続いています。

従業者規模別及び業種別で、「企業の社会的責任」の認知度、取組状況について、企業間に

大きな差があることから、行政の支援策については企業の取組ステージ及び業界団体の特性な

どを見極めた対応が必要です。（図11）
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５　グローバル化の進展

（1）増加の続く貿易額

グローバル化の進展により、海外取引は活発化しています。

東京港における貿易動向をみると、2005年の輸出額は前年比6.6％増の4兆6,868億円となり、

3年連続で増加しています。一方、輸入額は6年連続で増加し、2005年は前年比10.6％増の6

兆1,293億円と、過去最高を記録しました。全国における貿易額も、輸出額が4年連続、輸入

額が3年連続で増加し、2005年にはともに過去最高となりました。貿易バランスをみると、東

京港では5年連続の輸入超過となり、2005年の輸入超過額が1兆4,425億円と、過去最大とな

りましたが、全国では原油高の影響で4年ぶりに超過額が減少したものの、輸出超過が続いて

います。（図1）

東京港における貿易額が全国に占める割合は、輸出、輸入ともに近年低下傾向にあります。

輸入額はこの10年間で1.7ポイント低下して2005年には10.8％、輸出額は2.8ポイント低下し

て7.1％となっています。（図2）

品目別にみると、輸出額では機械類が約7割を占め全国と同様に高い割合となっています。

輸入額では機械類と食料品がそれぞれ約3割を占めています。食料品の占める割合が高いのが

東京港の特徴で、東京港における食料品輸入額は全国の28.1％を占めています。そのほか、紙

類・同製品やがん具類が全国における輸入額の約40％を占めています。（図3）

東京港の輸出入額を国・地域別にみると、輸出額、輸入額ともにアジアの割合が上昇してい

ます。特に、輸入額は、中国が全体の4割近くを占めるまでになっています。（図4）
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第５節　グローバル化の進展

（2） 都内中小企業の海外展開状況

海外販売網の整備、低廉な労働力や新たなマーケットの獲得などを目的として、企業は海外

に進出しています。

都内中小企業のうち、2005年時点で海外取引・海外進出1を行っているものは16.0％となっ

ています。これを業種別にみると、卸売業は25.6％、製造業は19.5％となっていますが、小売

業、サービス業は7％台にとどまっています。また、企業規模別にみると、規模が大きいほど

割合が高く、大規模では3割を超えているのに対し、小規模では1割に達していません。（図5）

海外展開先は、中国が最も多くなっており、製造業、卸売業では7割を占め、突出しています。

（図6）

（3） 東京に集中する外資系企業

海外からの直接投資により、新たな生産技術・ノウハウの移転を通じた国内産業の経営・技

術革新、競争力強化や雇用創出等が期待されるとして、政府や自治体は活発な外資系企業の誘

致活動を行っています。これにより、2004年末の対日投資残高は9兆6千億円に達し、日本貿

易振興機構調査によると日本に進出している外資系企業2の数は4千を超え、そこで雇用されて

いる人数は100万人を超えています。

これら外資系企業の本社の立地状況をみると、東京が全体の6割を占めています。外資系子会

社に限ると、75.9％が都内に立地しており、東京における事業所の集積、巨大な市場、豊富なビ

ジネスチャンス、整備されたインフラ等が海外の投資家をひきつけていると考えられます。

（図7、8）

注１　製品輸出入、販売委託、技術提携、製造委託、現地出資法人など
注２　 外資比率10％以上の外資系企業（単独外国投資家が株式又は持分の10％以上を有している日本法人（外資系子会社）

とその子会社等（外資系孫会社）及び外国企業の在日支店
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６　東京の産業活動を支える第３次産業

（1）第3次産業化が進む東京の産業構造

東京は全国に先行してサービス経済化が進展しており、2003年度の都内総生産額の構成比

をみると、第1次産業が約0.1％、第2次産業が14.9％、第3次産業が85.0％で、第3次産業が産

業構造の主体となっています。10年前と比べても第1次産業、第2次産業は縮小、第3次産業は

引き続き拡大傾向にあります。一方、2003年の国内総生産額の構成比は、第1次産業が約1.6％、

第2次産業が26.5％、第3次産業は71.8％であり、東京の第3次産業の構成比とは開きがありま

す。

都内、国内の総生産額構成比の10年間の推移を比べてみると、東京は一貫して第3次産業の

占める割合が、国内よりも13ポイント以上高くなっています。（図1、2）

また、2003年の都内総生産額を産業別構成比でみると、第3次産業の割合が総じて高くなっ

ています。特に、サービス業の占める割合が29.4％で最も高く、1994年からの推移をみても

他の産業に比べて伸びが際立っています。（図3）

サービス業が県民総生産額に占める割合を他府県と比較しても東京が最も高く、県民総生産

額第2位の大阪府と比べても6ポイント上回っています。（図4）
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第６節　東京の産業活動を支える第３次産業

（2）従業者数の8割を占める第3次産業

2004年における東京の従業者数は約775万人で、1996年をピークに減少傾向となり、第3

次産業従業者数も頭打ちとなっています。しかし2004年の従業者数の内訳をみると､ 第2次産

業従業者の占める割合は17.4％、第3次産業従業者は82.5％で、全国に比べて第2次産業従業

者の占める割合は10ポイント以上低く、第3次産業従業者の占める割合は10ポイント以上高く

なっています。（図5）

また、2004年の産業別従業者数構成比を全国と比較すると､ 東京は、第2次産業である建設

業、製造業の比率が低い一方、第3次産業である情報通信業、金融･保険業、サービス業などが

高くなっています。（図6）

1996年から2004年の東京の産業別従業者数構成比の推移1をみると、製造業、卸売･小売業が低

下している一方で、サービス業、情報通信業、医療,福祉等が上昇しています。（図7）

（3）サービス支出割合が大きい東京の個人消費

2005年の家計消費支出において、耐久財等への支出とサービス支出の割合を都市の人口規

模別２に比較してみると、中小都市よりも大都市のほうが大きい傾向があります。なかでも都

区部は、サービス支出の割合が51.8％と５割を超えており、他の大都市と比較しても大きく、

また、2002年と比較しても約４ポイントの増加となっています。これは、東京において、サー

ビス経済化が全国に先駆けて進展していることが、個人消費面にもあらわれているものといえ

ます。（図8）

注１　 日本標準産業分類は産業構造の変化に対応させるため2002年3月に第11回改訂の告示が行われ、「事業所･企業統計」に
おいて新産業分類で従業者数が把握できるのは1996年からとなる。

注２　大都市＝人口100万人以上、中都市＝15万人以上100万人未満、小都市Ａ＝5万人以上15万人未満、小都市Ｂ＝5万人
　　　未満
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７　東京の観光、コンベンション

（1）過去最高となった訪日外国人旅行者数

2005年の訪日外国人旅行者数は､過去最高の約673万人となりました。増加要因としては、

国の外客誘致宣伝活動「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の拡大、査証（ビザ）の緩和措

置、愛知万博の開催のほか、中部国際空港開港、円安、物価の安定などが挙げられています。

一方、日本人海外旅行者数は、約1,740万人となり、過去最高であった2000年に次ぐ数とな

りました。（図1）

国・地域別の訪日外国人旅行者数は、韓国が最も多く、全体の約4分の1を占めています。

次いで台湾、アメリカ、中国の順であり、アジア地域で全体の7割近くを占めています。（図2）

世界観光機関（WTO）の予測によると、日本を含む東アジア・太平洋地域の2000年から10

年間の国際観光客到着数は、世界的に見て最も伸びるとされています。しかし、海外へ出国す

る日本人海外旅行者の多さに比べ、2003年の外国人旅行者受入数アジアランキングは7位と、

他のアジア諸国と比べて依然として低迷しています。（図3）

（2）アジアと欧米諸国で異なる訪日の目的と動機

訪日外国人旅行者の訪日目的は、業務の割合が最も高く、次いで観光/休暇、業務兼観光、親族・

友人訪問の順となっています。地域別に見ると、アジア諸国では観光の割合が高く、欧米諸国

では業務の割合が高くなっています。（図4）
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（3）多くの観光客でにぎわう「東京」

2005年に東京を訪れた観光客は約４億１千万人で、そのうち外国人旅行者は、前年に比べ

て7.4%増加し、約449万人となっています。観光客が都内で買物や飲食、宿泊などに費やした

観光消費額は約４兆81億円で、そのうち外国人旅行者による消費額は2,885億円と推計されて

います。観光客数では、都内在住者が約２億3,197万人と全体の約半数を占めるなか、観光消

費額については、全体の６割以上が道府県在住者の消費によるものとなっています。

また、これらの観光客が都内に及ぼす生産波及効果は約８兆6,011億円で、都内生産額の5.4％

に及び、雇用効果は約53万人に達しています。生産波及効果、所得効果、雇用効果及び税収

効果いずれについても、道府県在住者による効果が６割近くを占めています。（表1）

（4）東京の国際コンベンション（会議）の状況

国内の都市別に、国際コンベンションの開催件数をみると、東京都区部は全国で最も多く、

2004年では2位の大阪の約3倍の件数となっています。（図5）

しかし、国際的にみると、2004年における東京の開催件数は47件で、各国都市の中で33位

となっています。全開催件数が減少する中で、アジアは2003年より97件、シェアは2.2ポイン

ト増ですが、東京は2003年の開催件数より減少しています。（図6）
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８　アニメ産業

（1）アニメ市場の飛躍的成長

デジタルコンテンツ白書によれば、日本のアニメーションは、世界で放映されているテレビアニ

メの約65％を占めるとも言われ、日本の独創的な産業として世界各地で高い評価をうけています。

2004年における国内のアニメ市場規模1は、2,286億円と推計されています。2003年は前年

比で4年ぶりに減少に転じましたが、2004年は前年比20.1%と大幅な増加となり、過去最高を

記録しました。なかでも、劇場用アニメの伸びが顕著で、これは劇場用作品にヒット作が生ま

れたためとみられています。（図1）

劇場用アニメを詳しくみると、2004年における国内の推定興行収入は616億円で、前年比

で143.5％増と大幅な増加となりました。これは、劇映画全体の興行収入のうち約3割を占め

ると推計されています。（図2）

（2）安定をみせているキャラクター商品小売市場

2004年における国内のキャラクター商品小売市場は1兆6,420億円で、前年と比較すると

3.4％の減少となりましたが、2004年を含めた過去5年間をみると、1兆6千億円から1兆7千億

円の間で推移しています。

商品部類別でみると、玩具が最も多く40％となっており、次いで、家庭用品、アパレルが

約15％で続いています。近年では、特に、パチンコ・パチスロなどアミューズメント機器へ

のアニメキャラクターの活用が注目されています。（図3）

（3） 期待される新たな市場、インターネット配信市場

2005年度におけるアニメのインターネット配信市場は58億円と見込まれ、前年比61.1％の増加

になると推計されています。劇場用アニメなどの市場に比べるとまだ規模としては小さなもので

すが、ここ数年着実に伸びており、アニメ市場における新たな市場として期待されています。（図4）

注１　劇場用アニメーション、テレビ用アニメーション、ビデオソフト（DVD、カセット）、ブロードバンド配信の合計
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（4）アニメ産業の中枢を担う東京

2002年時点でアニメプロダクションは全国に約430社あり、前年の247社に比べ74.1％の大

きな伸びとなりました。このうちの約8割にあたる359社が東京に所在しています。東京都内

のプロダクション数の前年比が63.9％となった一方で、数は少ないものの他の道府県の対前年

比は153.6％となりました。（図5）

東京都内の所在地の状況をみると、練馬区に20.6％、杉並区に19.8％が集積し、この2区だ

けで全体の約４割を占めています。（図6）

（5） 年々高まるアニメへの関心

東京都では、アニメ産業のより一層の振興を図るため、2001年度からアニメビジネスの総

合見本市であるアニメフェアを毎年開催しています。

アニメフェアの入場者数は、フェア開始から増加を続け、着実に増え続けています。2005

年度は、前年比17.6％増、2001年度の約2倍となる9万8,984人を記録、10万人に迫る勢いとなっ

ています。（図7）

2001年度を基準とする目的別入場者数の推移をみると、伸びが最も大きかったのは海外バ

イヤーで、約3.5倍の増加となりました。一般及びビジネスでの入場者数も、2005年度まで着

実に増加し、ビジネスでの入場者数は約2倍に達し、フェア開始以来、初めて2万人を突破し

ました。（図8）

第８節　アニメ産業
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１　製造業の概況

（1）事業所数、製造品出荷額等とも減少の続く東京の製造業

東京の製造業は、2003年現在、事業所数４万9,580所、従業者数46万7,210人、製造品出荷

額等11兆6,259億円、付加価値額4兆8,057億円となっており、2000年と比べると、事業所数

で17.7％、従業者数で16.8％、製造品出荷額等で23.8％、付加価値額で20.5％減少しています。

（図１）

東京の製造業が都内総生産に占める割合をみると、2003年度は10.7％と、1990年度の

16.0％から年々減少しています。全国の製造業が国内総生産に占める割合と比べても、その水

準は10ポイント以上低くなっています。（図２）

製造業の規模の縮小は、アジアへの生産機能の移転や経済のサービス化などが背景となって

いますが、様々な業種が集積する東京の製造業の果たす役割は大きく、またその特徴から今後

も大きな可能性を有しているといえます。

第１章 製 造 業
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第１節　製造業の概況

（2）小規模事業所が多い東京の製造業

東京の製造業の特徴を従業者規模でみると、全国と比べて小規模な事業所が多いことがわか

ります。10人未満の事業所数割合が全国では約７割であるのに対し、東京は82.9％に達してお

り、1 ～ 3人の事業所数だけでも半数を超えています。また従業者数、製造品出荷額等、付加価

値額についても、東京は30人未満規模の事業所の占める割合が高くなっています。（図３）

（3）印刷・同関連業のウェイトが特に大きい東京の製造業

東京の事業所数を中分類別でみると印刷・同関連業の事業所数の占める割合が17.9％と最も

高く、都内の工場の5 ～ 6所に１つは印刷・同関連業となっています。さらに、従業者数、製

造品出荷額等、付加価値額についても、高い割合を占めています。

また、製造品出荷額等では情報通信機械、電子・デバイスといったIT関連機器の製造業や、

多摩地区に大規模事業所の所在する輸送用機械の割合が高くなっています。（図４）
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（4）製造業の都道府県比較

製造業はわが国の基幹産業であり、事業所数50万4,530所、従業者数865万8,392人、製造

品出荷額等276兆2,302億円、付加価値額100兆1,143億円の巨大産業です。しかし、経済のサー

ビス化が進むなかで、これらの規模は減少し続けています。2000年から2003年にかけて都道

府県別の製造業の状況をみると、事業所数と従業者数は沖縄県を除いたすべての都道府県で減

少し、製造品出荷額等と付加価値額もほとんどの都道府県で減少しました。東京は事業所数、

従業者数、製造品出荷額等の減少率が全国で最も高く、付加価値額も大きく減少しました。

製造業の規模を都道府県別で比較すると、東京は事業所数が第１位で全国の事業所の約

10％が所在していますが、従業者数では３位、製造品出荷額等は７位、付加価値額は６位となっ

ています。事業所数以外は愛知が第１位で、それぞれ東京の2 ～ 3倍の規模を有しています。

上位の都道府県が三大都市圏を中心として太平洋側に集積しており、事業所数、従業者数、製

造品出荷額等、付加価値額のすべての項目で、全国の半分程度の割合を占めています。（図５）
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（5）情報関連製造業のウェイトが大きい東京

製造業は各地で様々な集積がみられますが、製造品出荷額等が上位の都道府県についてみる

と、東京は印刷・同関連業、情報通信機械といった情報関連の事業所が合わせて3割強を占め

ています。これに対し、他の府県では乗用車や二輪車、鉄鋼や石油化学といった重化学工業が

県内の製造品出荷額等に占める割合が高いことが特徴的となっています。（表１、図６）

（6）印刷、皮革製品、情報通信機械、精密機械の製造品出荷額等が全国最大の東京

東京は４つの業種で製造品出荷額等が全国最大となっています。特に印刷・同関連業は全国

に占める割合が25.4％、皮革・同製品は28.4％となっており、全国の製造品出荷額等の４分の

１以上を占めています。（図７）

第１節　製造業の概況
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２　地域別特徴

（1）事業所の８割が所在する区部、製造品出荷額等の５割を占める多摩地域

東京には４万9,580所の製造業の事業所が立地しています。その集積については、地域別に、

区部（都心、副都心、城東、城南、城北、城西）、多摩地域及び島部に分けることができます。

小規模な事業所が集積する区部の事業所数は４万2,514所で都内事業所の８割超が所在し、従業

者数でも30万6,203人と都内全体の６割超を占めています。一方、電気機械や輸送用機械といっ

た重工業の大規模事業所などが立地する多摩地域では、製造品出荷額等が6兆1,014億円と都内

の半分以上を占め、また１事業所当たりの製造品出荷額等も区部に比べて高くなっています。

島部には、都内全体に対する事業所数の割合は低いものの、食料品製造業等の事業所の立地が

みられます。（図１）
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事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額は区部、多摩地域ともに減少傾向にあり、

2003年は、2000年と比較するとそれぞれ10 ～ 20％台の減少となっています。（図２）

（2）印刷・同関連業の集中する区部、輸送用機械が多い多摩地域

区部と多摩地域の特徴を業種別構成比からみると、区部では事業所数、従業者数、製造品出

荷額等、付加価値額すべての項目で、印刷・同関連業、金属製品、一般機械が大きなウェイト

を占めており、製造業全体の約半数となっています。なかでも印刷・同関連業は、事業所数の

約２割、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額の約３割を占め、最も多くなっています。

多摩地域では、事業所数で一般機械、金属製品、電気機械が大きな割合を占め、従業者数と

製造品出荷額等では電気機械、輸送用機械、情報通信機械が、付加価値額では輸送用機械、電

気機械、精密機械が大きな割合を占めています。（図３）

第２節　地域別特徴
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（3）印刷・同関連業が集積している都心・副都心地域

千代田、中央、港の３区からなる都心地域は、事業所数1,930所の地域で、官公庁や企業本社

が多数立地しています。新宿、文京、渋谷、豊島の４区からなる副都心地域は、事業所数3,483

所の地域です。これらの地域には印刷・同関連業が集積しています。印刷・同関連業の事業所

数の割合をみると、都心地域では地域内事業所数全体の66.2％、副都心地域では59.9％を占め

ています。また、製造品出荷額等をみると印刷・同関連業の占める割合は都心地域で78.1％、

副都心地域で73.8％となっています。これは都心、副都心を合わせた両地域に文教施設や大手

マスコミ各社が数多く所在し、知識・情報発信の主要拠点としての役割を担っていることが、

背景としてあげられます。（図４、５）
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第２節　地域別特徴

（4）金属製品、衣服・その他、皮革・同製品製造業などが集積している城東地域

台東、墨田、江東、荒川、足立、葛飾、江戸川の７区からなる城東地域は、事業所数2万3,368

所で、東京における事業所全体の約半数を占める最多地域です。地域に占める事業所数の割合

をみると、金属製品が17.6％、印刷・同関連業が12.6％、皮革・同製品が10.2％、衣服・その

他が9.8％、となっています。都内に占める事業所数の割合をみると、衣服・その他は80.1％、

皮革・同製品は96.9％の事業所が城東地域に集中しています。地域に占める製造品出荷額等の

割合をみると、印刷・同関連業が15.0％、金属製品が10.9％、化学工業が10.7％となっていま

す。（図６）

（5）食料品、衣服・その他や印刷・同関連業などが多く所在している城西地域

世田谷、中野、杉並、練馬の４区からなる城西地域は、事業所数2,231所が所在しています。業

種別構成比をみると、事業所数では印刷・同関連業、衣服・その他、食料品が多く、製造品出荷

額等では印刷・同関連業、情報通信機械、食料品が多くを占めています。情報通信機械の製造品

出荷額等が大きく、杉並区は区部で２位、練馬区は３位となっています。（図７）
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（6）一般機械器具、金属製品製造業が集積している城南地域

品川、目黒、大田の３区からなる城南地域は、国内有数の製造業集積地で、一般機械、金属

製品などが集積しています。事業所数が都内最多の大田区5,040所を中心に、7,609所の事業

所を有しています。業種別構成比では、事業所数と製造品出荷額等ともに一般機械、金属製品

が多くを占めています。（図８）

（7）精密機械器具製造業、化学工業が集積している城北地域

北、板橋の２区からなる城北地域は、事業所数3,893所を有しています。印刷・同関連業、

鉄鋼業の製造品出荷額等はそれぞれ都内最大となっており、印刷・同関連業、鉄鋼業などの大

規模工場が両区に立地しています。（図９）
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第２節　地域別特徴

（8）機械器具や重工業などの大規模工場が立地する多摩地域

多摩地域における製造業は、事業所数が都内全体の約１割、従業者数は約３割ですが、製造

品出荷額等は過半数を占めています。この地域には中小規模の工場とともに大規模工場も多く

立地していることが特徴となっています。

多摩地域を東部、西部、南部及び北部の４地域に分けて事業所数をみると、南部が最も多く、

以下北部、西部、東部の順になっています。

東部は、事業所数1,124所の地域で、金属製品や一般機械、電気機械をはじめとする機械金

属関連の業種で占められており、製造品出荷額等では情報通信機械と電気機械が大部分を占め

ています。西部は、事業所数1,683所の地域で、機械金属関連の業種のほか、輸送用機械が製

造品出荷額等の多くを占めています。南部は、事業所数が2,257所と多摩地域で最も事業所の

多い地域で、このうち６割超の1,417所が八王子市に立地しています。輸送用機械、情報通信

機械、電気機械が製造品出荷額等の多くを占めています。北部は、事業所数1,892所の地域で、

機械金属関連のほか食料品の事業所も多く所在しています。製造品出荷額等では、電子・デバ

イス、精密機械、食料品が多くを占めています。（図10）
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（9）特産品の食料品製造業が中心の島部の製造業

伊豆・小笠原諸島の２町７村からなる島部は、事業所が110所（三宅村を除く。以下同）、従

業者数は590人、製造品出荷額等は約42億円、付加価値額は約21億円となっています。（図11）

業種別の事業所数及び製造品出荷額等の構成比をみると、水産食料品を中心として食料品の

割合が高くなっています。主に、特産品であるくさや、くんせい、椿油、焼酎、あしたば茶な

どの食料品の加工が行われています。

このように、地域の特性や魅力を活かした製造業が島部には多く所在しています。（図12）
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＊ 東京の伝統工芸品 *

伝統工芸品は、長い年月を経て、東京の風土と歴史のなかで育まれ、手作りの素朴な味わい、

親しみやすさ、優れた機能性等が、生活に豊かさとうるおいを与えてくれます。しかし、生活

様式が変化したことや、後継者の確保が困難になったことなどから、伝統工芸品を取り巻く環

境は厳しい状況となっています。

東京都では、東京の伝統工芸品産業の振興、伝統工芸品の保護・育成を図り、広く普及す

るために東京都伝統工芸品の指定制度及び東京都伝統工芸士の認定制度を設けています。　

2005年現在、①製造工程の主要部分が手工業的、②伝統的な技術・技法により製造、③伝統

的に使用されてきた原材料により製造などの要件を備える工芸品40品目を東京都伝統工芸品

として指定しています。（表１）

最近では、地域の文化を見直し、「和」のくらしを重視した高品質の製品を求める消費者ニー

ズなどに応えるべく、伝統の技を活かしつつ新技術の導入や、新製品開発などに取り組んでい

ます。

表１　東京都伝統工芸品

伝　統　工　芸　品　名 主　な　製　造　地 指定年月日　（　） 内は国指定年月日

村山大島紬 武蔵村山市、 瑞穂町、 昭島市 1982.12.24　（1975. 2.17）

東京染小紋 新宿区、 世田谷区、 練馬区ほか 1982.12.24　（1976. 6. 2）

本場黄八丈 八丈町 1982.12.24　（1977.10.14）

江戸木目込人形 台東区、 墨田区、 荒川区ほか 1982.12.24　（1978. 2. 6）

東京銀器 台東区、 荒川区、 北区ほか 1982.12.24　（1979. 1.12）

東京手描友禅 新宿区、 練馬区、 中野区ほか 1982.12.24　（1980. 3. 3）

多摩織 八王子市 1982.12.24　（1980. 3. 3）

東京くみひも 台東区、 杉並区、 北区ほか 1982. 2. 4

江戸漆器 台東区、 中央区、 足立区ほか 1982. 2. 4

江戸鼈甲 文京区、 台東区、 豊島区ほか 1982. 2. 4

江戸刷毛 台東区、 墨田区、 葛飾区ほか 1982. 2. 4

東京仏壇 台東区、 荒川区、 足立区ほか 1982.12.24

江戸つまみ簪 台東区、 荒川区、 墨田区ほか 1982.12.24

東京額縁 台東区、 豊島区、 荒川区ほか 1982.12.24

江戸象牙 台東区、 文京区、 墨田区ほか 1983. 3.10

江戸指物 台東区、 荒川区、 葛飾区ほか 1983. 8. 1　（1997. 5.14）

江戸簾 江戸川区、 港区、 台東区ほか 1983. 8. 1

江戸更紗 新宿区、 豊島区、 荒川区ほか 1983.12.27

東京本染ゆかた 江戸川区、 足立区、 墨田区ほか 1983.12.27

江戸和竿 台東区、 葛飾区、 荒川区ほか 1984.11. 1　（1991. 5.20）

江戸衣裳着人形 江戸川区、 台東区、 墨田区ほか 1984.11. 1

江戸切子 江東区、 墨田区、 江戸川区ほか 1985. 7.15　（2002. 1.30）

江戸押絵羽子板 墨田区、 江東区、 葛飾区ほか 1985. 7.15

江戸甲冑 墨田区、 台東区、 文京区ほか 1986. 7.18

東京籐工芸 足立区、 台東区、 豊島区ほか 1986. 7.18

東京桐箪笥 荒川区、 台東区、 足立区ほか 1987. 7.27

江戸刺繍 足立区、 新宿区、 江東区ほか 1987. 7.27

江戸木彫刻 台東区、 葛飾区、 足立区ほか 1988. 7.29

東京彫金 台東区、 文京区、 足立区ほか 1988. 7.29

東京打刃物 足立区、 荒川区、 台東区ほか 1989. 7.26

江戸表具 大田区、 江東区、 台東区ほか 1989. 7.26

東京三味線 台東区、 豊島区、 文京区ほか 1990. 8. 9

江戸筆 台東区、 豊島区、 練馬区ほか 1990. 8. 9

東京無地染 新宿区、 中野区、 豊島区ほか 1991. 8.15

東京琴 文京区、 杉並区、 渋谷区ほか 1991. 8.15

江戸からかみ 江戸川区、 練馬区、 文京区ほか 1992. 8.20　（1999. 5.13）

江戸木版画 台東区、 荒川区、 文京区ほか 1993.12.17

東京七宝 台東区、 荒川区、 北区ほか 2002. 1.25

東京手植ブラシ 台東区、 墨田区、 荒川区ほか 2002. 1.25

江戸硝子 墨田区、 荒川区、 文京区ほか 2002. 1.25

注　　  国は経済産業大臣指定伝統的工芸品による指定

資料　東京都産業労働局

第２節　地域別特徴／東京の伝統工芸品
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３　印刷業

（1）東京は国内最大の印刷業集積地

2003年における印刷・同関連業は、事業所数8,872所、従業者数９万2,513人、製造品出荷

額等１兆8,834億円、付加価値額8,610億円となっています。2003年を2000年と比べると、製

造品出荷額等で14.0％、付加価値額で14.4％減少しました。（図１）

全国の印刷・同関連業は東京、大阪、愛知を中心に集積がみられます。最大集積地である東

京は、事業所数の全国に占める割合が25.4％、従業者数が23.5％、製造品出荷額等が25.4％、

付加価値額が24.7％といずれも第１位となっています。（図２）

（2）約９割を占める10人未満の小規模事業所

事業所の約９割は従業者数10人未満の小規模事業所で、１～３人規模の事業所だけで全体

の半数近くを占めています。（図３）

1993年から2003年の10年間における事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額の

それぞれの構成比の変化をみると、印刷業での増加と製版業での減少が特徴的となっています。

IT化の進展にともなうDTP１の普及拡大や関連機器の性能向上といった背景が影響していると

考えられます。（図４）

注１　 DTP：机上出版（ディスクトップパブリッシング）…印刷物のデザイン・レイアウトをパソコンで行い、電子データ
を印刷所に持ち込んで出版すること
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（3）区部に集中する印刷・同関連業

地域別に事業所数をみると、新宿区、文京区、江東区、板橋区などに多く、大規模事業所な

どが立地する新宿区、板橋区は製造品出荷額等でも多くの割合を占めています。

そのうち、印刷業の事業所数は、江東区が最も多く、次いで新宿区、板橋区などとなってい

ます。また、製版業の事業所数は、新宿区が最も多く、次いで文京区、中央区などとなってい

ます。（図５）

（4）印刷物への高まるニーズ

インターネットなどの電子メディアの普及といった様々な状況を背景に、書籍・雑誌や新聞

の発行部数は減少傾向にあります。このような印刷物の減少がみられる一方で、広告メディア

等としての印刷物のニーズは高まりをみせており、折込広告やフリーペーパーといった無償の

紙媒体情報物の配布・発行量は年々増加し続けています。特に、フリーペーパーは、2005年

に都内で１億4,705万部、全国で約３億部が発行され、東京を中心に発行部数を大きく伸ばし

ています。（図６）

第３節　印 刷 業
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注１　 商品企画から生産、流通、販売まで一貫して自社で管理する方式。（SPA＝Specialty retailer of Private label Apparel）
注２　 染色加工及び整理仕上げなどの処理を行う業種。整理仕上げとは、染色工程における洗浄、乾燥、つや出しといった工

程の総称

４　アパレル関連産業

（1）減少続く東京のアパレル関連製造業

アパレル産業は、SPA（製造小売）１など新しい業態の進展や地球温暖化対策と連動したクー

ルビズ運動等の動きが近年注目されています。

東京のアパレル関連製造業の推移をみると、繊維工業、衣服・その他はともに事業所数、従

業者数の減少が続いています。製造品出荷額等と付加価値額は、衣服・その他では減少して

いるものの、繊維工業では2000年から2003年にかけて、製造品出荷額等で約293億円から約

301億円、付加価値額で約159億円から約198億円と、増加に転じました。（図１）

業種別にみると、繊維工業は、事業所数、製造品出荷額等ともに染色整理業２が最も大きな

割合を占めています。衣服・その他は、事業所数、製造品出荷額等ともに織物製外衣・シャツ

とニット製外衣・シャツで全体の約６割を占めています。（図２）

製造品出荷額等の全国比をみると、繊維工業では1.2％ですが、衣服・その他では和装製品・

足袋が10.5％、ニット製外衣・シャツが8.3％の割合となっています。（図３）
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（2）城東地域に集積する東京のアパレル関連製造業

東京のアパレル関連製造業の大部分は区部に所在し、特に城東地域に集積がみられます。ま

た、多摩地域では、八王子市に事業所の集積がみられます。業種別にみると、繊維工業では八

王子市に織物業の事業所の６割が所在しています。また、衣服・その他では、ニット製外衣・シャ

ツの事業所数が墨田区、江東区、江戸川区の３区で事業所数全体の約８割を占めています。（図４）

（3）大消費地東京

日本の繊維製品の市場規模は、川上（原糸）、川中（織物、ニット、染色、縫製）、川下（ア

パレル、小売）を含めた全体で、約44兆円にのぼります３。都区部の消費額は全国平均を一貫

して上回っており、支出全体に占める割合も全国より高い水準で推移しています。（図５）

繊維製品輸入額の約９割を占める衣類の輸入額も、全国ベースで年々増加しています。大消

費地であることに加え、高感度な消費活動が行われている東京は、アパレル産業の新たな展開

の場としての役割が期待されています。（図６）

第４節　アパレル関連産業

注３　資料　日本アパレル工業技術研究会「繊維製品の製品・加工・流通フローチャート（2002年）」
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５　機械・金属加工

（1）減少が続く機械・金属加工分野の製造品出荷額等

各種の機械や金属製品は、最終製品としてあるいは製造機械として、製造業のみならず経済

活動のすべてにおいて重要な役割を担っています。全国の製造品出荷額等は、金属製品、一般

機械、電気機械、情報通信機械、電子・デバイス、精密機械において、近年減少しています。

東京では2000年と2003年を比べると、製造品出荷額等が全業種で減少しており、特に情報通

信機械では４割以上減少しました。（図１）

（2）電子機器、精密機械、IT関連での製造品出荷額等が全国的に高い東京

機械・金属加工関連の製造品出荷額等を道府県と比較すると、東京は精密機械、情報通信機

械が全国で最も多くなっており、電子・デバイスでも国内第３位となっています。その他の業

種をみると、東京は電気機械で６位、一般機械で８位、輸送用機械で10位、金属機械で11位となっ

ており、愛知県や神奈川県などの重工業の比重の大きい他府県が上位を占めています。（図２）
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（3）区部に多い事業所、多摩地域が大きな割合を占める製造品出荷額等

金属製品と一般機械は、事業所数、製造品出荷額等ともに区部に集中しています。一方、電

気機械、情報通信機械、電子・デバイス、輸送用機械、精密機械では事業所は区部に多く所在

していますが、製造品出荷額等は大規模な事業所の立地がみられる多摩地域に集中しています。

各業種について区市町村別にみると、金属製品は城東・城南地域、一般機械・電気機械は城

南地域、情報通信機械および電子・デバイスは城南地域・多摩地域南部、輸送用機械は城南地

域、精密機械は城北・城南地域に事業所が多く所在しています。また、精密機械を除いた各業

種の事業所数は大田区が最多となっています。製造品出荷額等は、金属製品と一般機械では事

業所数と比例するように城南・城東地域が多くなっていますが、他の業種では多摩地域の大規

模な事業所が立地している市町が製造品出荷額等の多くを占めています。（図３）

第５節　機械・金属加工
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トピックス＊都内中小製造業における技術･技能の継承に関する調査

日本の製造業のものづくりを支える技術・技能を持つ熟練した就業者は、いわゆる団塊の世

代に偏在していると言われており、彼らが60歳を迎える2007年以降、その退職によって企業

の技術・技能レベルが低下することが危惧されています。特に中小企業では、人員に余裕がな

いため、若い人材への継承が難しいことが懸念されます。

東京の製造業は、全国に比べて従業員数が10人以下などの小規模な事業所の割合が高いと

いう特徴を持っています。東京の製造業にも、いわゆる2007年問題は大きな影響を与えるの

でしょうか。また、より中長期的に見たとき、これまでの貴重な技術・技能を若い人材が継承

し、いっそう発展させていくことができるのでしょうか。このような問題意識のもとに、今回

の調査では、都内中小製造業における技術・技能の継承に関する現状と今後の方向性を探りま

した。

１　調査の概要

東京都内中小製造業5,000社（2001年事業所・企業統計調査事業所データより無作為抽出。

島しょを除く。）を対象に、2005年12月に実施し、1,177企業（25.6%）から有効回答を得ました。

回答企業の55.9％が従業員規模「１～５人」で、10人以下の企業が全体の69.8%を占めてい

ます。業種は、「印刷・同関連業」「金属製品・部品」「衣服・その他繊維製品」「電気・電子・

情報通信機械・同部品」の4業種が多く、全体の約半数を占めています。業務範囲は、「生産・

加工のみを行う」が58.7％と最も多く、次いで「製品開発から設計、生産・加工までをほぼ一

貫して行う」が20.7％、「設計と生産・加工」が11.0％の順となっています。

２　調査の結果

（1）技術・技能分野の従業員及び熟練者の年代

技術・技能分野の従業員の年代については、「60歳以上」の従業員のいる企業が45.9％と最

も多く、30歳から59歳の各年代はいずれも30％台、「30歳未満」は20.6％と少なくなってい

ます。また、経営上重要な、熟練を要する技術・技能の保有者が誰かについては、「経営者」

が63.0％と圧倒的に多いのですが、従業員の中では「60歳以上」が25.1％と最も多くなって

います。（表1）

回答企業の技術・技能分野を担うマンパワーとしては、いわゆる団塊の世代より年長の、

60歳を超える従業員の存在感が大きいことが分かります。

表１　技術 ・ 技能分野の従業員及び熟練者の年代 （複数回答） 
（％）

30歳未満 30歳代 40歳代 50－54歳 55－59歳 60歳以上

各年代の、技術・技能分野の従業員のいる企業

の割合
20.6 38.4 37.4 30.0 34.7 45.9

各年代の、熟練を要する技術・技能を保有する

従業員のいる企業の割合
7.5 22.3 23.4 20.2 20.5 25.1
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（2）技術・技能継承についての認識

経営上重要な、熟練を要する技術・技能の次の世代への継承についての認識は、企業による

ばらつきが大きくなっています。「自然に継承されるので特別な対応は必要ない」が12.7％、

「すでに対応しており、心配ない」が4.4％、「すでに対応しているが、まだ十分ではない」が

23.3％と、ある程度継承の見通しのある回答は計40.4％でした。一方、「対応が必要な課題だ

と考えているが、まだ具体的には何もしていない」は15.8％、「これまでよく考えたことがな

い」は6.0％と、手付かずの状況の回答が計21.8％あります。さらに、技術・技能継承以前の

問題として事業継承の見通しが立っておらず、「今の経営者や従業員の代で廃業する可能性が

高いので、対応は考えていない」との回答が33.2％ありました。（図１）

（3）技術・技能の次世代への継承期間

「技術・技能継承は何年以内に対応しなければならない課題か」については、「３年以内」が

最も多く44.8％、「５年以内」が33.9％であり、合わせて78.7％が３～５年以内に対応すべき

課題と認識しています。（図2）

（4）定年制の有無と定年年齢

定年制の有無については、「ある」が36.1％に対し、「ない」が61.6％と過半数を占めていま

す。定年制がある場合の定年年齢は、「60歳」が64.5％、「65歳以上」が22.8％、「61歳～ 64歳」

が11.3％です。（図3）つまり、60歳定年制のある企業は回答企業全体の23.3％に過ぎません。

（5）2007年問題についての認識

「2007年問題」についての認識は、「自社では団塊の世代に技術・技能が偏っていないので、

あてはまらない」が45.4％と最も多くなっています。「自社にあてはまるが、すでに対応して

おり、心配ない」が10.2％、「自社にあてはまり、対応が難しいので、危機感を持っている」

は16.4％にとどまっており、2007年問題の影響は限定的であると言えます。（図4）

トピックス＊都内中小製造業における技術･技能の継承に関する調査
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このことには、前述の（1）にあるように団塊の世代より年長の60歳を超える高齢化が進ん

でいること、そして（4）にあるように定年制、中でも60歳定年制を設ける回答企業は少数派

であることが、要因となっていると考えられます。

（6）技術・技能継承問題の対応策への取組状況

技術・技能の次世代への継承問題の具体的な対応策17項目について、回答企業の取組状況

を尋ねました。（（2）で「今の経営者や従業員の代で廃業する可能性が高いので、対応は考え

ていない」と回答した企業を除く。）

「人員確保策またはそれに代わる外注化・機械化など（ア～カ）」について「既に取り組んで

いる」割合は、ア「定年者の雇用延長、嘱託採用」が54.1％と最も多くなっています。次いで

イ「継承を受ける若手の採用」37.1％、オ「外注化」31.0％、カ「機械化」29.0％となっています。

中でもイ「継承を受ける若手の採用」には「今後取組予定」37.0％や「関心がある」33.3％の

割合も比較的多くなっています。また、ウ「熟練者の採用」は「既に取り組んでいる」12.8％

や「今後取組予定」21.2％は多くありませんが、「関心がある」割合は36.0％と多くなっています。

一方、エ「海外へ生産拠点を移し、現地に技能継承する」は取組、関心とも約2 ～ 5％と非常

に少ない割合となっています。

「継承や人材育成の方策（キ～サ）」について「既に取り組んでいる」割合は、キ「現場にま

かせたOJT」が59.2％と最も多く、ク「研修計画やマニュアルを用いるなどシステマチックな

OJT」が24.0％と続いています。サ「熟練者のノウハウのマニュアル化・デジタル化」は、「既

に取り組んでいる」14.3％や「今後取組予定」21.0％は多くありませんが、「関心がある」割
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合は37.7％と最も多くなっています。ケ「社内ベテランや社外講師がOFF-JTで指導する社内

勉強会」とコ「業界団体・公的機関・民間スクールなど、社外教育機関を活用」は、取組、関

心ともやや少ない割合となっています。

「継承や人材育成を進める環境づくり（シ～チ）」について「既に取り組んでいる」割合は、ソ「技

能に応じた技能手当など処遇の充実」が27.4％と最も多く、セ「業績目標の設定」22.9％が続

いています。チ「技能オリンピックなどのコンテスト参加や国家技能検定受験の奨励」につい

ては、取組、関心とも少ない割合となっています。（図５）

（7）技術・技能を次世代へ継承する上で難しい点

「経営上重要な、熟練を要する技術・技能」を次世代へ「継承」する上で難しい点の上位３つは、

「人材育成にあてる時間がない」31.1％、「人材育成にあてる資金がない」27.7％、「継承を受け

る若手を採用できない」26.8％です。以下は「継承を受ける若手に、身につけようとする意欲・

熱意が乏しい」が18.3％、「社内の熟練者が効果的な教え方を知らない」が13.8％、「継承を受け

る若手がすくに辞めてしまう」が11.3％、「社内の熟練者に教える意欲・熱意が乏しい」が8.1％、

「適切な社外講師や社外の教育訓練機関がみつからない」が4.2％となっています。（図６）

（8）東京都など公的機関に対する要望

東京都など公的機関に対する要望としては、「人材育成の経費の助成」が33.6％で最も多く、

「若手求職者むけ就職説明会や業界セミナーなど、製造業で若手を採用しやすくする方策」が

21.3％、「技術・技能の重要性についての広報活動」が18.4％と続いています。以下は「研修

のための施設・設備の提供」が15.5％、「講習会など教育訓練機関の情報提供」が14.5％で講

習会などの各種情報提供・ノウハウ提供・講習会開催がいずれも10％台前半の割合です。要

望が少ない項目は、「表彰制度の充実など、技術・技能者の社会的地位を高める方策」が9.2％、

「地域内の技能者状況に詳しいコーディネーター役の人や組織を育成」が4.7％、「講師派遣」

が3.6％となっています。（図7）

トピックス＊都内中小製造業における技術･技能の継承に関する調査
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１　卸売業の概況

（1）全国の流通に重要な役割を担っている東京の卸売業

卸売業はサプライ・チェーン・マネジメント1のなかで、製造業と小売業との間で重要な地

位を担っています。また、経営環境の変化のなかで、大規模な小売業との取引に対応するため

に、M＆A（企業の合併・買収）や業務提携により、情報・物流機能や商品力を高めて、競争

力の向上を目指す企業も見られます。

2004年における東京の卸売業の事業所数は5万6,942所、従業者数86万4,001人、就業者数

90万6,357人2、年間商品販売額160兆1,094億円となっています。事業所数は、1994年以降、

連続して減少していますが、2004年の減少率は1.2％で、2002年と比較して縮小しています。

一方、年間商品販売額は、2004年に0.1％とわずかながら増加に転じました。（図1、2）

経営組織別にみると、法人事業所が高い割合を占めており、個人事業所数は9.4％、就業者

数では1.6％、年間商品販売額はわずかに0.1％となっています。（表1）

第２章 卸売・小売業

注１　 生産適正化、在庫縮減、納期短縮等のために、製造、流通、販売の企業間で情報を共有化し、全体として最適になるよ
うな生産や在庫を調整する企業の取組

注２　就業者数は従業者数に臨時雇用者数及び派遣・下請受入者数を加え、派遣・下請出向者数を除いたもの
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就業者規模別にみると、４人以下の事業所が全体の約４割となっています。2002年と2004

年の事業所数を比較すると、2人以下の規模が2.2％増、3 ～ 4人規模が0.4％増と4人以下の小

規模な事業所で増加していますが、5人以上規模の事業所では減少しています。（図3）

（2）中分類別、就業者規模別、地域別構成比から見た特徴

中分類別にみると、「建築材料,鉱物・金属材料等卸売業」と「機械器具卸売業」といった産

業材卸売業が、事業所数、就業者数、年間商品販売額の各構成比で最も高く、全体のおよそ半

分を占めています。また、総合商社、貿易商社などが分類される「各種商品卸売業」の事業所

の構成比は0.2％ですが、年間商品販売額は26.6%であり、1事業所当たりの年間商品販売額が

非常に大きいことが特徴となっています。（図4）

就業者規模別の事業所数は5 ～ 9人規模が1万5,177所と最も多く、次いで3 ～ 4人規模、2

人以下規模の順となっています。「就業者10人未満の事業所数」は全事業所数の約7割を占め

ていますが、年間商品販売額の割合は約7％となっています。一方、「就業者100人以上の事業

所」は、事業所数の構成比は2.2％ですが、年間商品販売額では61.2％を占めています。（図5）

地域別にみると、都内の事業所数、就業者数、年間商品販売額ともに、区部で占める割合が

高く、特に千代田区、中央区、港区の3区に事業所数の約3割、就業者数の約4割、年間商品販

売額では約7割が集中しています。（図6）
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（3）道府県との比較

東京の卸売業の事業所数、就業者数、年間商品販売額は、全国構成比でみると、事業所数

15.2％、就業者数22.9％、年間商品販売額39.5％となっています。これは、大阪府のそれぞれ

約1.5倍、約1.9倍、約3.2倍の規模となっています。（図7、表2）

中分類別に1事業所当たりの年間商品販売額をみると、日本を代表する総合商社等の事業所

が分類される東京の「各種商品卸売業」は3,002億円の規模があり、他道府県と比較して非常

に規模が大きいことがわかります。（表3）
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２　卸売業の経営環境の変化

卸売業では企業の再編成、中間流通コスト削減、製造業者と小売業者の直接取引の増加など、

流通段階を短縮化する傾向にあります。（図1、2）

2004年における開業等、廃業等、継続別事業所割合をみると、卸売事業所の継続は76.9％（4

万3,788所）、開業等は23.1％（1万3,154所）、廃業等は24.0％（1万3,865所）となっています。

廃業等の事業所数が開業等の事業所数を711所上回っています。

2002年、2004年と継続して営業している卸売事業所を中分類別にみると、「各種商品卸売業」

が最も高く、次いで「建築材料，鉱物・金属材料等卸売業」となっています。また、開業等の

割合、廃業等の割合ともに、「繊維・衣服等卸売業」が最も高くなっています。（図3）

一方、厳しい経営環境のなかで、卸売業の企業経営が改善する動きも見られます。東京の中

小卸売業の経営動向を、2004年度と2005年度で比較してみると、売上高増加率、売上高経常

利益率ともに改善しています。（図4）また、卸売業の倒産についても、卸売業の倒産件数及

び全倒産件数に占める割合もともに減少傾向にあります。（図5）

第１節　卸売業の概況／第２節　卸売業の経営環境の変化
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３　小売業の概況
（1）厳しい経営環境にある東京の小売業

小売業は地域住民のニーズに応えて、多様な商品を提供していますが、地域間の競争や大型

店、新業態との競争など、その企業経営を取り巻く環境は厳しい状況となっています。

2004年における東京の小売業は、事業所数11万4,213所をかぞえ、東京の商業事業所（卸売・

小売事業所）のうち66.7％を占めています。従業者数は80万1,590人、就業者数1は92万8,373人、

年間商品販売額は16兆7,891億円となっています。事業所数は1985年以降連続して減少して

います。増加率をみると、2002年と比較して従業者数は1.1％減少しましたが、就業者数は2.3％

増加しました。また、年間商品販売額も1997年以来の増加となりました。（図1、2）

経営組織別に事業所数をみると、法人事業所が6万6,780所、個人事業所は4万7,433所となっ

ています。これを構成比でみると、卸売業に比較して個人事業所の割合が高く41.5％となって

います。（表1）

就業者規模別に事業所数の増加率をみると、事業所数全体の8割を占める就業者10人未満の

事業所はいずれも減少しています。特に、就業者2人以下の事業所は8.8％（4,366所）の減少

となっています。（図3）

注１　就業者数は従業者数に臨時雇用者数及び派遣・下請受入数を加え、派遣・下請出向者数を除いたもの
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（2）中分類別、就業者規模別、地域別、業態別構成比から見た特徴

中分類別にみると、事業所数、就業者数、年間商品販売額、売場面積の構成比は、飲食料

品小売業がいずれも大きな割合を占めています。百貨店、総合スーパーなどが分類される各種

商品小売業は、事業所数の構成比は0.4％とわずかですが、就業者数14.5％、年間商品販売額

18.3％、売場面積19.5％とそれぞれの構成比が高いことが特徴となっています。（図4）

就業者規模別にみると、4人以下の事業所数は全体の6割を超えていますが、年間商品販売

額は約1割となっています。一方、100人以上の事業所数は0.5％ですが、年間商品販売額は約

3割を占めています。（図5）

地域別にみると、事業所数、就業者数、年間商品販売額、売場面積ともに区部に集中してい

ます。事業所数は、世田谷区、大田区、足立区といった土地面積の大きな区が上位を占めてい

ますが、就業者数、年間商品販売額及び売場面積については、新宿区、渋谷区、豊島区、中央

区等が上位を占めています。（図6）

業態別にみると、専門店と中心店1が、事業所数、就業者数、年間商品販売額及び売場面積

で最も高い割合を占めています。一方、専門スーパー 1は、事業所数については1.9％ですが、

就業者数11.0％、年間商品販売額12.3％となっています。百貨店は事業所数では0.04％ですが、

就業者数10.4％、年間商品販売額13.3％の割合を占めています。（図7）

注１　 専門店：衣料品、食料品、住関連いずれかの商品の取扱が90％以上で非セルフサービス方式の事業所
中心店：衣料品、食料品、住関連いずれかの商品の取扱が50％以上で非セルフサービス方式の事業所

　　　 専門スーパー：衣料品、食料品、住関連いずれかの商品の取扱が70％以上でセルフサービス方式を採用、売場面積が
250m2以上の事業所

第３節　小売業の概況
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（3）道府県との比較

2004年における全国の小売業の事業所数は123万8,049所で、2002年と比較して4.8％の減少と

なっており、1982年の172万1,465所をピークとして減少が続いています。また、年間商品販売額

は113兆2,786億円で、1999年以降は減少が続いていますが、減少幅は縮小しています。

東京の小売業の全国に占める割合は、事業所数、就業者数、年間商品販売額、売場面積ともに

全国１位となっています。就業者数と年間商品販売額では、全国の1割を超えています。（図8）

中分類別に東京の年間商品販売額が全国に占める割合をみると、「各種商品小売業」、「織物・

衣服・身の回り品小売業」、「家具・じゅう器・機械器具小売業」が15％を超えています。（表2）

小売業の売場面積の推移を見ると、一部の県を除き拡大傾向にあります。2004年の全国の

売場面積は約1億4,400万m2で、2002年と比較して2.5％増加しました。

東京の売場面積も、約1,100万m2と2002年と比較して4.2％増加しています。また、1985年

と2004年との20年間で比較すると3百万m2を超える大幅な増加となっています。この増加し

た売場面積は2004年の宮城県の売場面積に上回る大きさとなっています。（図9）
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（4）業態別にみた道府県との比較

業態別に2004年の東京の年間商品販売額をみると、全国のなかでその他の小売店を除き全

国１位となっています。特に、百貨店では全国の約3割を占めています。（図10）

就業者1人当たり年間商品販売額は、専門店、中心店では東京が最も多くなっています。一方、

東京の百貨店は、就業者１人当たりの年間商品販売額では2,321万円で全国順位14位と大きく

順位を下げていますが、従業者１人当たりの年間商品販売額は8,133万円で同１位となってい

ます。（表3）

売場面積1m2当たりの年間商品販売額は、小売業の合計では東京のみ100万円を超えていま

す。業態別では、その他の小売店1を除き、いずれの業態でも道府県のなかで最も多くなって

います。（表4）

注１　その他の小売店とは、百貨店、専門店、中心店以外の非セルフサービスの事業所

第３節　小売業の概況
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４　小売業の構造変化

（1）小売業の環境の変化

東京の中小小売業の売上高増加率は、1993年以降13年連続のマイナスとなっており、売上

高の減少傾向が続いています。売上高経常利益率もマイナスの水準であり、厳しい状況にあり

ます。（図1）

2004年の1事業所当たりの1日の平均営業時間をみると、飲食料品小売業が長くなっていま

す。また、2002年と比較すると、各種商品小売業が最も延びており、次いで飲食料品小売業

となっています。（図2）

中分類別に開業等、廃業等、継続の状況をみると、開業等及び廃業等の割合は、「織物・衣服・

身の回り品小売業」で高くなっています。また、継続の割合は「各種商品小売業」の割合が高

くなっています。（図3）

近年成長を見せたドラックストアは2002年と2004年とを比較すると、事業所数では減少し

ていますが、医薬品・化粧品のほか、日用品、飲食料品など幅広い商品を取り扱う事業所とし

て、年間商品販売額は増加しています。業態として成熟したコンビニエンスストアは、オフィ

スビル、病院、大学、ホテル等への新規の出店等により、堅調に推移しています。（図4）　

全国の訪問販売については、他業態との競合により売上高は減少しています。一方、カタロ

グ、インターネット、テレビなどによる通信販売は売上が拡大しています。（図5）
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（2）商店街の動向

商店街は商品・サービスを提供するとともに、その活動を通して「まちのにぎわい」や生活

のうるおいと豊かさを増し、さらには安全・安心のまちづくりにも取り組む地域コミュニティ

の拠点となっています。しかし、商店街を取り巻く環境は、立地環境の変化、経営者の高齢化、

後継者難などの厳しい状況にあります。

2004年の東京の商店街数は2,785商店街で、2001年と比較して88商店街が減少しています。

また、空き店舗の状況をみると、「増加した」商店街が「減少した」商店街の2倍以上存在し

ています。（図6、7）

商店街の抱える問題としては、後継者不足、核となる店舗が「ない」あるいは「弱い」、スー

パー・大型店の影響による集客力の低下、商店街の業種構成の不足などの回答が上位を占めて

います。（図8）

商店街の組織形態は法人格を持たない任意団体が8割強で、残りが事業協同組合、商店街振

興組合の法人組織となっています。商店街の活動状況については、任意団体では「普通」及び「活

発でない」と回答する割合がそれぞれ約4割となっている一方、「活発である」との回答は1割

となっています。（図9）

魅力ある商店街活動を通して、商店街会員の拡大につなげることが商店街の活性化の鍵と

なっています。活性化を目指す事例として、商店街として必要な業種の店舗誘致、商店街の店

舗経営、大学やNPO法人等との連携事業などがあります。さらに、地域の魅力向上を図るた

めに、行政機関、地域経済団体等と連携して、個店としては一店逸品運動、商店街としては地

域ブランド開発に取り組んでいる事例もあります。

第４節　小売業の構造変化
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１　サービス業の概況

（1）事業所数、従業者数ともに全国１位のサービス業

サービス業は個人や企業を対象にサービスという無形の財を提供しています。多くの人が住

居を構え、多数の企業が活動の拠点を設置している東京は、サービスの需要も多く、多種多様

なサービス業が集中しています。2004年における東京のサービス業の事業所数は13万1,138

所、従業者数は148万1,815人で、全国のサービス業の事業所数の12.2％、従業者数の19.0％

を占めており、ともに全国1位となっています。（図1）

東京のサービス業の事業所を従業者規模別にみると、１～９人規模の事業所が８割以上を

占めています。また、従業者数50人未満規模の事業所で働く従業者数が全体の49.5％であり、

規模の小さい事業所が多くなっています。（図２）

2004年における東京のサービス業の収入額は29兆7,301億円で、全国の約４分の１を占め

ています。これを中分類別にみると、物品賃貸業が20.2％、広告業が19.2％を占めており、全

国と比べても高い割合になっています。（図３）

第３章 サービス業
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（2）類型別の特徴

サービス業には、多種多様な業種が含まれており、その業態も様々です。中分類別では14業種

がありますが、これらは「知識・情報の提供」と「技能・技術又は施設等の提供」の２つの類型に

区分することができます。さらに「技能・技術又は施設等の提供」については、主に個人向け、消

費者向けにサービスを提供する「個人向けサービス」、主に事業所に対してサービスを提供する「事

業所向けサービス」、政治・経済・文化団体、宗教等の「その他」の３つの類型に区分できます。

2004年のサービス業事業所数、従業者数の類型別の構成比を東京と全国で比較してみると、

東京は事業所数、従業者数ともに「知識・情報の提供」の構成比が高く、「技能・技術又は施

設等の提供」の分野では「事業所向けサービス」の割合が全国よりも高くなっています。また、

１事業所当たりの従業者数については、「事業所向けサービス」が27.3人と他の類型に比べ特

に多くなっています。（表１、図４）

（3）専門サービスの割合が高い事業所数、従業者数

東京のサービス業の事業所数、従業者数を中分類別構成比でみると、事業所数では法律事務所

や会計事務所などの「専門サービス業（他に分類されないもの）」が30.0％と最も多く、次い

で「洗濯・理容・美容・浴場業」、「その他の事業サービス業」、「娯楽業」の順となっています。

次に、従業者数では企業を対象にサービスを行う労働者派遣業や警備業などの「その他の事

業サービス業」が35.4％と最も多く、次いで「専門サービス業（他に分類されないもの）」、「洗濯・

理容・美容・浴場業」、「娯楽業」、「その他の生活関連サービス業」の順となっています。（図５）

第 1節　サービス業の概況
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２　物品賃貸業

物品賃貸業の事業所数、従業者数の推移を1995年からの10年間でみると、ともに1998年を

ピークに減少傾向にありました。2003年には事業所数も従業者数も対前年で増加したものの、

2004年の事業所数は再び減少の412所、従業者数は1万4,368人となりました。これは、1998

年に対し、事業所数で約2割減、従業者数で約3割減の水準となっています。年間売上高は、

2002年が3兆9,852億円でピークとなっており、2003年に減少に転じたものの、2004年は横

ばいで推移しています。（図１）

事業所数の全国に占める割合は、この10年間で1998年が最も高い11.3％でしたが、2001

年以降７％台で推移しています。従業者数は、20％台前半で推移しています。年間売上高は、

2004年が過去10年間で最も高く､全国の44.6％を占めています。（図２）

物品賃貸業はリース業とレンタル業に大別できますが、年間売上高の9割近くをリースが占

めています。年間売上高の構成比を契約先の産業別にみると、リースでは製造業が23.7％と最

も多く、レンタルでは建設・不動産業が26.9％で最も多くなっています。（図３、４）

また、年間売上高増加率を契約先の産業別にみると、レンタルでは製造業以外のすべての業

種で減少しているのに対し、リースでは半数近くの業種で増加しています。（図５、６）
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３　広告業

2004年における東京の広告業の事業所数は3,901所、従業者数は６万3,654人で、全国の４

割前後が東京に集中しています。（図１）

また、2003年の年間売上高は４兆8,089億円で、全国（７兆5,359億円）の63.8％を占めており、

東京が全国の広告機能の中枢を担っていることがわかります。（図２）

2003年の年間売上高の構成比を媒体別にみると、四媒体広告（新聞、雑誌、ラジオ、テレビ）

では最も構成比の高い「テレビ広告」が29.8％、次いで「新聞広告」が13.5％、「雑誌広告」が8.7％

となっています。2000年に比べ、四媒体広告すべての項目で減少しています。一方、四媒体

広告以外では、企業の文化イベントの企画などの「SP（セールスプロモーション）PR・催事

企画」が15.0％で、前回調査に比べて増加し、インターネット広告を含む「その他」が前回調

査の約1.2倍の24.7％となっています。（図３）

インターネット広告は近年ブロードバンド回線の利用率の上昇、インターネット利用者の

増加により拡大しています。2005年におけるインターネット広告費は約2,808億円で前年比

54.8％増、2000年に比べて約4.8倍となっています（図４）

第２節　物品賃貸業 /第３節　広告業
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１　飲食店の概況

（1）減少傾向にある東京の飲食店事業所数

2004年における東京の飲食店の事業所数は9万7,236所、従業者数は69万2,086人となって

います。1986年からの推移をみると、従業者数はほぼ横ばいで推移しているのに対し、事業

所数は緩やかに減少し続けています。（図1）

2004年の東京の飲食店の事業所数、従業者数が全国に占める割合をみると、それぞれ、

13.2％、17.1％となっています。（図2）

従業者規模別にみると、1 ～ 4名の小規模な事業所が59.0％と大半を占めていますが、そこ

で働く従業者は全体の19.2％に過ぎません。（図3）

飲食店の事業所は、一般的な食堂やレストラン、喫茶店などの「一般飲食店」と、料亭、バー・

キャバレーや酒場などの「遊興飲食店」の2つに大別することができます。

都内には2004年現在で5万6,443所の一般飲食店と4万793所の遊興飲食店があります。一般

飲食店では中華料理店が10.7％、遊興飲食店では酒場・ビアホールが23.5％と最も高い割合を

占めています。（図4）

第４章 飲食店，宿泊業
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地域別にみると、一般飲食店、遊興飲食店ともに事業所はその8割以上が区部に集中してい

ます。一般飲食店は港区に7.1％と最も多く立地し、同区と新宿区、中央区及び千代田区の4区

を合わせた事業所数で全体のほぼ4分の1を占めています。

一方、遊興飲食店は新宿区が8.8％と最も割合が高く、同区と大田区、港区及び中央区の4区

で全体の3分の1近くを占めています。（図5）

（2）外食産業の動向

2005年の東京都区部の消費支出（勤労者世帯）は35万3,247円、うち食料費は8万799円となり、

ともにほぼ横ばいで推移していますが、食料費に占める外食費の割合である外食比率は上昇傾

向にあります。2005年の外食比率は24.7％と、食料費のほぼ4分の1を占めています。2005年

は全国の外食比率も増加しましたが、都区部の外食比率は一貫して全国を上回っています。（図6）

外食産業の最近の動向をみると、2005年は外食比率の上昇という好材料があった反面、

BSE問題で米国産牛肉の輸入が2006年明けに再び中止され、沈静化していたBSE関連倒産が

増加の兆しを見せ始めるなど1、外食産業は依然として厳しい環境にありました。

外食産業市場動向調査によると、2005年は景気の回復傾向の中、外食産業の売上金額、利

用客数及び店舗数はそろって前年比でプラスとなったものの、店舗数の増加は、業界内での厳

しい競争が続いているためか、前年比で3年連続低下となっています。

また、客単価は2004年に前年比で7年ぶりのプラスとなりましたが、2005年には前年比

98.8％と再び減少に転じました。（図7）

注１　 帝国データバンクによると、2005年度のBSE（牛海綿状脳症）関連倒産は2006年1月までの時点で16件、負債総額63
億9,900万円に達している。
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２　宿泊業の概況

（1）減少が続く東京の宿泊業の事業所数、従業者数

2004年における東京の宿泊業の事業所数は3,158所、従業者数は6万3,700人となっていま

す。事業所数は減少が続いており、全国の事業所数に占める割合は4.8％となっています。一方、

従業者数は、1999年以降減少しているものの、全国の宿泊業従業者数に占める割合は8.3％と

全国で最も高い割合となっています。（図1、2）

宿泊業の事業所には「旅館業法」による営業の許可を要する「旅館等施設（旅館、ホテル、

簡易宿所、下宿業）」と「会社･団体の宿泊所」等のその他の宿泊業が含まれますが、2004年

度末現在、営業許可を受けている東京の「旅館等施設」は3,124所で、宿泊業全体の約4分の3

を占めています。

また、営業形態別にみると旅館は1,354所、ホテルは688所となっており、旅館の施設数は

減少が続いていますが、ホテルの施設数は横ばいとなっています。（図3）

（2）6割が区部に立地する旅館等施設

旅館等施設の立地を地域別にみると、62.4％が区部に位置しています。施設数が多い区は

416所の台東区、226所の新宿区で、最も少ない区は9所の練馬区です。また島部の9町村にも

合わせて674所の施設があります。（図4）
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ホテルの立地を地域別に見ると、台東区、港区、渋谷区、新宿区、千代田区の5区に全体の

43.5％が位置しています。（図5）

都内のホテルの施設数と１施設当たりの客室数の推移を見ると、施設数がほぼ横ばいである

のに対して、１施設当たりの客室数は増加しています。このことから都内のホテルの大型化が

進んでいる傾向がみてとれます。（図6）

（3）2年連続上昇した東京の主要ホテルの客室稼働率

ホテルの代表的な経営指標である客室稼働率1は、SARSの影響を受けて2003年に77.5％まで

落ち込みましたが、2005年には80.0％となりました。景気回復とともに訪日外国人の増加が宿泊

需要を拡大しているとみられます。2005年3月から開催された愛知万博は名古屋の客室稼働率を

飛躍的に上昇させましたが、東京にとっても効果があったと思われます。（図7、8）

（4）ホテルの2007年問題

東京では2008年頃までホテルの新規開業が相次ぐと見込まれており、開業予定日のピーク

が2007年頃となっていることから「2007年問題」として注目されています。

既存事業者への影響が懸念されているのは外資系の高級ホテルの動向です。外資系の高級ホ

テルについては、都内中心部に立地し、客室数が多いことや客室単価の設定が高めであるとい

うような特徴が言われていることから、競合するのは都心の客室数が多い高級ホテルとみられ

ています。競争激化は必至と考えられることから、既存ホテルの一部では、客室や宴会場を中

心に大規模な改修や、フィットネスジムやエステサロンといった施設の新設･拡張等の投資を

積極的に行うなど経営努力が重ねられています。

第２節　宿泊業の概況

注１　 　客室稼働率は80％が好不調の目安といわれている。
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１　情報通信業の概況

（1）東京への集中が顕著な事業所数、従業者数

2004年における東京の情報通信業の事業所数は1万8,557所、従業者数は64万1,171人とな

っています。全国に占める割合は、それぞれ34.1％、46.4％であり、情報発信の中心地である

東京への集中が顕著となっています。1996年から2004年にかけての事業所数、従業者数の推

移をみると、ともに増加傾向となっていますが、特に、従業者数は8年間で1.4倍に増加し、全

国に占める割合は39.1%から7.3ポイント上昇しています。（図1）

情報通信業を中分類で区分すると「通信業」、「放送業」、「情報サービス業」、「インターネッ

ト附随サービス業」及び「映像・音声・文字情報制作業」の5つに分類されます。

このうち東京の情報通信業における構成比が高いのは「情報サービス業」、「映像・音声・文字情報

制作業」で、特に、情報サービス業は、情報通信業事業所数の53.0％、従業者数の63.7％となっています。

（図2）しかし、東京の中分類別構成比では事業所数、従業者数ともにわずか3、4パーセントを占める

に過ぎない「インターネット附随サービス業」が全国比では極めて高い割合を占めています。（図3）

（2）拡大が続くわが国の情報通信関連産業の市場規模

2003年におけるわが国の情報通信関連産業1の市場規模2は、126兆1,340億円と推計され

ています。1995年からの推移をみると、9年間で79兆2,240億円から約60％増加しています。

第５章 情報通信業

注１　 総務省の「情報通信白書」では「情報の生産･加工･蓄積･流通を行う業並びにこれに必要な素材･機器の提供等を行う関
連業」とし、情報通信業のうち通信業、放送業、情報サービス業、映像・音声・文字情報制作業の4業種に情報通信関
連の製造業、サービス業、建設業及び研究の3業種を合わせた範囲としている。

注２　 産業連関表を基に推計した実質国内生産額（1995年基準）
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これに伴い国内総生産に占める情報通信関連産業の割合も年々増加し、1995年の8.6％から

2003年には12.7％にまで伸びています。（図4）

市場規模の部門別内訳をみると、最も大きいのは「情報通信関連製造業」の約32兆円、次いで、

「通信業」の26兆円、「情報通信関連サービス業」の25兆円で、それぞれ拡大傾向が続いています。

1995年から2003年にかけての推移をみると、伸び率が大きいのは、「情報サービス業」と「通信

業」となっています。「情報サービス業」は、7兆3,830億円から16兆3,590億円へ、「通信業」は12

兆6,300億円から26兆4,770億円へと、9年間で市場規模は2倍以上に拡大しています。

また、2003年は、「情報通信関連製造業」が大幅増となっています。このことは、景気の持

ち直しを受けて、特に電子計算機･同付属装置、無線通信機器への投資が増加したこと等によ

るものです。（図5）

（3）23区に集中するソフトウェア系IT産業

都市型産業といわれるソフトウェア系IT産業（インターネット関連サービス業、ソフトウェ

ア業及び情報処理サービス業）の事業所数3は、2004年において、全国の30％が東京に集中し

ています。さらに、23区には東京の90.5％が集積し、特に千代田区、新宿区、港区、渋谷区

及び中央区に集中しています。（図6）

これら上位5区における業種別事業所の集積状況をみると「インターネット関連サービス業」

は、六本木ヒルズの位置する港区とビットバレーと呼ばれる渋谷区に集積しています。（図7）

また、「ソフトウェア業」は、わが国のIT関連産業の集積地である秋葉原を擁する千代田区が最も多

く、他の4区の事業所数がほぼ横ばいであるのに対して、2001年から一貫して増加しています。（図8）

注３　 図6調査において、NTTタウンページデーターに「ソフトウェア業」「情報処理サービス」「インターネット関連サービ
ス」の3業種いずれかに登録している事業者を抽出したもの
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２　通信業

（1）減少する通信業の事業所数、従業者数

2004年における東京の通信業事業所は1,108所、従業者数5万1,523人となり、前回調査の

2001年と比べると、事業所数、従業者数とも減少しています。しかし、東京の通信業事業所

数が全国に占める割合は10.8％、従業者数は28.9％と、他の都市を大きく上回っています。

通信業は、小分類で区分すると、信書による情報の伝送を行う「信書送達業」1、電子情報

の伝送を固定通信により行う「固定電気通信業」、携帯電話やPHS業などの「移動電気通信業」

及び「電気通信に附帯するサービス業」に分類されます。

東京の事業所を小分類別にみると「電気通信に附帯するサービス業」が876所と最も多く、

通信業全体の約8割を占めています。一方、従業者数では「固定電気通信業」が2万5千人と、

約半数を占めています。（図1、2）

（2）全国の約7割を占める東京の電気通信事業の売上高

電話･電信･データ通信などの事業を行う電気通信事業の全国の売上高は近年減少しており、

2003年度は前年比0.5％の減の16兆1,403億円となっています。

一方、東京の2003年度の売上高は10兆8,499億円で前年比2.2％増となり、全国の67％を占

めています。（図3、4）

注１　 信書送達業とは信書便法による許可を受けた一般信書事業（全国全面参入型）及び特定信書事業を営む事業者で、
2006年3月末現在で都内では21の特定信書便事業者が事業を行っている。
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2003年の全国の電気通信事業の売上高をサービス別にみると、「データ伝送」が19.6％、「音

声伝送」が62.5％を占めています。2002年と比較すると、「データ伝送」は構成比、売上高と

もに大きく増加していますが、「音声伝送」は減少しています。

データ伝送売上高の増については、ブロードバンドの急速な普及などに伴って動画や音楽な

どデータ量の多い情報の流通が可能になったことが考えられ、一方音声伝送売上高の減につい

ては、事業者間の料金サービス競争が激化したことが背景になっていると考えられます。（図5）

2005年12月末時点の東京のブロードバンドサービス契約数は356万契約、全国では2,234万契

約となっています。契約数の推移を、FTTH2、DSL3、ケーブルテレビの種類別にみると全国、

東京ともDSL中心の構成とはなっていますが、契約数は横ばいとなっています。一方、FTTHは

増加率は鈍ったものの契約数は増加しています。都道府県別ブロードバンドサービスの契約数で

は、東京をはじめ、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉の6都府県が100万契約を上回っています。（図6）

音声伝送の分野では、従来の加入電話及びISDN4の「固定通信」と携帯電話・PHSなどの「移

動通信」の契約数を比較してみると、「移動通信」が、2000年に「固定通信」を上回って以来

年々増加し、その差は広がっています。（図7）

携帯電話・PHS契約数を人口比でみると、通信インフラの整備がいち早く進んだ都市部で高

くなっており、特に東京は115.2％と突出しています。（図8）

第２節　通 信 業

注２　 FTTH：光ファイバーケーブル　注３　DSL：デジタル加入者回線　注４　 ISDN：総合デジタルサービス



80

第５章　情報通信業

81

第

�
章

３　放送業

（1）東京に集中する放送業の従業者数

2004年における東京の放送業の事業所数は198所、従業者数は1万7,410人で、全国に占め

る割合は、事業所数が12.1％、従業者数は27.7％となっています。放送業は大都市圏を擁する

地域に集中していますが、なかでも東京は全国ネットの事業者が多いため、従業者数は第2位

の大阪府の約4倍になっています。（図1、2）

放送業は、小分類で区分すると、「公共放送業」、「民間放送業」、「有線放送業」の3つに分

類されますが、事業所数、従業者数が最も多いのは「民間放送業」で、ともに全体の約半数を

占めています。（図3）

また、放送事業者の売上高3兆8,247億円のうち、民間放送事業者の売上高は、3兆1,554億

円と82.5％を占めています。

民間放送事業者は、提供する放送サービスの種類により、さらに地上系民間放送事業者、衛

星系民間放送事業者及びケーブルテレビ事業者の3つに大別されます。

2003年度における全国の民間放送事業者の売上高のうち、地上系民間放送事業者の売上高

は2兆5,229億円とその大部分を占めていますが、横ばいとなっています。衛星系放送やケー

ブルテレビ事業者の売上は3,000億円程度と規模は大きくはありませんが、近年順調に売上を

伸ばしています。（図4）
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なお、東京における衛星放送とケーブルテレビの契約者数の世帯比をみると、ケーブルテレ

ビ契約者数世帯比は50％を超え、全国平均を上回っているのに対し、衛星放送（NHKBS放送）

契約者数世帯比は20.6％と、全国平均をやや下回っています。（図5）

（2）デジタル放送サービスの拡大

わが国の放送業界ではデジタル放送サービスが広がりつつあります。地上系放送では2003

年に東京・大阪・名古屋の3地区で始まった地上波デジタル放送が、2006年末から全国に拡大

し2011年までに完全移行することになっています。衛星系放送ではすでにデジタル化が進ん

でおり、ケーブルテレビでは2000年からBSデジタル放送の再送信が開始されています。

また2005年から本格的に始まったテレビ局による番組のネット配信、さらに2006年から新

たに始まった地上波デジタルの移動端末向けテレビ放送（1セグメント放送）などデジタル放

送サービスは今後ますます拡大することが見込まれます。（表1）

しかし、こうしたデジタル化の進展により、事業者は大きな設備投資負担を負うことにもな

ります。一事業者当たりの設備投資額をみると、地上系民間放送の2004年の設備投資額全体

は前年度に比べ減少したにもかかわらず、デジタル化関連の占める割合は大幅に上昇していま

す。（図6、7）

第３節　放 送 業
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４　情報サービス業

（1）東京に集中する情報サービス業の事業所数、従業者数

2004年における東京の情報サービス業の事業所数は9,844所、従業者数は40万8,565人と

なっています。事業所数は前回調査の2001年よりやや減少したものの全国の37.3％を占め、

第2位の大阪府の4倍近い数となっています。従業者数は2004年も引き続き増加となり、全国

の47.3％を占めています。（図1、2）。

情報サービス業は、小分類で区分すると「ソフトウェア業」及び「情報処理・提供サービス

業」に分類されます。前者はソフトウェアプロダクツや受注ソフトウェア開発等の業務を行い、

後者はシステム等管理運営受託業務（アウトソーシング）やデータベース業務、市場調査業務

などを行っています。

東京の情報サービス業は、「ソフトウェア業」の事業所が69.5％、「情報処理・提供サービス

業」が30.5％となっています。そして、全国に占める割合もそれぞれ37％を超えています。

さらに東京の「情報処理・提供サービス業」を細分化してみると、「情報処理サービス業」

の割合が最も高く、次いで「情報提供サービス業」、「その他の情報処理・提供サービス業」の

順になっています。市場調査業務などを行う「その他の情報処理・提供サービス業」の事業所は、

都内構成比では最も低く情報サービス業全体の9.3％ですが、全国比では54.1％を占め、また、

従業者数の全国比では62.9％を占めるなど、東京への集中が際立っています。（図3、4）
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（2）情報サービス業の売上高の推移

情報サービス産業の全国の年間売上高は、企業の旺盛な情報化投資により1995年以降10年

連続で増加し、2004年は14兆5,271億円に達しています。（図5）

2004年の年間売上高を都道府県別にみると、東京は8兆8,582億円と全国の61.0％を占めて

おり、第二位以下を大きく引き離しています。典型的な大都市集中産業であり、神奈川県、大

阪府、愛知県で81.4％を占めています。（図6）

次に2004年の東京の情報サービス産業の売上高を業態別に見ると、事業所数が最も多いソ

フトウェア業売上高の割合が最も高く63.3％、次いで、情報処理サービス業が25.4％となって

います。（図7）

さらに業務種類別売上高をみると、受注ソフトウェア開発の割合が高く、次いで、システム

等管理運営受託となっています。また、業務種類別売上高の前年比をみると最も伸び率が高かっ

たのがシステム等管理運営受託です。前年比で34.4％増加し、システム管理運営業務のアウト

ソーシングが旺盛であることがうかがえます。ソフトウェアプロダクツも業務用パッケージや

コンピュータ用基本ソフトは減少したものの、全体としては、ゲームソフトの高い伸びに支え

られて8.9％の増加となりました。（図8）

第４節　情報サービス業
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５　インターネット附随サービス業

（1）インターネット附随サービス業の状況

2004年における東京のインターネット附随サービス業の事業所数は、741所、従業者数は1

万6,863人と、前回調査の2001年に比べて事業所数は2倍に、従業者数は3倍に増加しました。

しかし、事業所数が全国に占める割合はわずかに低下し43.2％、従業者数は微増となり

69.6％となっています。（図1、2）

インターネット附随サービス業に分類される事業所には、例えばポータルサイト運営業や

サーバ・ハウジング業、情報ネットワークのセキュリティ・サービスなどに関するソリューショ

ン等を提供する事業所が含まれます。

インターネット附随サービス業全体の、2004年度の売上高は7,467億円（見込額）と2001

年度に比べて4.6倍となっています。しかし対前年度増加率は5.2％と、2002年の対前年度増

加率157.6％に比べると大幅に低下しています。（図3）

（2）増加が見込まれる設備投資

2003、2004年度と減少が続いていた設備投資は、2005年度は増加に転じる見込みです。

総務省の通信産業実態調査の設備投資調査によれば、2005年度の設備投資目的は「需要増に

対処するため」という理由が最も多くなっています。（図4）
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６　映像・音声・文字情報制作業

（1）映像・音声・文字情報制作業の事業所数、従業者数

2004年における東京の映像・音声・文字情報制作業の事業所数は6,666所、従業者数は14

万6,810人で、前回調査の2001年に比べともに増加しています。事業所数、従業者数の全国構

成比をみると、東京は、事業所数で46.3％、従業者数で58.0％を占めています。2位以下の道

府県をみても、情報発信基地である大都市に集中している産業といえますが、東京の集積は突

出しています。（図１、２）

映像・音声・文字情報制作業は、小分類で区分すると映画・ビデオ・テレビ番組の制作や配

給を行う「映像情報制作・配給業」、レコード・ラジオ番組の制作を行う「音声情報制作業」、

及び「新聞業」、「出版業」、「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」に分類されます。

これらの小分類別に、東京の事業所数、従業者数の構成比をみると、出版業の占める割合が

事業所数で46.2％、従業者数で44.1％と高くなっています。また、文字関連コンテンツ産業で

ある新聞業を合わせると事業所数、従業者数とも半数を超えています。（図３）

出版業は、日本標準産業分類第11回改訂により、製造業から情報通信業に分類が変更され

ましたが、生産性、収益性を製造業と比べてみると、2004年度決算において、従業者一人当

たり機械装備額は製造業総平均の約2割であるにもかかわらず、従業者一人当たり年間加工高

は約2倍、売上高総利益率は約1.5倍となっており、利益率は増加傾向となっています。（図４）

第 5節　インターネット附随サービス業 /第 6節　映像・音声・文字情報制作業
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１　金融・保険業の概況

（1）再編が進む金融保険業

金融・保険業は金融取引の規制緩和を背景に、銀行業や証券業、保険業等の業態の垣根を越

えて、収益力の高い金融コングロマリット（複合企業）を目指す時代に移行しています。

2004年現在の東京の金融・保険業の事業所数は9,839所、従業者数は34万659人であり、

ともに減少が続いています。2001年の調査と比較すると、事業所数で14.8％、従業者数で

12.2％の減少となっています。(図１)

中分類別に2004年と2001年の事業所数、従業者数を比較してみると「補助的金融業，金融

附帯業」を除いたすべての業種で、事業所数、従業者数とも減少しています。

主な業種の減少幅をみると、事業所数では「貸金業,投資業等非預金信用機関」が22.6％の減、

「銀行業」が21.0％の減、「保険業」が11.7％の減、「協同組織金融業」が11.6％の減、「証券業，

商品先物取引業」が9.8％の減となっています。

従業者数については、最も規模の大きい「保険業」で13.6％の減、次いで「銀行業」で

18.9％の減となっています。「貸金業,投資業等非預金信用機関」は、事業所数の減少幅が最も大

きかったものの、小規模の事業所が多いため、従業者数の減は5.8％となっています。（図２、３）

第６章 金融・保険業
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（2）事業所の新設、廃業の状況

金融・保険業は他の産業に比べて、事業所の新設および廃業の割合が高くなっています。

2001年から2004年の間に新設された金融・保険業の事業所数は2,585所で、2004年の事業

所数の26.3％を占めています。これは、「情報通信業」の32.7％に次ぐ高い割合です。

一方、2001年から2004年の間に廃業した事業所数は4,323所で、2001年の事業所数に対す

る割合は37.4％と、主な産業のなかで最も高い数値となっています。

金融・保険業を中分類別にみると、新設事業所割合が最も高いのは「補助的金融業，金融附

帯業」で、次いで「銀行業」となっています。一方、廃業事業所割合が最も高いのは「銀行業」

で、次いで「貸金業，投資業等非預金信用機関」となっています。

これらは、いずれも全産業の中分類別と比較しても上位に位置しており、新規開設が活発に

行われている反面、競争激化等による撤退、淘汰が多いことがうかがえます。（図４、５）

（3）金融・保険業の国内総生産に占める割合が突出している東京

2005年度の金融・保険業の都内生産は、約12兆円と予測１され、2004年度に比べて0.2％増

加すると見込まれています。

日本の経済活動の中心である東京には、資金需要を支える金融機関の本社機能が集中してお

り、資本金３億円以上の企業数でみると全国の金融･保険業の62.0％に当たる518社が立地し

ています。また、そこで働く常用雇用者数は53.9％を占めています。これに比例して、全国の

金融・保険業総生産に占める割合も高く、2003年度の実績では全国の33.3％を占め、これは

全国２位である大阪府の約４倍の規模となっています。（図６、７）

注１　出典：東京都「平成17年度都内経済成長率の予測」



88

第６章　金融・保険業

89

第

�
章

２　銀行業

（1）収益力回復に向けて歩みだした大手銀行

バブル崩壊後「失われた10年」を経て金融業界は様変りしました。大手銀行は経営を効率

化させるための経営統合を加速させ、財務の健全化を進めるなど本格的な収益力強化に向けて

歩みだしています。

2005年度末の東京の銀行数１は、10年前の1995年に比べて、約２割減少しています。店舗

数も、銀行数の減少に合わせて統廃合が進み減少しています。特に、都市銀行の店舗数２の減

少幅が大きく、2005年度末の店舗数は、1995年の約６割にまで減少しています。東京に次い

で銀行数の多い大阪府をみると、銀行数、総店舗数は減少していますが、都市銀行に東京ほど

の変化はみられません。（図１、２）

我が国の金融システムは、バブル崩壊以降取り組んできた不良債権処理に目処をつけ、新し

い局面を迎えています。主要行は、2002年３月期の不良債権比率8.4％を、３年以内に半減さ

せるという政府目標を2005年３月期に達成し、2.9％まで低下させました。その後、2005年

９月期にはさらに処理が進展し、同比率は2.4％に低下しました。不良債権額も、2002年３月

期の26兆8千億円から2005年９月期には６兆１千億円に大きく減少しています。

地域銀行は、主要行ほど処理が進展していないものの、2002年３月期の8.0％から2005年

９月期には5.2％へと低下しています。

金融をめぐる規制の緩和や市場の改革は大きく進展しています。金融商品についても貯蓄か

ら投資へという流れが加速するなかで、1998年12月に投資信託の銀行窓販が解禁され、販売

額が増加しています。2000年には、銀行の投資信託販売残高は約７兆円でしたが、2005年は

約37兆円まで増加し、証券会社の残高に迫る勢いです。（図４）

銀行は、収益源の多様化などを企図して、業態を越えた新たな金融サービスの展開を図って

います。

注１、２　東京銀行協会加盟の銀行数とその店舗数。店舗数は、本支店のみで出張所、代理店は含まない。



88

第６章　金融・保険業

89

第

�
章

第２節　銀 行 業

（2）前年度比増加した東京の国内銀行貸出金残高

銀行の貸出残高は、企業の設備投資の抑制等から減少が続いていましたが、景気回復の高ま

りとともに資金需要も上昇し、銀行は融資拡大を図っています。2005年度末の東京の国内銀

行貸出金残高は、約152兆円で対前年度比3.0%増となりました。一方、預金残高は、約151兆

円で対前年度比3.2％増となっています。東京は貸出金が預金を上回っているのが特徴ですが、

2005年度の預貸率３は100.4％で、全国より高い水準を維持しているものの、貸出が減少をし

ているため、預貸率は低下傾向にあります。

東京は、その経済規模の大きさから預金･貸出金とも全国の大きな割合を占め、2006年３月

末時点の預金残高は全国の28.6％、貸出金残高では38.4％となっています。（図５、６）

全国の国内銀行貸出金残高も1997年以降減少が続いていましたが、ようやく2006年３月期

において対前年度比1.6％増と、増加に転じています。大企業向けはまだマイナスが続いてい

るものの、中小企業向け貸出残高はプラスとなり、地方公共団体や個人向けもプラスで推移し、

国内銀行の貸出残高の回復を牽引しています。（図７）

（3）家計の金融資産残高における現金・預金の減少

2005年度末の家計の金融資産残高は約1,506兆円で、2004年度末に比べ約82兆円の増加と

なりました。資産種別にみると「現金・預金」資産が全体の51.2％を占め、最大の運用資産となっ

ていますが、保有割合は３年連続低下し、2002年に比べて5.5ポイント下がっています。一方、

株式、投資信託、債券といった価格変動を受ける資産は、残高、割合とも３年連続で増加しま

した。預貯金を中心とした家計の金融資産保有形態が、低金利の持続やペイオフ解禁の流れの

なかで変化していることにあわせて、景気回復や株価の上昇が、家計のリスク許容度を高めて

いるとうかがえます。今後も、金融機関の提供する商品の多様化に応じて、家計の金融取引に

おける選択が広がっていくと考えられます。（図８）

注３　預金残高に対する貸出残高の比率
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３　貸金業

（1）業者数、貸付残高とも減少が続く貸金業

貸金業界は、ここ数年、低金利の資金調達を背景に高収益を確保してきましたが、業務の

適正化に向けた規制強化や、IT企業の参入、大手銀行の個人取引強化による競争激化などで、

業界を取巻く環境は厳しさを増しています。

2006年３月末の東京の貸金業の知事登録業者数は3,167者（社）で、ピーク時の2003年に

比べ半減しています。新規登録業者数の減少や登録取消処分などが大幅減の要因となっていま

す。（図１）

一方、全国の貸金業の登録業者数は、2005年９月末で知事登録業者、財務局登録業者合わ

せて1万4,236者(社)で、1992年をピークに一貫して減少が続いており、ピーク時に比べて約

３分の１となっています。また、2005年3月末と比べると21.0％の減少となっています。（図２）

このうち、貸付残高を有する業者数は2005年3月末現在9,994者（社）で、業態別にみると、

消費者向け無担保業者が4,462者（社）で全体の44.6％を占め、次いで、事業者向け業者、消費

者向け有担保業者、その他の順となっています。貸金業者数が全体的に減少するなかで、消費

者向け無担保業者の減少率は、他の業態に比べて小さくなっています。（図３）

全国の総貸付残高は、2005年3月末で43兆3,507億円となっています。貸金業者数の減少と

ともに貸付残高も減少していますが、営業形態別の内訳をみると、消費者向け貸付残高はわず

かながら増加しています。（図４）
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（2）規制強化の影響を受ける貸金業の経営

貸金業においては、長期不況下で貸倒償却額が営業費用のコストを押し上げていましたが、

企業倒産や自己破産件数が減少傾向となったことから、2005年３月期の貸倒償却比率は、前

期と比較すると減少している業態が多くなっています。（図５、６）

一方、出資法の上限金利（年29.2％）と利息制限法の上限金利（15～ 20％）に挟まれたい

わゆる「グレーゾーン金利」が問題となっているなか、どの業態においても利息制限法の上限

金利を超える過払い金に対する返還請求が急増しており、業績に影響が出ているといわれてい

ます。（図７、８）

東京都や国は、業務の適正化に向け、悪質な業者に対して登録審査の厳格化や行政指導の強

化を行っています。規制強化の動きについて、業者には「延滞や貸倒償却が拡大する」という

懸念もある反面、「違法業者の排除に役立つ」「適正化・健全化を促進」させるという声も多く

なっています。（図９、10）

第 3節　貸 金 業
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４　証券業

（1）市場占有率の高い東京証券取引所

全国には、現在、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡、ジャスダックの６つの証券取引所があり、

株式などの売買が活発に行われています。株式公開については、東京証券取引所に上場してい

る会社が最も多く、2005年12月末現在で、１部が1,667社、２部が506社、マザーズが150社

となり、全国の上場会社の約半数を占めています。（図1）

2005年の証券市場は、景気回復への期待が高まったこと等により株価が上昇し、東京証券

取引所（東証）の年間売買高は、5,589億株、売買代金は492兆円と過去最高を更新しました。

全国の証券取引所のなかでは、東証で行われる売買が最も多くなっており、2005年の売買代

金全体の９割以上を占めています。（図２、３）

東証の投資部門別の株式保有比率をみると、1996年度から2005年度までの10年間で、金融

機関、事業法人の株式保有比率が低下する一方、外国人の保有比率は上昇しています。外国人

の保有比率は、2005年度に26.7％に達し、過去最高を記録しています。全体の傾向としては

金融機関が株式を売却し、外国人が買うという大きな流れが続いています。（図４）
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（2）東京に集中する新規公開企業の状況

株式公開をめぐる動きをみると、全国の2005年の新規公開企業数は160社で、その内訳は、

ジャスダック65社、東証1、2部39社、東証マザーズ37社、その他取引所19社となっています。

これらの企業の大半は新興企業であり、情報交換がしやすい東京に本社を置く傾向があります。

（図５）

株式の公開については、資金調達の多様化、企業の社会的責任と知名度の向上、優秀な人材

の確保等がメリットとしてあげられますが、反面、社会的責任の増大、上場による事務負担、

コストの増大、他社からの買収の恐れ等も生じてきます。

東証マザーズは成長性のある新興企業を対象にしていますが、上場会社の業種をみると、約

４割が情報通信業、約3割がサービス業となっています。上場については、過去の実績ではなく、

今後の成長可能性を重視しているという特徴があり、設立後10年未満の企業が大半を占めて

いるといわれています。（図６）

（3）大きく上昇した個人持株比率

インターネットを経由した株式取引は年々増加しています。2005年4月から2006年3月ま

での株式取引におけるインターネット売買代金は約273兆４千億円で、全体に占める割合は

30.6％となり、前年に比べて4.7ポイント増加しています。（図７）

インターネット取引の本格的普及に加え、株式相場の上昇、株式分割・売買単位の引き下げ、

新規上場会社の増加等が個人投資家の参入を後押しする形になっています。個人株主数が増加

したことによって、2005年3月の個人持株比率は前年に比べて大幅増加の45.6％となっていま

す。（図８）

第４節　証 券 業
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５　保険業

（1）生命保険業の概況

生命保険業界は、少子高齢化の影響等から保険契約が低迷している他、外資系の激しい攻勢、

さらに郵政民営化による簡易保険との競争も加わるなど厳しい状況に置かれています。

新規契約高は、1993年度をピークに減少傾向となっています。種類別にみると、個人年金

保険は2002年の10月に銀行の窓口販売が解禁になったこともあり、増加していますが、個人

保険、団体保険はともに減少傾向となっています。（図1）

一番大きなウェィトを占めている個人保険の新規契約件数の内訳をみると、第三分野商品と

いわれる「医療保険」は好調なものの、死亡保障を中心とする終身保険契約等は減少していま

す。（図２）

保有契約高は個人保険の減少等により、1996年をピークに減少しています。2005年度は

1,532兆円で対前年度比2.4％の減となりました。しかし、景気の回復等による解約の落ち着き

や個人年金保険が好調なことにより、減少幅は縮小しています（図３）。

都道府県別の保険保有契約高をみると、東京は個人保険、団体保険、個人年金保険とも全国

で最も多い保有契約高を有し、これらを合わせると404兆円と、大阪府の約３倍の規模となっ

ています。東京の保有契約高の全国比を保険種類別にみると、個人保険は11.8％で、東京の人

口が日本の総人口に占める割合と同程度になっていますが、団体保険は、企業の本社機能が集

中していることから68.3％と高い割合を占めています。（図４）
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（2）損害保険業の概況

損害保険業界は、2001年度から2004年度にかけて、経営効率を高めるための合併等の再編

が続き、代理店数は激減しました。2004年度における代理店数は、全国で約28万7千店、東

京で3万2千店となっています。（図５）

2004年度の決算をみると、保険契約者との直接の保険契約に係る収入である元受正味保険

料は8兆6,891億円、正味収入保険料１は7兆4,120億円となり、それぞれ対前年度比は横ばいで

推移しています。

また、台風、地震等の自然災害の影響で、2004年度の正味支払保険金２は2003年度に比べ

増加となり、損害率３も上昇して利益を圧迫しています。（図６）

損害保険業界は、国内市場の伸び悩みをカバーするため、大手損害保険会社を中心に、海外

への営業活動に力をいれています。

しかし、2004年度の日本の損害保険会社の海外での保険料収入は690億円で、日本におけ

る外国損害保険会社の保険料収入3,625億円に比べて約５分の1となっています。（図７）

主要国における損害保険料を比較してみると、日本は、元受収入保険料が11兆４千億円で

アメリカの65兆2千億円に次いで世界2位となっています。しかし、元受収入保険料の対ＧＤ

Ｐ割合をみると、アメリカは5.2％となっており世界第2位ですが、日本は2.3％で第31位となっ

ています。また、国民１人あたりの保険料を比較してみると、日本は約9万円（世界第7位）、

アメリカは約22万５千円（同2位）となっています。（1位はスイスの24万８千円）（図８）

第 5節　保 険 業

注１　正味収入保険料＝元受正味保険料に再保険に係る収支を加味し、収入積立保険料を控除したもの
注２　正味支払保険料＝支払った保険料から再保険により回収した再保険を控除したもの
注３　損害率＝保険料に対して保険金等がどのくらい支払われたかを指標で示すもの
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６　中小企業の資金調達

（1）変化がみられる中小企業の資金調達

中小企業向け貸出し残高は1997年の金融危機を契機として、これまで減少傾向をたどって

きました。これは、中小企業が財務体質改善を優先し、設備投資額をキャッシュフロー（手持

ち資金）の範囲内に押さえるという動きがみられたほか、金融機関の厳しい貸出態度により円

滑な借入が行えなかったということが影響したと考えられます。しかし、日本経済が着実に回

復に向かうなかで、中小企業の資金調達をめぐる環境にも変化が表れ、貸出残高の減少にも下

げ止まり感がみられます。2005年度末の残高は約252兆円で、第３四半期以降増加傾向がみ

られました。（図１、２）

都内中小企業の事業資金に対する主な取引金融機関の姿勢を、借入・返済DIでみると、

2002年より全体として緩和傾向が続いており、中小企業のマインドは変化しています。2006

年調査においては、前回調査の2005年11月に比べてさらに緩和されました。ただし、2006年

３月に日本銀行が量的緩和政策を５年ぶりに解除したことを受け、今後、金利が上昇するので

はという懸念も広がっており、今後の動向を注視する必要があります。（図３）

中小企業が金融機関から事業資金を調達する際に、信用力を補完する公的機関として、信用

保証協会がありますが、東京信用保証協会が保証を行った中小企業の１件当たりの借入額は、

拡大傾向がみてとれます。1件あたりの保証金額を「1千万円以下」の層と「1千万円を超える」

層の割合でみると、2005年３月期から2006年３月期にかけて、「1千万円以下」の割合は低下

し、「1千万円を超える」割合が上昇しています。（図４）
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第６節　中小企業の資金調達

中小企業を取り巻く金融環境が改善するなか、信用保証協会が保証先の中小企業に代わって、

金融機関に対し貸付残額を返済（立替払い）した代位弁済に着目してみると、2002年度をピー

クに件数、金額とも連続して減少しています。2005年度の代位弁済は1万3,511件、904億2千万

円となり2002年度に比べると、件数で54.3％の減、金額で64.2％の減となっています。（図５）

代位弁済が減少するなか、東京信用保証協会が保証を行った案件に係る金融機関別の貸出構

成比をみると、2005年半ばから都市銀行の構成比が上昇傾向にあります。2006年３月期の構

成比は、信用金庫が44.3％、都市銀行が37.5％となっており、2005年６月期に比べ信用金庫

が大きく低下する一方、都市銀行は上昇しています。中小企業の業績が回復に向かうなか、都

市銀行の中小企業への貸出姿勢が積極化していることがみてとれます。（図６）

（2）重視される地域密着型金融

中小企業が金融機関と取引をする際に最も重要視することは、「安定した資金供給」であり、

「金利」を重視する企業を上回っています。「将来性・企業事業への理解」も上位にあげられて

おり、中小企業にとっては、事業展開を踏まえた安定した資金の供給がいかに重要視されてい

るかがうかがえます。一方、金融機関が中小企業に貸出しをする際の審査では、企業財務につ

いては「償還能力」、保全については信用保証協会など「信用保証機関の保証」、企業自身の属

性では「市場動向や技術力」、代表者の属性では「経営意欲」を重要視するという特徴がみら

れます。

中小企業の側も事業への理解を重要視していますが、金融機関の側も同様に事業内容や将来

性に着目しており、これらは、地域密着型金融（リレーションシップバンキング）の取組の表

れとみられます。（図７、８）
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１　建設業の概況
建設業は建物の建築や各種インフラの整備を担い、都民の生活や産業基盤を支える重要な役

割を果たしています。

2004年における東京の建設業の事業所数は4万3,211所、従業者数は46万5,174人でいずれ

も全国１位となっています。しかし、前回調査の2001年と比べて建築リフォーム工事業など

を除くほとんどの業種で、事業所数、従業者数ともに減少しました。（図1）

事業所数を中分類別にみると、全国は「総合工事業」が高い割合を占めているのに対し、

東京は、床・内装工事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業などの「職別工事業」が

36.5％と最も高くなっています。

また、従業者数をみると、東京はオフィスビルが集中していることなどから、管工事業、電

気通信・信号装置工事業などの「設備工事業」が全国に比べて高い割合を占めています。（図2）

2005年度の東京の建設業者数は、大臣許可業者1が3,014、知事許可業者2が4万6,083となっ

ています。東京が全国の許可業者に占める割合は、大臣許可が28.6％、知事許可が8.7％で、

広域的に営業できる大臣許可業者の割合が高くなっています。（図3）

建設投資は民間・政府部門ともに需要の冷え込みが続いていますが、一方で区部における再開

発や、大地震等のリスクに関連した建物ニーズの高まりにともなう需要も見込まれています。（図4）

第７章 建設業、不動産業

注１　２つ以上の都道府県区域内に営業所を設けて営業できる業者
注２　１つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業できる業者
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２　不動産業の概況
不動産業は建物の売買・賃貸取引や土地開発などを通じて、都民の生活と東京のまちづくり

に深くかかわる重要な産業であり、不動産流通の活性化は、高い経済効果をもたらします。

2004年における東京の不動産業の事業所数は5万347所、従業者数は23万9,874人で、いず

れも全国で最多となっています。前回調査の2001年と比べると、事業所数は減少しましたが、

従業者数は若干増加しました。（図1）

業種別の構成比をみると、各種不動産取引の仲介等を行う不動産代理業・仲介業、オフィ

スや店舗等の事業所などの賃貸を行う不動産賃貸業、ビルやマンションの管理業務を受託する

不動産管理業の割合が、事業所数、従業者数ともに全国よりも高くなっています。一方、住宅

の賃貸を主に行う「貸家業，貸間業」は、全国では事業所数の47.5％を占めますが、東京では

38.7％となっています。（図2）

2004年度の都内の宅地建物取引業者数（いわゆる不動産業者）は2万3,233、うち大臣免許

業者1は838、知事免許業者2は2万2,395で、いずれも全国で最多となっており、大臣免許業者

については全国の4割以上が東京に集中しています。（図3）

都区部の2005年の土地取引状況は、住宅地は879.7万m2、商業地は83.1万m2、工業地は

62.2万m2でした。地目別の取引状況をみると、住宅地では江東区（130.2万m2）、世田谷区（98.9

万m2）、港区（88.7万m2）、商業地では渋谷区（15.2万m2）、千代田区（14.4万m2）、港区（12.5

万m2）、工業地では江東区（21.2万m2）、足立区（7.0万m2）、品川区（6.8万m2）で多く取引

されました。（図4）

注１　２つ以上の都道府県区域内に事務所を設置できる宅建業者
注２　１つの都道府県に事務所を設置できる宅建業者

第１節　建設業の概況／第２節　不動産業の概況
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３　不動産市場動向

（1）住宅市場動向

2005年の住宅着工戸数は2年連続で減少の18万6,642戸となりました。内訳をみると、賃貸

マンションやアパートを中心とした貸家が4年連続で増加したものの、持家とマンションを含

む分譲住宅が減少しています。これは、貸家は、投資用賃貸マンションの需要等により増加と

なる一方、分譲住宅は、都心部のマンション開発が一服するとともに、戸建て住宅が低調であっ

たため減少したことによるものです。（図1）

マンション発売戸数は、都区部以外の地域では8,962戸と3年ぶりに増加しましたが、地価

上昇による供給の郊外化により都区部では3万1,025戸と3年ぶりに減少に転じ、東京都全体で

は3万9,987戸と4年ぶりに減少しました。（図2、3）

首都圏の投資用マンションは、都心回帰と低金利の状況から、効率的な資産運用の手段とし

ての期待も高まり、ここ数年供給戸数を伸ばしてきました。価格帯では全体の8割超が2,500

万円以下となっています。しかし、供給企業の減少などにより、2004年は8,616戸と減少に転

じました。地区別にみると、中央区、港区、新宿区、品川区、大田区の上位5区で全体の約6

割を占めています。（図4）
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第３節　不動産市場動向

（2）オフィス市場動向（区部）

オフィスをはじめとする事業所の2005年の床面積は、六本木や汐留地区等の大規模開発に

よる大量供給などで７年ぶりの大幅増加となった2004年に引き続いて増加し、前年比で1.9％

の増となっています。都心5区の増加率は３年連続で区部全体を上回っており、2005年は前年

比2.0％の増となっています。（図5）

着工床面積を業種別にみると、建築物の棟数では卸売・小売業、不動産業、サービス業で多

く、一棟当たりでは不動産業、運輸業、情報通信業が大きくなっています。（表1）

2005年の都区部の市場動向をみると、空室率は2004、05年と連続して改善しており、なか

でもIT関連企業や外資系企業の需要が旺盛であった都心5区の2005年の空室率は改善してお

り3.6％となっています。また、平均相場賃料は低下が続いていましたが、2006年に入って上

昇の兆しもみえてきています。（図6）

2005年の大規模オフィスビルの供給量は82万m2となり、旧国鉄跡地等での大規模再開発が

集中した2000年代前半の大量供給期（年平均100万m2超）から、安定供給期へと移行しつつ

あるとみられています。今後は大規模再開発に代わって、大地震発生のリスクの高まり、ある

いはアスベスト問題といった状況を契機として、老朽化等にともなう建替えによるオフィス供

給が進んでいくとみられています。一方、ビルの規模については大型化の傾向にあります。都

区部の供給量の見通しを地区別にみると、7割が都心3区（千代田区、中央区、港区）に集中し、

都心回帰の流れのなかで、ビジネス地区への集中が進展する見込みです。（図7）
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１　運輸業の概況

（1）日本の流通を支える東京の運輸業

東京は、人口が集中する大消費地であるとともに、東京港や羽田空港といった物流・旅客の

重要拠点を擁しており、運輸業は膨大なヒト・モノの流通を支えています。

2004年における東京の運輸業の事業所数は2万1,812所、従業者数は38万8,162人となって

います。事業所数、従業者数の推移をみると、事業所数は1999年、従業者数は1996年をピー

クに減少傾向にあります。

一方、全国に占める割合は、2004年において、事業所数が16.8％、従業者数が13.8％となり、

いずれも全国１位で、日本の流通を支えています。（図1、2）

（2）全国に比べて事業所数、従業者数の割合が高い道路旅客運送業

運輸業の事業所数を中分類別の構成比でみると、東京は道路旅客運送業が56.5％と最も高く、

次いで、道路貨物運送業が25.8％となっていますが、全国は、最も割合が高いのが道路貨物運

送業で48.8％、次いで道路旅客運送業が26.9%となっています。

従業者数は道路貨物運送業が最も多く、次いで、道路旅客運送業が続いています。東京は全

国に比べて道路旅客運送業の事業所数、従業者数の割合が高くなっています。（図3）

第８章 運 輸 業
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中分類別に、2004年と前回調査の2001年を比べると、事業所数では航空運輸業が12.2％減、

運輸に附帯するサービス業が7.4％減、道路貨物運送業が7.0％減となっています。また、従業者

数では航空運輸業が8.5％減、水運業と運輸に附帯するサービス業が6.8％減となっています。（図4）

（3）小規模事業所が大半を占める運輸業の事業所

東京の運輸業を従業者規模別構成比でみると、事業所数は、「1 ～ 4人」規模の事業所が

63.3％と最も多く、「1 ～ 19人」規模の事業所数が8割以上をしめています。しかし、従業者

数でみると、「20 ～ 299人」が63.4％と最も多く、「20人以上」が8割以上を占めています。

事業所数で最も割合の高い「1 ～ 4人」は従業者数では4.6％となっています。（図5）

（4）都心周辺部に集中する運輸事業所

東京都内の運輸事業所の所在地をみると、最も多いのは、足立区で2,539所、次いで江戸川

区が2,069所、大田区が1,728所となっています。それぞれの事業所を産業中分類別の構成比

でみると、個人経営のタクシーなどが含まれる「道路旅客運送業」がいずれの区でも半数以上

を占め、また、運輸事業所は都心部より、その周辺部に集中しています。（図6）
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２　旅客輸送

東京の旅客輸送量の推移を見ると、1998年度以降は5年連続で増加が続いていましたが、

2003年度は対前年度比で1.8％の減少となりました。

東京域内での旅客輸送量は1993年度から1995年度までは緩やかな減少傾向にありましたが、

1996年度以降は増減を繰り返し、2003年度は対前年度比で2.1％の増加となっています。（図1）

東京の旅客輸送の流動状況は、2003年度の輸送量が東京域内で延べ104億862万人、東京･他

県間で延べ42億4,921万人となっており、他県との間の輸送量が全体の約3割を占めています。

地域別にみると、神奈川、埼玉、千葉との間での輸送が多く、この3県で東京･他県間の輸送

量の9割を占めています。（図2）

旅客輸送量の輸送機関別の分担率では、都道府県間の輸送において、全国では自動車が

42.9％と最も高くなっているのに対して、東京では自動車は23.6％と低くなっており、JRと

民鉄の合計が75.0％と鉄道の割合が高くなっています。

都道府県内の輸送においても、全国では自動車が78.5％と高い割合を示しているのに対し、

東京ではJRと民鉄の合計が67.3％と、鉄道の利用が全体の3分の2を占めています。

鉄道網が発達している東京では、鉄道が旅客輸送の中心となっています。（図3）
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第２節　旅客輸送／第３節　貨物輸送

３　貨物輸送

東京の貨物輸送の状況をみると、2003年度の総貨物輸送量は4億4,159万トンで、そのうち

東京域内での輸送量は1億6,856万トン、東京から他県への輸送量は1億1,979万トン、他県か

ら東京への輸送量は1億5,325万トンとなっています。東京では活発な消費活動が行われてい

ることもあり、東京着の貨物量が東京発の貨物量を上回っています。

2003年度の貨物輸送量の総量は前年に比べて6.3％増となっています。内訳をみると、発量

が5.6％増、着量が11.3％増、域内量が2.5％増でいずれも増加となっています。（図1）

貨物輸送量の品目別構成比では、全国は原油などの鉱産品の割合が24.4％と大きくなってい

るのに対して、東京は発量、着量、域内量のいずれも鉱産品の割合は10.0％以内と比較的小さ

く、雑工業品や軽工業品、金属機械工業品、化学工業品などの工業製品の割合が大きくなって

います。工業製品以外では、廃棄物などの特種品が、発量で30.0％、域内量で31.9％と大きな

割合を占めています。（図2）

東京の貨物輸送機関別分担率は自動車の占める割合が大きく、東京域内では99.4％、都道府

県間では85.4％となっており貨物輸送の大部分を自動車が担っています。（図3）

2004年度の宅配便取扱個数は28億7,404万個でうちトラック運送が28億4,346万個、航空等

利用運送が3,058万個となっています。郵便小包は14億2,975万個と2003年度と比べると大幅

な増加となりました。これは、冊子小包の著しい増加によるものです。宅配便取扱個数も通信

販売等の需要の拡大などにより増加し続けています。（図4）
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４　倉庫業

東京港のふ頭の背後の埋立地には、ふ頭機能を補完する倉庫や物流センターが立地しています。

2003年度末の倉庫所管面積（容積）の対全国構成比を種類別にみると、東京の普通倉庫は

9.2％で全国第3位、冷蔵倉庫は12.9％で全国第1位となっています。水面倉庫の事業所数はわ

ずかですが、所管面積は43.8％を占めています。（図1）

倉庫業の地区別の事業所数は、大田区が190所と最も多く、次いで江東区が122所、中央区

が95所と続いています。東京湾岸部の区が上位を占めており、これらの地域が東京の物流の

中で重要な役割を果たしていることがうかがえます。（図2）

普通倉庫のうち95％近くを建家型の倉庫（1 ～ 3類倉庫）1が占めています。2004年1月の

入庫高は10万8千トン、在庫高は200万8千トンとなっており、2002年から入庫高、保管残高

ともに減少し続けています。（図3）

品目別構成比をみると、東京では｢紙・パルプ｣が24.1％と約4分の1を占め、次いで「雑品」

が23.9％、「その他の食料工業品」が11.0％と続いています。全国では「米」が11.5％で1位と

なっています。（図4）

注１　 １類倉庫とは、危険物等を除き、特に保管物品の制限のない倉庫。2類倉庫とは、防火性能を有せず、保管物品の制限
のある倉庫。３類倉庫とは、防火性能、防湿性能、遮熱性能を有せず、保管物品の制限のある倉庫。
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５　物流拠点としての東京港

東京港は、物流の重要拠点として位置していますが、取扱貨物は、2004年に初めて外国貨

物貿易量が、国内貨物量を上回り、国際貿易港としても発展しています。

東京港における外貿取扱貨物量は2003年4,333万トン、2004年4,595万トンと年々増加し

ており、2005年は4,651万トンとなっています。また、2005年の外貿コンテナ取扱個数は、

359万TEU1で過去最高となり、8年連続日本一の取扱量となっています。（図1）

2005年の日本の主要5港の貿易額を比較すると、1位が名古屋港で12兆3千億円、2位が東京

港で10兆8千億円、3位が横浜港で10兆5千億円、4位が神戸港で7兆6千億円、5位が大阪港で

5兆9千億円ですが、輸入額は背後に大消費地を持つ東京港が6兆1千億円で1位となっており、

東京港は大都市の産業活動と生活を支える国際貿易港となっています。（図2）

また、2003年度の関東発着コンテナ貨物の利用港構成比は、輸出では東京港が48.3％、横

浜港が43.4％となっています。輸入は東京港が61.4％、横浜港が33.8％でこの2港で全体の

95.2％を占めています。

近年、経済活動の国際化に伴い、物流面でも急激な変化が生じています。東京港はコンテナ

貨物取扱量自体は増加しているものの、日本の生産拠点の海外移転が加速していることや、東

アジア経済の急速な発展で香港、シンガポールなどが飛躍的に貨物取扱量を増加させているの

に対し、アジアにおける相対的地位を低下させています。このように、アジア地域間での競争

が激化しているなか、東京港は国から「スーパー中枢港湾」の指定を受け、アジアの主要港湾

に匹敵する国際競争力のある使いやすい港作りに取り組んでいます。（表1）

注１　TEUとは、コンテナの個数を数える単位。20フィートコンテナ1個を1TEUという。

第 4節　倉庫業／第５節　物流拠点としての東京港
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１　都民の暮らしに密着した東京の農林水産業

（1）都民の食生活に大きな役割を果たす東京の農林水産業

東京の農林水産業は、大消費地を身近に抱え、生産者と消費者が互いに顔が見える関係の中

で、新鮮かつ安全・安心な生産物を供給しています。

2004年の都内産農林水産物の総生産額は、372億円で、農産物が334億円（90％）、水産物

が31億円（8％）、林産物が7億円（2％）となっており、都市、山間、島しょなど、地域特性

を活かした特色ある産物を生産しています。（図1）

近年は都市化による生産環境の悪化や、担い手の高齢化や担い手不足など困難な課題を抱え

生産額は減少傾向にありますが、共同直売所や朝市における消費者への直接販売や、コマツナ・

ウド・アシタバなどの特産野菜の生産により、都民の食生活に大きな役割を果たしています。

東京の主要な農産物である野菜については、都民消費量から推計して、島根県の人口とほぼ

同じ約75万人分の供給量を生産しています。（表1）

（2）豊かな都民生活に貢献する農林水産業

東京の農地や森林、海や川は、農林水産物の生産・供給現場であるだけでなく、都市空間の

中の貴重な自然環境として都民の憩いや潤いといったアメニティ機能を発揮しています。また、

地域コミュニティに欠かせない「ふれあいの場」の提供や防災空間の確保など、多くの公益的

な役割も果たしています。

近年では、農業、林業、水産業の生産体験などへの需要の高まりにも応えるため、様々な取

組が行なわれています。

第９章 農林水産業
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２　都市と調和した東京の農業、畜産業

（1）消費地への近さを活かした東京の農業

2005年の東京の農家数は1万3,748戸で、前年に比べ342戸（2.4％）の減少となっています。

2001年以降毎年２％台の減少となっています。

営農形態別の構成比をみると、主業農家が15.6％、準主業農家が16.0％、副業的農家が

21.8％ ､自給的農家が46.5％となっています。（図1）

基幹的農業従事者数は、2005年には1万2,476人で前年より54人（0.4％）の減少となりま

した。しかし、2004年の540人（4.1％）の減少と比較し、その減少割合は緩やかとなってい

ます。

年齢別にみると、65歳以上の割合が半数を超えています。30歳未満については、2001年か

ら2003年は310人～ 320人の間で安定的に推移していましたが、2005年は227人となり、前

年より43人（15.9％）の減少となりました。（図2）

このように東京の農業を担う従事者の高齢化が進んでいますが、一方では30 ～ 64歳は半数

近くを占め、また、若年農業従事者も一定数確保されています。今後も若年後継者を育成する

ことが、東京の農業を存続、発展させる上で重要になります。

東京の農地面積は、2005年7月現在で8,340haとなっており、これは東京都の総面積の3.8％

に相当します。その内訳は、普通畑が74.3％、樹園地が21.9％、水田が3.9％などとなっています。

1990年代までは急激な農地の減少がありましたが、近年、減少幅は緩やかになっています。（図3）

主 業 農 家：農業所得が50％以上で年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいる農家

準主業農家：農業所得が50％未満で年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいる農家

副業的農家：年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいない農家

自給的農家：経営耕地面積が30a未満で、かつ、過去1年間の農産物販売金額が50万円未満の農家

第１節　都民の暮らしに密着した東京の農林水産業／第２節　都市と調和した東京の農業、畜産業
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東京の農業粗生産額は、近年は300億円程度で推移していましたが、2004年は334億円で、

前年に比べて1割程度増加しました。部門別にみると、野菜（いも類を含む）がトップで、次

いで花き、植木、果樹、畜産となっており、野菜、花き、植木で粗生産額の約8割を占めています。

このように、東京の農業は商品性の高い農産物が中心となっており、典型的な都市農業の特

徴が表れています。（図4）

2004年の野菜の生産額は約186億円となっています。東京の野菜は、消費地に近いという

東京農業のメリットを活かし、収穫後いち早く消費者の手元に届けられます。特に鮮度が重視
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される葉菜類のこまつな、ほうれんそうの生産が上位を占めています。また、近年は直売用に

多様な品目が生産されています。

この他、伝統的な技術に支えられた、ウドやつまもの（ムラメ、木の芽など）等が北多摩及

び区部で、また、島しょでは特産のアシタバなどが生産されています。（図5）

2004年の果樹の生産額は、28億円で、日本ナシが全体の6割を占め、次いでブドウとなっ

ています。ナシの「稲城」、ブドウの「高尾」などは東京ブランドとして人気も高く、農家で

の庭先を中心に、直接消費者へ販売されています。（図6）

2004年の花きの生産額は52億3千万円で、島しょ地域の切り葉が14億と最も割合が高く、

26.7％を占めています。その中でも、八丈町でのフェニックス・ロベレニー（切り葉）は、特

産物として国内シェアのほぼ100％を有しています。また、鉢物は国内はもとよりヨーロッパ

にも輸出されています。その他にも、各島で生産されるレザーファン（切り葉）は、全国第1

位の生産額となっています。ブバルディア、ガーベラなどの切り花も生産され、島しょ地域は

温暖な気候を活かして、全国でも有数の花きの産地となっています。

区部及び多摩地域では、パンジーをはじ

めとした花壇苗、シクラメン、プリムラ類

などの鉢物が施設を中心に栽培されていま

す。また、区内では朝顔市のあさがおなど

伝統的な鉢物が生産され、暮らしに彩りを

与えています。

さらに、アイビーやリュウノヒゲなどグ

ランドカバープランツも生産され、東京の

緑化に寄与しています。（図7）

第２節　都市と調和した東京の農業、畜産業



112

第９章　農林水産業

113

第

�
章

（2）都市と調和した経営への転換を図る東京の畜産業

東京の畜産農家は、都市化の急激な進展に伴う環境衛生面や生産環境上の制約などを克服し

ながら、大消費地を控えた立地上の有利さを活かして経営体質の強化を図ってきました。

養鶏農家では、「生みたての新鮮な卵を」という消費者の要望に応じた庭先販売が行われ、

地域住民と結びつきを深めています。

また酪農家では、アイスクリームやヨーグルトの加工・販売による経営の多角化の動きも見られます。

一方、養豚農家では東京都畜産試験場1で開発された高品質豚「TOKYO X」を導入し、高

付加価値豚肉の生産に取り組んでいます。また、家畜排せつ物は、家畜排せつ物法に基づく適

正管理及び利用の促進に努めています。

2004年の飼養頭数・羽数及び農家戸数は、鶏飼養農家数を除き2000年に比べいずれも減少

しています。畜産物生産額は2000年に比べ42.4％減の27億5千万円となっています。（図8、9、

10、11、12）

注１　 東京都畜産試験場は、2005年4月より東京都農林総合研究センターに名称変更
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３　人と都市に優しい東京の森林

（1）東京の森林の現状

東京の森林面積は、2005年4月現在7万8,648haとなっており、東京都の総面積の35.9％を

占めています。地域別にみると、多摩地域が全体の67.5％に相当する5万3,094ha、島しょ地

域が32.5％に相当する2万5,554haとなっています。

森林の所有形態をみると、私有林64.3％、都有林14.8％、市町村・財産区有林等11.0％、国

有林9.8％となっています。（図1）

民有林の規模別所有者数及び１人当たり所有面積をみると、所有者数では、1ha未満の所有

者が最も多く、全所有者の67.3％と約3分の2を占め、これに1ha以上5ha未満（24.0％）を合

わせると全体の91.3％に達します。また、一人当たり所有面積では、1ha未満が5.7％、1ha以

上5ha未満が14.9％と、5ha未満の比較的規模の小さい森林が全体の20％余りを占めています。

一方、50ha以上の大規模森林は49.8％と、東京の森林の約半分を占め、残りの29.5％を5ha以

上50ha未満が占めています。（図2）

第２節　都市と調和した東京の農業、畜産業／第３節　人と都市に優しい東京の森林
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民有林のうち、杉、ひのきなどの人工林は3万4,298ha、天然林は3万4,839haとほぼ同面積

となっています。また、樹齢別の構成比をみると、人工林においては、樹齢41 ～ 50年の層が

最も多く、次いで、樹齢31 ～ 40年層と続いており、大部分が戦後直後から1970年前後の期

間に植えられたものとなっています。現在、これらの人工林は、間伐、保育などの適正な管理

が必要な時期にきています。（図3）

また、森林から生産される製材用の素材生産量は、2004年時点では1万6千立方メートルと

なり、木材価格の低落と林業経営コストの上昇等により、1970年頃をピークに減少の一途を

たどっています。（図4）

森林は単に木材を生産するだけでなく、水資源をはぐくみ、川下における水産資源の保護や

二酸化炭素を吸収・固定するなど環境面からも注目されています。これらの公益的機能を通じ

て、都民生活と密接な関わりを有しています。

国勢調査によると、1960年に2,000人を数えた林業従事者数も2000年には300人と激減し、

雇用されて林業に従事している数も191人に過ぎません。

また、林業退職金共済に加入している林業･林産業等従事者1は、ここ数年51歳以上が全体の

6割を占め、2004年度の平均年齢は58.0歳と高齢化しています。（図5）

注１　 林業退職金共済事業調べ
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（2）花粉症発生源対策と林業再生

戦後の造林政策により植えられたスギの多くは、その後の木材価格の低迷により更新されず、花粉

を多く発生すると言われる樹齢30年以上の割合が8割以上となり、多くの花粉を発生する状況となっ

ています。そのため、近年スギ花粉による花粉症が増え、大きな社会的問題となっています。（図6、7）

従来から、森林保全対策として間伐や枝打ちが実施されてきましたが、これは花粉削減とい

う側面では効果が一時的にしか過ぎません。そのため、スギ花粉削減のための抜本的対策とし

ては、スギ林の伐採による樹種更新が必要です。

しかし、現在の東京における林業及び木材産業の実態は、高コスト・低収入であることから

縮小の一途をたどっており、このままでは、スギ林の更新が進まないばかりか産業としての基

盤が消滅する恐れがあります。

そこで、都が10年間の計画で、スギ林の伐採と新たな木材流通の枠組みを構築することに

より、スギ花粉の削減と林業及び木材産業の再生を図っていきます。

事業は、多摩地域のスギ林やヒノキの人工林を、持続的に木材生産を行う生産型森林と、奥

山などの保全型森林とに区分し、それぞれに応じた花粉発生源対策を推進します。（図8）

① 　生産型森林では、花粉発生源であるスギ林を10年間で1,200ha伐採するとともに、発生

する木材を新たな用途で活用し木材需要の拡大を図ります。

② 　保全型森林では、奥山のスギ林に対して小面積の伐採（年間約200ha、10年間で2,000ha）を実

施し広葉樹を植栽することにより、花粉の削減を図るとともに、景観上優れた針広混交林を造成します。

③　多摩産材の需要拡大を図るため、乾燥施設及び木材加工施設の整備に対して支援します。

④　林業生産の効率化を図るため、作業道を整備します。

第３節　人と都市に優しい東京の森林



116

第９章　農林水産業

117

第

�
章

４　広大な水域で営まれる東京の水産業

東京の水産業は、伊豆諸島及び小笠原諸島周辺の海域で営まれる島しょ漁業のほか、東京湾

で営まれる内湾漁業や主に多摩川・江戸川水系で営まれる内水面漁業があります。

《島しょ漁業》

島しょ海域は、複雑な海底地形と黒潮の恩恵を受け、我が国有数の好漁場となっています。

このため、漁業は島しょ地域の主要産業となっています。

伊豆諸島海域では、主にカツオやキンメダイ、タカベなどの魚類のほか、イセエビ、サザエ、

テングサなどが漁獲されています。

小笠原海域では、マグロ・カジキ類やハタ類などが漁獲されているほか、シマアジなどの養

殖用種苗の生産も行われています。

《内湾漁業》

1962年に漁業権の全面的補償が実施されて以降、主に自由漁業が行われています。高度成

長期には漁場荒廃や水質悪化などの影響を受けましたが、近年では水質も改善されつつあり、

「江戸前」で有名なアナゴやアサリ、スズキ、カレイなどが漁獲されています。

《内水面漁業》

多摩川や江戸川の水系には漁業権が設定され、漁業協同組合によって漁業資源の維持増大を

目的としたアユやマス類などの放流が行われています。

また、多摩地域では、ヤマメやニジマス、「奥多摩やまめ」などの養殖が行われており、地

元の飲食店や旅館に新鮮な食材を供給しています。

（1）東京の漁業の近況

東京の漁業は、島しょ海域を中心に内湾や河川で魚介類を漁獲することで成り立っています。

しかし、近年では、漁獲量及び漁獲金額ともに減少傾向にあります。（図1、2）

特に島しょ海域では、強い季節風や黒潮の蛇行など気象・海象の影響を受けるとともに、

1999年から2000年にかけて伊豆諸島で発生した大規模な地震や火山の噴火による磯根漁場の

荒廃などの影響によって、厳しい漁業経営を余儀なくされています。
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（2）減少が続く漁業就業者

漁業就業者の数は、厳しい漁業経営を背景に減少傾向が続いています。特に島しょ部におけ

る減少傾向が顕著であり、2003年では全島避難に伴って三宅島の数字が除外されている要因

があるものの、1988年調査時の約55％となっています。（図3）

また、男性漁業就業者の年齢構成は、2003年時点で60歳以上の割合が約41％に達する一方

で、40歳未満の割合は約18％にとどまっており、後継者の確保が重要な課題となっています。

（図4）

（3）水産業を支える新たな取組

近年、島しょをはじめとするそれぞれの地域では、安定した漁業経営の確立に向けて、ホー

ムページを活用したIT販売の展開による水産物の販売拡大や加工品の開発・販売による地元

消費の推進と未利用魚の有効活用など、付加価値の高い水産物の供給に向けた取組が活発に行

われています。

こうした取組を通じて活気ある漁業生産活動が実現することにより、地域の活性化を図るこ

とが可能となります。

第４節　広大な水域で営まれる東京の水産業
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１　労働力人口1

（1）増加する労働力人口

全国の総人口は2005年に減少に転じましたが、東京の人口は増加を続けています。少子化

が進み、年少人口が減少する一方で、東京における15歳以上の人口は増加し続け、2005年に

は1,094万6千人となっています。

15歳以上人口は、就業者と完全失業者を合わせた労働力人口と、就労意志のない非労働力

人口とに分けられます。東京の労働力人口は2002年以降、緩やかな増加傾向にあり、2005年

には677万2千人となりました。一方、非労働力人口は、高齢化の進行により、戦後一貫して

増加しており、2005年には416万2千人に達しています。（図1、表1）

（2）低下傾向の労働力率

東京における労働力率2は、2000年以降、2004年にかけて全体として低下傾向にありました。

2005年には、景気回復を受けて就業者数が増加し、労働力率は2004年の61.7％から61.9％へと

0.2ポイント上昇しました。2004年の全国の労働力率は60.4％であり、それを上回っているもの

の、1995年の64.8％を大きく下回り、2000年よりも低い水準にとどまっています。（図2）

労働力率を年齢別にみると、25 ～ 34歳、35 ～ 44歳と45 ～ 54歳が高く、80％前後で推移

しています。最も低いのは約20％程度の65歳以上、次いで低いのが約40％程度の15 ～ 24歳

となっています。65歳以上は1995年から2000年にかけて4.1ポイント低下し、その後はほぼ

横ばいとなっていますが、15 ～ 24歳は同じ時期に5.4ポイント低下し、その後も低下傾向が

続いています。（図3）

第１章 労働力状況

注１　労働力人口＝満15歳以上人口のうち就労意志のない非労働力人口を除いた人口で、就業者数と完全失業者数の合計
注２　労働力（人口比）率＝労働力人口／ 15歳以上人口×100（％）
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（3）上昇する女性、高年齢者の割合

東京の労働力人口を男女別にみると、男性はわずかずつ増減を繰り返していますが、女性

は2001年以降増加が続き、2005年には男性が403万1千人、女性が274万1千人となりました。

東京の全労働力人口に占める女性の割合は戦後一貫して上昇しており、2005年には40％を超

えました。（図4）

年齢別に、男性の労働力人口を100とする指数により、女性の労働力人口の推移をみると、

15 ～ 24歳が他より高い水準となっています。この年齢では2002年に大幅な低下がみられ

ましたが、2003年以降は再び上昇が続き、2004年、2005年には男性100に対してそれぞれ

101.4、104.5と、わずかですが女性の労働力人口が男性のそれを上回っています。25 ～ 34歳

は、1985年から2000年にかけて急激に上昇し、その後も緩やかな上昇を続けていますが、そ

の他の年齢層はおおむね横ばいとなっています。若年層ほど男女の労働力人口のバランスが均

等になってきているといえますが、35 ～ 44歳は65歳以上の次に低く、この年代に就業を中

断する女性が依然として多いことがみてとれます。（図5）

労働力人口を年齢別にみると、55歳以上で増加傾向にある一方、15 ～ 24歳では減少傾向

にあります。少子化により15 ～ 24歳人口の減少傾向は今後も続き、第2次ベビーブーム世代

（1971～1974年生まれ）が35歳以上となる2010年以降は25～34歳も減少すると考えられます。

2020年の東京都の年齢別人口を多い順に並べると45 ～ 49歳、50 ～ 54歳、40 ～ 44歳になる

と予測されており、労働力人口は減少するとともに一層高齢化すると考えられます。（図6、7）
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２　就業構造

（1）第3次産業従事者が多い東京の就業者

1995年に631万人となった東京都の就業者数1は、2000年には616万人にまで減少しました。

しかし、その後は増加傾向が続き、2004年にわずかに減少したものの2005年には再び増加し

て645万人となりました。産業別にみると、サービス業が最も多く、122万人で全体の19.0％

を占めています。次いで卸売・小売業が114万人、17.7％となっています。全国と比較すると、

製造業の割合が低く、サービス業や情報通信業の割合が高くなっており、就業者の73.6％が第

3次産業に従事しています。（図1）

産業別にみた就業者の状況は男女で大きく異なり、男性ではサービス業従事者が最も多く、

全体の18.2％となっています。次いで多いのが卸売・小売業（15.7％）、製造業（15.4％）で、

この3産業で約5割を占めます。女性では卸売・小売業（20.7％）、サービス業（20.1％）が2

割を超え、これに次ぐ医療,福祉（15.0％）をあわせた3産業で約6割となっています。就業者

数に占める女性の割合（女性比率）が最も高いのは、医療,福祉の75.0％で、飲食店,宿泊業、

教育,学習支援業でも女性が半数を超えています。女性比率が低いのは建設業（14.1％）、運輸

業（17.4％）などとなっています。（表1）

産業別に就業者数の変化をみると、医療,福祉とサービス業は2002年から2005年にかけて3

年連続で増加しました。製造業は2002年から2年連続で減少していましたが、2005年には増

加しました。情報通信業は2003年にかけて大きく増加したもののその後はやや減少していま

す。（図2）

注１　東京都に住む就業者数
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（2）減少する自営業主、増加する雇用者

就業者を従業上の地位2別にみると、自営業主と家族従業者は2000年にかけてゆるやかに減

少しました。2001年以降の推移をみると、自営業主はやや増加していますが、家族従業者は

引き続き減少傾向にあります。雇用者数は2000年にかけていったん減少したものの、その後

は一貫して増加しており、1985年には81.9％だった雇用者の割合は2005年には87.5％に上昇

しています。（図3）

（3）多様化する雇用形態

企業が収益改善のために厳しい人員削減を続けた影響で、正社員の雇用は減少し、非正社

員3が増加しています。東京では、1997年から2002年にかけて、正社員が30万9千人減少して

344万2千人となる一方、非正社員は35万3千人増加して173万9千人となっています。これを

受けて、東京の雇用者数に占める正社員の割合は65.5％から59.6％に低下し、非正社員の占め

る割合は30.1％に上昇しています。（図4）全国的にみても、雇用者（役員を除く）に占める

非正社員の割合は2003年に3割を超え、2005年は32.6％となっています。

非正社員の約7割はパート、アルバイトですが、1997年から2002年にかけて、東京では契

約社員・嘱託など、それ以外の雇用形態が大きく増加しています。派遣労働者数（常用換算）

についても増加傾向が続いており、雇用形態の多様化が進んでいます。（図5）

（4）懸念される雇用の安定性

非正社員が増加し、また、基幹的な役割を果たす非正社員も増えるなか、公正で、かつ安心

して働くことのできる制度の整備が重要になっています。しかし、非正社員の雇用、収入は不

安定で、待遇改善などに多くの課題があります。派遣労働者についてみると、派遣元に対する

要望は「賃金制度を改善してほしい」（61.6％）が最も多く、また派遣先に対する要望は「正

社員として雇用してほしい」（33.0％）が最も多くなっています。（図6）

注２　従業上の地位：就業者（有業者）が働いている事業所における地位。自営業主、家族従業者、雇用者に大別される。
注３　 非正社員：パート、アルバイト、契約社員、嘱託、労働者派遣事業所の派遣社員などの、「正社員（正規の職員・従業員）」

と「会社等の役員」以外の雇用者をいう。

第２節　就業構造
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３　労働移動

（1）３年ぶりに増加した労働移動

東京における労働移動者1は2001年をピークに減少していましたが、2004年には入職者が

前年比19万1千人増の84万3千人、離職者数が同8万6千人増の84万4千人となり、延べ労働移

動者数は3年ぶりに増加しました。離職者数が入職者数を上回り、8年連続の離職超過となっ

ていますが、雇用環境の改善により、男性では8年ぶりの入職超過となっています。（図1、2）

東京における入職率及び離職率は、全国よりも低い傾向があります。入職と離職のバランス

をみると、全国、東京ともに2001年までは離職超過幅が拡大する傾向で推移していましたが、

それ以降は縮小し、2004年には東京の入職率、離職率はともに14.4％と同率になりました。

全国では、2004年についても入職率が15.7％、離職率が16.0％と、離職率が入職率を上回る

状況が続いています。（図3）

東京の入職率、離職率を男女別にみると、いずれも女性のほうが高く、また変動も大きくなっ

ています。1995年から2004年までの10年間の動きをみると、景気が後退した2001年に、女

性の入職率は21.3％、離職率は24.3％と、ともに最高となっています。男性も2001年に離職

率が最高の14.7％となっていますが、女性を約10ポイント下回っています。また、男性の入

職率は女性に比べるとあまり変動がみられません。女性は景気変動の影響を受けやすいパート

労働者の割合が高いことや、女性の就労パターンが影響してこのような違いが生じていると考

えられます。

2003年から2004年にかけては、男性の入職率が前年に比べて3.4ポイントと大きく上昇し

て13.5％となり、離職率を上回りました。女性では、入職率が低下する一方で離職率が上昇し、

対照的な動きとなっています。（図4）

注１　 労働移動者：１年間に就職、転職、退職などの労働移動を行った者。入職者（事業所が新たに採用した者）及び離職者
（事業所を退職したり解雇されたりした者）をあわせて｢延べ労働移動者」という。

注２　入（離）職率＝入職者数（離職者数）／年初の常用労働者数×100（％）
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（2）再び上昇した転職入職率3

転職入職率は2002年、2003年とやや低下しましたが再び上昇し、全体として上昇傾向にあり

ます。一方、未就業入職者（入職前1年間に就業経験のない者）では、1999年をピークに新規学

卒者の減少が続き、入職率が低下しています。2004年には新規学卒者は5年ぶりにやや増加しま

したが、常用労働者数が増加したために入職率は引き続き低下し、2.1％となりました。（図5）

転職入職者数は、2000年に51万7千人となった後減少が続きましたが、2004年には再び増加し

て52万9千人となっています。年齢別に内訳をみると、25 ～ 34歳の割合が最も高く、2000年以降

は4割前後が25 ～ 34歳で、これに24歳以下をあわせた若年者で約6割となっています。（図6）

好調な企業業績を受けて企業の人手不足感が増し、新卒採用のみならず、中途採用市場も拡

大しているなか、希望の仕事に転職する若年者が増えているとも言われています。

（3）産業別労働移動の状況

2004年の入職率を主な産業別にみると、サービス業の26.1％、医療,福祉の19.5％、飲食

店,宿泊業の18.0％の順で高くなっています。離職率は飲食店,宿泊業の23.2％、サービス業の

22.1％、医療,福祉の18.9％の順で高く、この3産業で活発な労働移動がみられます。金融業は

入職率、離職率ともに低く、ともに5％以下となっています。入職と離職のバランスをみると、

飲食店,宿泊業、運輸業、建設業、製造業で離職超過となっています。（図7）

主な産業別に、転職入職者の前職と現職を比較すると、金融・保険業を除いて、同一産業に

転職した者の割合が最も高くなっています。異なる産業間の労働移動は活発であるとはいえま

せんが、どの産業からもサービス業、卸売・小売業への移動は一定程度みられ、これらの産業

が転職者の受け皿となっている様子がうかがえます。（図８）

注３　転職入職率＝入職前1年間に就業経験のある入職者（転職入職者）／常用労働者数×100（％）

第３節　労働移動
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１　完全失業率

（1）改善がみられる東京の完全失業率

全国の完全失業率はバブル経済崩壊後上昇を続け、2002年にピークを迎えた後、その後の

景気回復に伴い3年連続で低下し、2005年には4.4％となりました。

東京の完全失業率は1999年にかけて急激に上昇し、2000年にいったん低下したものの、一

貫して全国より高い水準で推移し、2002年に5.6％に達しました。その後、2003年に全国を

下回る5.0％に低下しましたが、2004年も5.0％にとどまったため、再び全国を上回りました。

2005年は1 ～ 3月期、4 ～ 6月期には5.0％が続きましたが、7 ～ 9月期に前年同期差0.5ポイ

ント低下、10 ～ 12月期に同0.6ポイント低下と大幅な改善がみられたことから、年平均では

4.7％と前年より0.3ポイント低下しました。また、東京の完全失業者数は32万人となり、前年

より1万5千人減少しました。（図1）

全国では、2003年7 ～ 9月期以降、一貫して完全失業者数が減少し、失業率の低下が続い

ています。2004年以降は就業者数が増加に転じるとともに非労働力人口の増加が鈍り、2005

年10 ～ 12月期には非労働力人口が減少しています。雇用情勢の改善に伴い、失業者の就業が

進むとともに、不況期に非労働力人口化していた層が就業していると考えられます。一方、東

京では、2003年4 ～ 6月期、7 ～ 9月期に著しい改善がみられたものの、その後は就業者と失

業者がともに増減するなどし、失業率は低下しませんでした。しかし、2005年の後半になっ

てようやく全国と同様の改善の動きがみられます。（図2）

第２章 失　　業
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（2）男女ともに低下傾向にある完全失業率

2005年の東京の完全失業率は、男性が前年に比べて0.3ポイント低下、女性が0.2ポイント

低下してともに4.7％となりました。1997年からの推移をみると、男性の方が変動の幅が大き

く、調査期間中で最も低いのが1997年の3.9％、最も高いのが1999年と2002年の5.6％となっ

ています。女性では最低が1997年の4.5％、最高が2002年の5.5％です。男女とも全国より高

い水準で推移していますが、女性の方が全国との差が大きくなっています。（図3）

（3）やや低下した若年層の完全失業率

東京の完全失業率を年齢別にみると、15 ～ 24歳が最も高く、全体より3 ～ 4ポイント高い

8 ～ 9％前後で推移しています。次いで高いのは25 ～ 34歳で、6％前後となっています。

2005年は、55 ～ 64歳と65歳以上を除くすべての年齢層で失業率が低下しました。25 ～

34歳は前年より0.5ポイント低下して8.1％、25 ～ 34歳は同0.6ポイント低下して5.6％となり、

全体との差がやや縮小しました。特に、若年男性では15 ～ 24歳が0.8ポイント、25 ～ 34歳が1.0

ポイントと、大幅に低下しています。（図4、表1）

（4）高い求人倍率のなかで高止まりする東京の完全失業率

都道府県別に有効求人倍率と完全失業率との関係をみると、全体としては有効求人倍率が高

いほど完全失業率は低い傾向がみられます。そのなかで、東京は、有効求人倍率が愛知県、群

馬県に次いで3番目に高いにもかかわらず、完全失業率が5.0％と全国を上回っています。

東京は、製造業などの第2次産業に比べて労働集約型の傾向が強い第3次産業の割合が高い

産業構造となっており、また、本社機能が集中していることから求人数は多くなる傾向がある

といわれています。一方で、第3次産業は非正社員比率が高く、転職による失業が生じやすい

といえます。また、東京は労働力人口に占める若年者の割合が全国に比べて高く、こうした大

都市としての特性や求人、求職のミスマッチなど、さまざまな要因が複雑に絡んでこうした状

況が生じていると考えられます。（図5）

  

    

第１節　完全失業率
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２　完全失業者の状況

（1）減少傾向にある完全失業者数

都内の完全失業者数は2004年に前年比1.2％減、2005年に同4.5％減となりましたが、新た

な失業の発生状況を示すといわれる雇用保険初回受給者数は、2003年度は前年度比12.2％減、

2004年度は13.8％減と大きく減少し、2005年度も4.8％減少しています。（図1）

また、雇用保険の受給資格決定時における離職票により離職理由別離職者数の割合をみると、

事業主都合による解雇は1998年度をピークに低下傾向で推移し、2005年度には9.6％となり

ました。一方で、正当な理由のない自己都合による退職は、2002年度を底に上昇し、2005年

度に57.5％となり、景気の回復を受けて離職の理由にも変化がみられます。（図2）

（2）年齢、性別で異なる失業理由

完全失業者を年齢別に見ると、若年者では自発的離職者の割合が高く、2005年には25 ～

34歳で48.8％、35 ～ 44歳で44.2％が自発的離職に伴って求職しています。自発的離職の割合

について、2003年からの変化をみると、すべての年齢層でほぼ上昇傾向となっています。一方、

非自発的離職の割合は、65歳以上を除いて年齢が高いほど高くなっています。非自発的離職

の割合は2003年から2005年にかけてすべての年齢層で低下していますが、55 ～ 64歳、65歳

以上では依然として６割にのぼっています。（図3）

完全失業者が仕事につけない理由を男女、年齢別にみると、男女ともに15 ～ 24歳、25 ～

34歳で「希望する種類・内容の仕事がない」が4割を超えて最も多くなっています。しかし、

男性ではこれに次いで「自分の技術や技能が求人条件に満たない」、「条件にこだわらないが仕

事がない」の割合が高いのに対し、女性では「勤務時間・休日などが希望と合わない」とする

ものが多く、特に35 ～ 44歳では3割を占めて最も高くなっています。45歳以上になると、「求

人の年齢と自分の年齢とが合わない」が男女ともに最も高くなっており、年齢、性別によって

失業の要因は大きく異なっています。（図4）
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（3）やや減少した失業期間1年以上の完全失業者

全国の完全失業者を失業期間別にみると、3か月未満が最も多く、2005年には全体の35.4％

を占めています。1999年以降、失業期間が1年以上にわたる完全失業者の割合が上昇傾向で推

移してきましたが、1 ～ 2年未満は2003年をピークに低下に転じ、2年以上も2004年に比べて

0.1ポイントとわずかながら低下しました。（図5）

年齢別に失業期間をみると、年齢が高いほど失業期間が長い傾向があり、65歳以上では半

数以上が1年以上となっています。しかし、最も完全失業者数の多い25 ～ 34歳の層では、失

業期間が2年以上の者が15万人、1 ～ 2年未満の者が11万人と、1年以上失業している者が全

体の3割、26万人に上っています。（図6）

（4）雇用のミスマッチによる失業

前述の完全失業者が仕事につけない理由から、ミスマッチによる失業が相当程度あることが

うかがえますが、全体としてミスマッチによる失業がどう推移しているかをみるために、雇用

失業率と欠員率をプロットしたUV曲線を描いてみます。

UV曲線は東京、全国ともに2000年以降右上方にシフトする傾向がみられ、ミスマッチによ

る失業が増大している様子がうかがえます。全国ではそれでも景気回復による動きがみられま

すが、東京では2004年に引き続き、欠員率が大幅に上昇しているなかで雇用失業率はわずか

な低下にとどまっており、ミスマッチが解消される動きとはなっていません。（図7）
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１　求人
（1）増加の続く求人数、低下する充足率1

東京における有効求人倍率は、1992年度以降、全国を下回る水準で推移していましたが、

1999年度に東京、全国ともに0.49倍となった後は、全国を上回って上昇し、2004年度に1.21

倍と13年ぶりに1倍を超えました。2005年度には前年度比0.25ポイント上昇の1.46倍とな

り、全国の有効求人倍率0.98倍を大きく上回っています。東京、全国ともに、有効求職者数が

2003年度以降減少する一方で有効求人数が増加し続けていることが、有効求人倍率の上昇に

つながっています。（図1）

新規求人数は、1999年度から増加が続いています。2005年度は141万9,771人と前年に比べて

8.5％の増加となりました。増加率は前年度の24.5％を下回りましたが、全国の7.6％を上回ってい

ます。一方、充足した求人の件数を示す充足数はわずかな増加にとどまっています。充足率は、

東京、全国ともに年々低下する傾向にあります。2005年度には全国が21.2％、東京が13.8％となっ

ており、旺盛な求人が必ずしも雇用に結びついていない様子がみてとれます。（図2）

（2）パートで高い新規求人倍率

雇用形態別にみると、新規求人倍率ではパートが一般を大きく上回り、2005年度にはパー

トが3.06倍、一般が2.13倍となっています。2003年度からは一般の新規求人数に大幅な増加

がみられ、2004年度には新規求人倍率の差が縮小しましたが、2005年度にはパートの求職者

が減少に転じたこともあり、パートの新規求人倍率が大きく上昇し、再び差が拡大しています。

（図3）

1998年度以降、充足数全体では増加が続いていますが、パートについては2004年度、2005

年度と2年連続で減少しています。一方、充足率は低下傾向にあり、特に2002年度以降、一般、

パートともに大きく低下していますが、パートがやや高い水準となっています。（図4）

第３章 求人・求職

注１　充足率＝充足数／新規求人数×100（％）
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（3）産業別求人動向

2005年度の新規求人数を産業別にみると、サービス業が47万1,021人で最も多く、全体の

33.2％、次いで卸売・小売業19万3,329人（13.6％）、情報通信業15万9,776人（11.3％）の順

となっています。全国と比較すると、製造業の割合が小さく、サービス業、情報通信業の占め

る割合が大きくなっています。新規求人数の増加率が最も高いのは、飲食店,宿泊業（前年度

比40.3％増）で、次いで建設業（同22.7%増）、医療,福祉（同21.8％増）の順となっています。

このほか、情報通信業（同11.8%増）、製造業（同10.9％増）が10％を超える増加となってい

ます。（図5、6）

充足率は産業によって大きな差があり、2004年度においては、製造業（29.9％）が最も高く、

最も低い情報通信業（7.5％）とは約4倍の開きがあります。医療,福祉は18.5％と東京では製造

業に次いで高いものの、全国平均の31.7％に比べると10ポイント以上低く、成長の見込まれる

産業分野での充足率の低さが目立っています。また、主要産業の中ではサービス業が11.4％と、

情報通信業の次に低くなっています。新規求人数の産業別構成比が全国に比べて高いこれらの

産業で充足率が低いことが、全体の充足率の低さにつながっていると考えられます。（図7）

（4）雇用増に結びつかない求人増

新規求人数と労働者数の前年比をプロットすると、一般的には0点を中心に右回りとなり、

新規求人数の増加→労働者数の増加→新規求人数の減少→労働者数の減少→新規求人数の増

加という関係がみられます。ところが、1999年以降は、求人数が増加するものの、労働者数

は2001年を除いて増加がみられず、求人数が増加する一方で労働者数は減少し続けました。

2005年はようやく労働者数が増加したものの、増加率は前年比0.1％とわずかにとどまり、求

人数の増加が雇用の増加に結びつかない状況が続いています。（図8）
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２　求職・就職

（1）上昇傾向にある就職率1

東京における新規求職者数は、2002年度をピークに減少しており、2005年度には一般が前

年度比5.9％減の48万2,011人、パートが10.1％減の12万8,738人で合計61万749人となりまし

た。就職者数は2004年度に一度わずかに減少したものの、増加傾向にあり、就職率は全体と

して上昇しています。しかし、全国に比べると低い水準が続いており、2005年度には全国が

31.6％と3割を超えているのに対し、東京は24.2％となっています。（図1、2）

就職率を雇用形態別にみると、2005年度にパートが前年度に比べ2.2ポイント上昇して

36.4％となっており、近年頭打ち傾向にあるとはいえ、一般の20.9％を大きく上回っています。

しかし、就職者数をみると、2005年度にかけて、パートは減少し、一般が増加しています。パー

トについては、新規求人数が2005年度も増加しているものの、新規求職者数の減少幅が一般

を上回っており、求職者数、就職者数ともに一般へのシフトがみられます。（図3）

（2）増加する在職者の求職

新規求職者（一般常用求職者）の内訳をみると、在職者の占める割合が上昇傾向にあります。

2001年度には、一般常用の新規求職者48万3,753人のうち在職者は5万4,661人で11.3％だっ

たものが、2005年度には48万1,918人のうち在職者が10万2,477人で21.3％と、ほぼ2倍に達

しています。（図4）

2005年度の新規求職者（一般常用）を年齢別にみると、すべての年齢層で離職者の占める

割合が最も高くなっていますが、24歳以下ではほかの年齢層に比べて離職者の割合が低く、

無業者が高くなっています。また、55歳以上を除き、在職者の割合が２割を超えています。

雇用環境の改善を受けて、よりよい仕事を求めて在職中から転職活動を行っている者が多いと

推測されます。

注１　就職率＝就職者数／新規求職者数×100（％）
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第２節　求職・就職

（3）若年者で高い有効求人倍率

有効求人倍率を年齢別にみると、若年者で高い倍率となっています。特に24歳以下では求

人数が求職者数を大幅に上回る状況が続いており、2003年度に2.00倍となった後も上昇が続

き、2005年度には3倍を超えました。24歳以下に次いで高いのは35 ～ 44歳、25 ～ 34歳で、

年齢が低い層に求人が集中している様子がわかります。一方、最も低いのは55 ～ 64歳の0.61

倍で、年々上昇してはいるものの、65歳以上でも1倍を超えているなかで低迷しています。

しかし、就職率を年齢別にみると、最も高いのは45 ～ 54歳となっており、また、25 ～ 34

歳が65歳以上に次ぐ低さとなっているなど、有効求人倍率の高さが必ずしも就職率と結びつ

いてはいないことがわかります。若年の完全失業者が就職できない理由は条件や希望が求人と

合わないとする割合が高く（第2章第2節完全失業者の状況参照）、そうしたミスマッチが若年

者で強いことがうかがえます。（図5、6）

（4）職業別求職・就職状況

2004年度の新規求人数（一般常用＋常用的パートタイム）を職業別にみると、専門的・技術

的職業（情報処理技術者や機械・電気技術者など）が最も多く、次いで販売、生産工程・労務

（運搬労務や製造・制作などの職業）となっています。一方、新規求職者数が多いのは事務的職

業、生産工程・労務となっており、求人数と求職者数の分布には乖離がみられます。そのため、

求人数や求職者数の多い職業であっても就職率が低い水準にとどまっています。専門的・技術

的職業の中でも求人倍率の高い機械・電気技術者（10.08倍）、情報処理技術者（8.12倍）の就

職率も20％前後となっており、職業能力に関するミスマッチが大きいことがうかがえます。（表1）
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１　東京の賃金動向

（1）増加した現金給与総額

2005年における東京の常用労働者の現金給与総額（事業所規模5人以上、1人平均月額）は

42万9,876円となり、前年比で1.4％の増加となっています。内訳をみると、きまって支給す

る給与（所定内給与及び所定外給与）は34万2,350円であり、前年比で1.8％の増加ですが、

特別給与は8万7,526円であり、前年比で0.2％減少しています。（図1）

2005年における東京の現金給与総額を産業別にみると、金融・保険業が62万3,395円で最

も高く、飲食店,宿泊業では17万8,358円と最も低くなっています。飲食店,宿泊業が他の産業

に比べて特に低いのは、パートタイム労働者が多いことが一因と考えられます。また、事業所

規模別では、規模が大きいほど現金給与総額が高くなっています。（図2）

特別給与の中で大きなウェイトを占める賞与（事業所規模30人以上、賞与を支給した事業

所における1人平均支給額）をみると、2005年における東京の夏季賞与は63万4,670円、冬季

賞与が65万6,424円となりました。前年比でみると、夏季賞与は2.9％の増加、冬季賞与は3.0％

の減少となっています。（図3、4）

第４章 賃金・労働時間
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（2）伸び悩む新規学卒者の初任給

2006年3月における東京の新規学卒者の求人初任給をみると、高校は前年と同水準であった

ものの、高校を除くその他の学歴では全体的にわずかに上昇しました。しかし、90年代半ば

頃からはすべての学歴で上昇幅が縮小しており、近年は横ばいで推移しています。（図5）

2006年における東京の新規学卒者の求人初任給を学歴、産業別にみると、高校では建設業が

17.0万円と最も高く、金融・保険業やサービス業などが16.0万円と最も低くなっています。一方、

大学では金融・保険業が21.5万円と最も高く、運輸業が19.6万円と最も低くなっています。特に

金融・保険業については、高校と大学で最も大きな差がみられます。事業所規模別では、高校、

大学ともに1,000人以上の大規模事業所で初任給が最も低くなっています。職業別のうち、求人の

大多数を占める「専門・技術」、「事務」、「販売」の3職種でみると、高校では「専門・技術」が最

も高く、大学では「販売」が最も高くなっており、「事務」は高校、大学ともに最も低くなってい

ます。（図6）

（3）中高年転職者に厳しい賃金状況

1999年から2005年にかけての東京の中途採用者の就職賃金の推移を年齢別にみると、35

～ 44歳、45 ～ 54歳の年齢層で高くなっています。（図7）

しかし、前職と比べた転職後の賃金変動の状況を、2004年の全国について、年齢別にみると、

39歳までは増加が減少を上回っていますが、40歳を境に減少が増加を上回っています。35歳

以上から65歳未満では、年齢が高いほど、「減少した」とする割合が高くなっています。特に、

一般的に定年年齢に達する60 ～ 64歳の年齢層では、「減少した」とする割合が62.2％と最も

高くなっており、中高年層の転職は賃金面で厳しい状況となっています。（図8）

第１節　東京の賃金動向
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２　賃金格差

　雇用形態別の賃金の状況をみると、2005年における東京の一般労働者の1時間あたりの賃金

を100としたパートタイム労働者の賃金は46.0であり、大きな格差があります。産業別でみる

と、飲食店,宿泊業が60を超えているのに対し、卸売・小売業や製造業は産業計の46.0を下回

り、より大きな格差が生じています。また、事業所規模別では500人以上の事業所で格差が大

きくなっています。（図1）

男女別の賃金状況をみると、東京の男性の賃金を100とした女性の賃金は、2004年には

69.2となっており、男女間の賃金格差は1995年以降、徐々に縮小する傾向にあります。（図2）

2005年度の全国における能力等級別の賃金を企業規模別にみると、100人未満の企業に比

べて1,000人以上の企業では、どの能力等級でも賃金水準が高くなっています。また､ 一般職

相当（大卒初任格付）では企業規模間の差額が1.0万円であるのに対し、部長相当では17.9万

円の差額となっており、能力等級が上がるにつれて、企業規模間の差額が拡大しています。職

種別にみると、経営企画職では100人未満の企業と1,000人以上の企業でほとんど差はないも

のの、その他の職種では100人未満の企業に比べて1,000人以上の企業で賃金水準が高くなっ

ています。（表1）

正社員とパート、アルバイトの年収を年齢別に比較すると、パートやアルバイトではいずれ

の年齢層においても、99万円以下や100 ～ 199万円の層が多くを占め、正社員に比べて著し

く年収の低い層の割合が高くなっています。一方、正社員では45 ～ 49歳の年齢層までは、年

齢が高いほど500万円以上の層が占める割合が高くなっていますが、50歳以上の年齢層では年

齢が高いほど、500万円以上の層が占める割合は徐々に低下しています。（図3）
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３　労働時間の動き

（1）東京の労働時間の現状

労働時間の短縮が進むなか、2005年における東京の総実労働時間1は前年比で0.3％増加し

ました。また、景気の動向を反映するといわれる所定外労働時間2は3.1％の増加となり、所定

内労働時間3についても前年を上回っています。（図1）

2005年の東京について、産業別に1か月当たりの労働時間をみると、運輸業や建設業で総実

労働時間が約170時間と長くなっている一方、教育,学習支援業では111.1時間と最も短くなって

おり、1か月当たりで50時間以上の開きがみられます。また、飲食店,宿泊業でもパートタイム

労働者の占める割合が高いこともあり、総実労働時間が短くなっています。所定外労働時間に

ついてみると、運輸業や情報通信業では、他の産業に比べて所定外労働時間が長くなっています。

事業所規模別にみると、規模が大きいほど所定外労働時間が長くなっています。（図2）

（2）増える長時間労働

1993年から2005年までの、1週間の就業時間別全国の雇用者割合の推移をみると、週35時間

以上60時間未満の割合が減少する一方、週60時間以上の割合が増加しています。また、週35時

間未満の割合も増加しており、労働時間分布が長短二極化している様子がわかります。（図3）

長時間労働に従事する労働者が増加するなかで、2004年の全国的な調査では、週平均労働時

間（残業含む）が長いほど、精神的にストレスを感じるとする割合が高くなる傾向があり、週平

均労働時間が50時間以上では約7 ～ 8割が精神的にストレスを感じるとしています。（図4）

第２節　賃金格差／第３節　労働時間の動き

注１　総実労働時間：所定内労働時間と所定外労働時間の時間数を合計したもの。
注２　 所定外労働時間：早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤など「所定内労働時間」の範囲外の労働時間のことで、超過

労働時間ともいう。
注３　 所定内労働時間：事業所の就業規則等で定められた始業時刻から就業時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた実際に

労働した時間
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１　採用・退職
（1）縮小する新規高卒市場

都内公共職業安定所における新規高卒者に対する求人数は、1992年の27万6千人をピーク

に減少傾向が続き、2003年には3万人を割り込みました。景気回復に伴い、求人数は2005年

に3万4千人に増加しましたが、就職者数は1987年の3万2千人以来減少が続き、増加に転じた

2004年以降も6千人程度となっています。不況による採用抑制のほか、進学率の高まりや少子

化の影響もあると推察されますが、大卒求人数がバブル期なみの水準に回復しているのとは対

照的に、新規高卒市場は縮小傾向が続いています。（図1）

（2）拡大する中途採用市場

中途採用のニーズは拡大しています。経済産業省の調査によると、2004年度の中途採用市

場における求人数は675万人で、5年前に比べて84万人増加しています。職種別の内訳をみる

と、専門的・技術的職業従事者に対する求人が35万人増加していますが、事務従事者は減少

しています。厚生労働省の調査によると、中途採用の際に企業が重視する項目は、技術・研究

職では｢専門的知識･能力｣、管理職、事務職では「職務経験」が最も高くなっています。人事制

度において、「どちらかというと（中途採用よりも）新卒採用重視」という方針の企業割合が

60.0％ 1という調査結果もあるものの、より即戦力重視の採用が行われつつあることがうかが

えます。（図2、3）

（3）広がるインターンシップ

採用時に求められる能力が高度化するなか、学校から職業への円滑な移行を図ることを目的と

して、高等教育におけるインターンシップへの取組が広がっています。企業においても、「学生の

就業意識向上」や「自社の認知度を高める」などを目的としてインターンシップに取り組むとこ

ろが増えており、採用のために活用している企業は受入れ企業の37.0％となっています。（図4）

第５章 雇用管理

注１　 （独）労働政策研究・研修機構「人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査」（全国の従業員100人以上の
企業）
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（4）定年制の状況

都内の、一律定年制を定めている企業の定年年齢を規模別にみると、すべての企業規模で

60歳とする割合が9割を超えています。60歳を超える定年年齢を定めている企業は小規模企業

の方が高い傾向があり、特に65歳以上としているものは、5,000人以上規模では1.2％にとど

まっているのに対し、30 ～ 49人規模では5.3％となっています。（図5）

一律定年制を採用している東京の中小企業において、再雇用・勤務延長制度を適用してい

るのは2004年時点で79.2％となっています。しかし、希望者全員を対象としている企業は

20.4％で、過半数の企業が、会社が特に必要と認めた者にのみ適用しています。2006年4月に

は改正高年齢者雇用安定法により雇用確保措置が企業に義務づけられ2、多くの企業が継続雇

用制度を設けています3が、対象となる者の基準を労使で設定することも認められており、必

ずしも定年後の雇用が保障されてはいません。（図6）

こうした制度を希望者全員に適用する場合の問題点としては、79.8％の企業が「求める成果

が期待できない従業員を雇用しつづけなければならなくなる」ことをあげています。ついで「賃

金制度の見直しが必要」、「新規採用がしにくくなる」が4割となっています。（図7）

（5）見直される終身雇用制度

正社員を「原則として定年まで雇用する」とする企業は、現状では85.1％と約9割にのぼっ

ていますが、今後の方針についてみると、その割合は69.6％に低下します。「中高年齢者には

出向・転籍もすすめる」や「独立や転職が多いことを前提に管理を行う」割合が現状より高い

割合になるなど、企業をとりまく環境が変化するなか、経営の効率化のために様々な制度に見

直しが広がっています。（図8）

注２　 定年（65歳未満のものに限る）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保
するため、①定年の引上げ②継続雇用制度の導入③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければならないとされ
ている。

注３　 厚生労働省調査によると、2006年1月現在、企業の導入する雇用確保措置（見込みを含む）の93.6％が継続雇用制度と
なっている。
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２　変化する賃金制度

（1）年功制の度合いが弱まる男性の賃金

東京における20 ～ 24歳の一般労働者の月間所定内給与額を100とする賃金カーブの推移を

みると、男性一般労働者の給与額は年齢の上昇とともに増加する年功型となっており、50 ～

54歳がピークとなっています。しかし、2004年の賃金カーブは1984年と比較すると下方にシ

フトしており、賃金の年功制の度合いは弱まる傾向にあります。また、主な産業のなかでも、

賃金カーブの上昇度合いが大きい金融・保険業についてみると、2004年の賃金カーブは1994

年と比べて大きく下方にシフトしている様子がわかります。（図1、2）

賃金カーブが緩やかになった要因のひとつとして、従来の年功型の賃金制度から、年俸制や

成果主義型といった新しい賃金制度を導入する企業が増えていることなどが考えられます。

2005年に全国で年俸制を導入している企業の割合は、全体で13.9％と2割に満たないものの、

その割合は年々増加する傾向にあります。産業別にみると、情報通信業や金融・保険業、不動

産業では約3割の企業で年俸制が採用されており、他の産業に比べて割合が高くなっています。

規模別では、規模が大きいほど割合が高く、1,000人以上の企業では28.9％となっています。（図3）

（2）広がる成果主義

（独）労働政策研究・研修機構が2004年に行った全国的な調査で、「年齢や勤続年数よりも成

果を重視する」とした企業の割合は、過去3年間では18.7％にとどまったのに対し、今後3年

間では42.4％が「あてはまる」とし、「ややあてはまる」と合わせると約9割に達します。（図4）
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仕事の成果を賃金に反映させる制度の導入状況をみると、導入している企業は約6割となって

います。さらに、3年以内に導入を予定している企業と合わせると8割を超えています。

（3）業績評価の課題

成果主義の導入が進むなか、業績評価の評価に関する問題点として、評価結果や評価システ

ムに対する納得が得られない点や評価によって勤労意欲の低下を招く点などが挙げられていま

す。また、業績評価における評価側の課題として、部門間の評価基準の調整が困難な点や評価

者の訓練が不充分な点などが挙げられています。（図5、6）

こうした業績評価の課題や問題点への対処法として、評価のためのマニュアル作りや低い評

価を受けている労働者に対する対策を講じるなどが挙げられています。また、業績評価の低い

労働者への対策として、面接による自発的意欲の向上や職種転換・配置転換のほか、上司が日

常業務の中で特別に配慮することなどが挙げられています。（図7、8）

業績評価を進めるにあたっては、労使双方の意思疎通を図り、評価に対する理解を得るとと

もに、公平な評価制度の確立と労働者に対する評価後のアフターフォローが重要になると考え

られます。

第２節　変化する賃金制度
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３　変化する労働時間制度

（1）変形労働時間制

労働時間の効率化を目的とした変形労働時間制1を採用している企業の全国における割合は、

2003年、2004年と低下傾向にありましたが、2005年はわずかに上昇して55.7％となってい

ます。種類別では、1年単位の変形労働時間制の割合が36.4％と最も高く、約4割を占めてい

ます。次いで1か月単位が15.3％、フレックスタイム制が6.8％となっており、いずれも前年に

比べてわずかですが上昇しています。（図1）

（2）みなし労働時間制

2005年に全国でみなし労働時間制2を採用している企業の割合は11.4％となり、1995年以

降で最も高い割合となっていますが、本格的な活用には至っていないのが現状です。種類別で

は、事業場外のみなし労働時間制の割合が最も高く、2002年以降徐々に増加しています。また、

専門業務型や企画業務型の割合も、過去3年間でわずかながら上昇しています。（図2）

（3）産業別、企業規模別の採用状況

産業別に変形労働時間制、みなし労働時間制の採用状況をみると、変形労働時間制を採用し

ている企業の割合は、運輸業や飲食店,宿泊業などで6割を超える高い割合となっています。み

なし労働時間制を採用している企業の割合は、情報通信業で29.0％となっており、他の産業に

比べて高くなっています。企業規模別にみると、変形労働時間制、みなし労働時間制ともに規

模の大きい企業ほど採用している割合が高くなっています。（図3）

注１　 変形労働時間制：業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、1か月単位・1年単位の変
形労働時間制、フレックスタイム制などがある。

注２　 みなし労働時間制：事業場外で業務に従事する営業、研究開発等の専門業務、企画・立案・調査・分析を行なう企画業
務等、使用者の具体的な指揮・ 監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務に従事する労働者に対し、一定の時間だ
け労働したものとみなす制度
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４　休暇制度

2005年における東京の中小企業の週休2日制の実施状況をみると、何らかの形で週休2日制

を導入している企業は92.9％となっています。そのうち、完全週休2日制を実施している企業

は58.0％となっており、2002年に50％を超えて以来、年々割合が増加しています。（図1）

一方、東京の中小企業の年次有給休暇の利用状況をみると、2005年における年次有給休暇

の1人当たりの新規付与日数は16.9日で、利用日数は8.2日となっています。平均利用率（新規

付与日数に対する利用日数の割合）をみると、2005年は2003年に比べて4.4ポイント減少の

48.2％であり、50％を下回っています。新規に付与される日数が年々増加するなかで、利用

日数は減少傾向にあり、平均利用率は近年低迷しています。（図2）

産業別に東京の中小企業の年次有給休暇の平均利用率をみると、最も高いのは医療,福祉の

77.6％で、次いで教育,学習支援業の66.6％となっています。一方、平均利用率が最も低いのは、

飲食店,宿泊業の28.3％であり、次いで建設業の39.8％となっています。（図3）

特別休暇制度のある企業の割合を2005年の全国で企業規模別にみると、何らかの特別休暇

制度がある企業が61.0％となっており、その割合は企業規模が大きいほど高く、1,000人以上

の企業では83.3％となっています。内訳をみると、夏季休暇はいずれの企業規模でも半数近く

の企業で導入されていますが、リフレッシュ休暇やボランティア休暇においては、1,000人以

上の企業規模で特に割合が高い一方、その他の企業規模では割合が低く、企業規模間で差がみ

られます。（図4）

第３節　変化する労働時間制度／第４節　休暇制度
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５　能力開発

（1）企業における能力開発

景気回復にともなう採用増で2005年のフリーター数は減少する一方で、契約社員や派遣労働

者など非正社員が増加しています。さらに、少子高齢化や団塊世代の大量退職の時代を迎え、

企業と労働者を取り巻く状況は大きく変化しつつあります。労働者の雇用形態や就業意識が多

様化するなか、雇用の安定を図り、企業における労働生産性のさらなる向上を目指すためにも、

労働者の能力開発がより一層重要となります。

2004年の全国的な調査で、「能力開発を重要である」と考える労働者の割合は57.5％となっ

ています。「どちらかといえば重要である」と合わせると9割を超え、多くの労働者が能力開

発を重要と考えていることがわかります。（図1）

企業における能力開発の現状をみると、2003年度に「Off-JT1を実施した」とする企業の割

合は58.3％となっています。一方、「計画的なOJT2を実施した」とする企業の割合は46.7％と

なり、Off-JTの実施割合に比べると、やや低くなっています。1993年から2003年度にかけて

のOff－JTまたは計画的なOJTの実施率の推移をみると、2003年度は68.2％となり、前年に比

べ8.7ポイント上昇しました。しかし、90年代前半に比べると実施率は低下傾向にあり、近年

は6 ～ 7割で推移しています。（図2、3）

2003年度における全国のOff-JTの状況についてみると、Off-JTで利用した教育訓練機関のうち、

最も割合の高かったのは「自社内の施設」（46.0％）となっており、次いで「民間教育訓練機関」（43.8％）、

「商工会・商工会議所・業界団体・協同組合」（39.7％）の順となっています。（図4）

注１　Off－JT：通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）
注２　 計画的なOJT：日常業務につきながら行う教育。計画書等を作成し、教育担当者、対象者、期間、内容等を具体的に定

めて段階的・継続的に実施する。



144

第５章　雇用管理

145

第

�
章

全国における従業員1人当たりのOff-JTにかかる平均額の推移をみると、2000年度から

2002年度までは2万円台を減少傾向で推移していましたが、2003年度は3万4,095円となり、

大きく上昇しています。（図5）

2003年度における全国の能力開発の責任主体の方針についてみると、「これまで」も「今後」

も、能力開発を「企業の責任」または「企業の責任に近い」とする企業の割合が合わせて6割

以上となっています。しかし、「今後」についてみると、能力開発を「従業員個人の責任に近い」

とする企業の割合が28.7％となっており、「これまで」に比べて3.3％増加しています。（図6）

2004年の全国的な調査で、労働者が能力開発を行う上での障害についてみると、「仕事が忙し

くて勉強をする時間がない」（38.2％）が最も多くなっています。次いで「勉強をするためのお金

がない」（27.0％）、「会社で勉強の機会が十分提供されていない」（19.9％）の順となっています。

雇用形態別でみると、正社員では「仕事が忙しくて勉強をする時間がない」（44.2％）が最も多く、

パートタイマーでは「育児・家事等が忙しくて勉強をする時間がない」（39.6％）、派遣労働者では「勉

強をするためのお金がない」（46.0％）が多くなっています。労働者にとって、時間的、経済的な要

因が能力開発を行う上での障害となっている様子がわかります。（図7）

一方、企業における能力開発に関する課題についてみると、「指導できる人材が不足してい

る」（49.1％）が最も多くを占めており、次いで「能力開発を行う時間がない」（43.8％）、「能

力開発を行うための金銭的余裕がない」（22.6％）の順となっています。（図8）

第５節　能力開発
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（2）自己啓発

企業の能力開発への積極的な取組が求められるなか、労働者による自己啓発も同様に重要な

ものとなっています。

全国における自己啓発の実施率の推移をみると、2004年は36.5％となり、前年に比べてわ

ずかに上昇しています。（図9）

2004年における全国の自己啓発の内容をみると、「ラジオ・テレビ等による自学・自習」

（36.5％）が最も多く、次いで「民間の講習会・セミナーへの参加」（28.7％）、「社外の勉強会・

研究会への参加」（28.0％）の順となっています。自己啓発等の際に不足している情報は、「能

力を習得したあとの処遇」（30.8％）が最も多く、次いで「企業外の教育訓練、自己啓発」（24.1％）、

「各職業に必要な能力・技術等」（21.7％）の順となっています。自己啓発にあたっての問題点は、

「忙しくて自己啓発の余裕がない」（42.1％）が最も多く、次いで「費用がかかりすぎる」（31.7％）、

「休暇取得・早退等が会社の都合でできない」（19.7％）の順となっています。（図10）

2005年に全国で、自己啓発のための支援制度がある企業の割合は41.2％となっています。産業

別にみると、金融・保険業が70.2％、医療,福祉が64.5％と他の業種に比べて特に高い割合となっ

ており、運輸業や飲食店,宿泊業で割合が低くなっています。企業規模別でみると、1,000人以上

の企業で68.0％と最も高く、企業規模が大きいほど割合も高くなっています。（図11）

また、自己啓発のための企業の支援・援助の内容をみると、「金銭的支援」（72.1％）が最も多く、

次いで「勤務時間内参加の許可」（58.1％）、「情報提供」（44.9％）の順となっています。（図12）
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（3）非正社員の能力開発

2003年に全国で正社員と全く同じ仕事内容や責任を担う短時間勤務社員がいる企業の割合

は26.9％となっています。また、8割以上が正社員と同じという短時間勤務社員がいる企業の

割合は55.6％と、半数を超えています。（図13）

2004年における全国の正社員及び非正社員に対する企業の能力開発の方針をみると、正社員

に対しては、9割以上の企業で「能力開発を重視している」としていますが、非正社員に対しては

36.6％にとどまり、さらに、「能力開発を重視していない」とする割合は45.6％となっています。また、

正社員に対しては「積極的に能力開発に関わる」とする企業の割合が高くなっていますが、非正

社員に対しては「自発的な能力開発に任せる」や「会社は能力開発を行わない」などの割合が高

くなっています。さらに、3割近くの企業では非正社員を能力開発の「対象としていない」となっ

ています。（図14）

2005年度における東京のパートタイマーの教育訓練の実施状況をみると、教育訓練を行っている

事業所の割合は36.5％となっています。規模別にみると、30人以上の事業所では約5割が教育訓練を

実施していますが、30人未満の事業所では3割程度にとどまっています。また、今後必要な教育訓練

の内容として、「担当業務に関する専門的知識の習得」が42.7％と、最も多くなっています。（図15）

非正社員の活用が進むなか、企業においては非正社員に対しても能力開発を積極的に進めて

いくことが重要となります。

（4）公共の職業能力開発

都立技術専門校（キャリアカレッジ）1では、求職者及び在職者の能力開発を行っており、

応募者の幅広いニーズに対応するため、様々なコースを設定しています。2004年度は約7千3

百名の定員に対して、1万4千名を超える応募があり、応募率2は近年200％前後で推移してい

ます。（図16）

2004年度における都立技術専門校修了生全体の就職率は75％となっており、平均すると過

去10年間上昇傾向にあります。技術専門校で新たな技術や知識を身につけ、様々な企業にお

いて即戦力として活躍することが期待されています。

注１　都立技術専門校（キャリアカレッジ）：求職者などを対象に就職を目指して必要な知識・技能を学ぶための職業訓練施設
注２　応募率＝応募者数／定員×100（％）　なお、応募率の算出においては、受講推薦の2ケ月訓練を除く。

第５節　能力開発
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６　安全・衛生

（1）建設業を中心に減少する労働災害

東京の労働災害は長期的には減少傾向にあるものの、なお年間100人前後の死亡災害、年間

1万人前後の死傷災害1が発生しています。

2005年における東京の労働災害の死亡者数は84人となり、前年より16人減少しています。

業種別にみると、建設業が37人で最も多く、全体の4割以上を占めています。その他の第三次

産業も建設業に次いで死亡者数が多くなっています。（図1）

一方、2005年における東京の死傷者数は9,909人となり､ 前年より172人増加しています。

業種別では建設業が最も多く、次いで運輸交通業となっています。1995年から2005年にかけ

ての死傷者数の推移をみると、建設業や製造業では減少しています。（図2）

事故の型別では、死亡災害・死傷災害ともに、「墜落・転落」の割合が最も高く、建設業を

中心に多くなっています。死亡災害では「墜落・転落」に次いで、「交通事故（道路）」の割

合が高く、運輸業を中心に多くなっています。死傷災害では「墜落・転落」に次いで、「転倒」

の割合が高く、その他の第三次産業や商業を中心に多くなっています。（図3）

事業場における労働災害の防止と職場環境の改善を図るため、各種事業場において、自主的

かつ積極的な安全衛生活動を展開することが重要となります。

注１　休業4日以上の労働災害（死亡含む）
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（2）上昇が続く健康診断の有所見率

2004年の東京における労働者の定期健康診断での有所見率（何らかの検査項目で所見有りとさ

れた者の比率）は46.2％で、年々上昇傾向にあります。検査項目別にみると、血中脂質の有所見

率が26.5％で最も高くなっています。高齢化に加え、食生活が変化するなかで脂肪分の摂取量が

増加し、健康にも影響を及ぼしつつある様子がうかがえます。様々な病気の要因となりうる肥満

を防止するためにも、バランスのよい食生活を心がけることが必要となります。（図4）

（3）深刻化する労働者のストレス

企業間の競争激化にともなう業務の時間的切迫や人事処遇制度の見直しなど、労働者を取り

巻く環境はめまぐるしく変化し、労働者にかかる身体的・精神的ストレスは少なくありません。

2005年の全国的な調査で、「精神的にストレスを感じる」とする労働者の割合は60.9％となっ

ています。職種別にみると、「管理的な仕事」に従事する者で最も割合が高くなっています。精神

的ストレスを感じる原因としては、「会社の将来性に不安」や「仕事の責任が重い」などが挙げら

れています。男女の雇用形態別にみると、正社員では男女ともに同水準であるのに対し、非正社

員では女性が53.1％と、男性を15％上回っています。年齢別にみると、働き盛りの30代や40代で

ストレスを感じる割合が高くなっています。役職別では、課長や係長クラスのいわゆる中間管理

職層で高くなっています。（図5）

また、長時間労働などの過重労働により、身体的・精神的に追い詰められる労働者が増加して

います。2000年度から2005年度にかけての全国の精神障害等による労災の状況をみると、請求、

認定件数ともに年々増加しており､ うち自殺（未遂含む）の件数も増加傾向にあります。（図6）

第６節　安全・衛生
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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）

第６章 就業者を取り巻く状況
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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
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１　労働組合・労働争議
（1）低下する労働組合の組織率

2005年における東京の労働組合の組織状況は、組合数が前年比76組合減少の8,232組合、

組合員数が前年比8,361人減少の199万1,763人で、組合数は4年連続の減少、組合員数は12年

連続の減少となっています。労働組合の推定組織率（雇用者数に占める組合員数の割合）は前

年比0.3ポイント低下の26.2％となり、1947年に調査を開始して以来、最も低い水準となって

います。（図1、2）

産業別に組合員数をみると、製造業が約35万２千人で最も多く、東京都内の労働組合員数

全体の17.6％を占めています。次いで、卸売・小売業、金融・保険業で多くなっています。企

業規模別（民間）では、5,000人以上が約66万４千人で組合員数全体の33.3％、1,000 ～ 4,999

人が約45万５千人で22.8％を占め、これら大規模企業の組合員が全体の５割以上を占めてい

ます。（図3）

非正社員のうちパートタイム労働者についてみると、2005年における全国のパートタイム

労働者の組合員数は約38万9千人となり、前年に比べて7.3％増加し、組合員数全体に占める

割合は3.9％となっています。また、推定組織率は3.3％となり、前年と同水準ながら2001年

から2005年にかけて、上昇傾向にあります。（図4）

近年、組合員数が減少する一方で、パートタイム労働者のほか、派遣社員などの非正社員や

管理職などに労働組合への加入の動きがみられます。

第７章 労使関係



162

第７章　労使関係

163

第１節　労働組合・労働争議

第

�
章

近年、労働組合においては若年層の組合離れが言われています。労働組合に加入している青

年の組合参加意識に関する調査でも、「積極的に参加したい」と「要請があれば進んで参加し

たい」を合わせた割合は58.2％と半数を超える一方で、「組合役員をやったことはない」と回

答した青年では、男性、女性ともに組合参加意識は３割台にとどまっています。（図5）
（2）労働争議の状況

2005年における東京の年間労働争議発生件数は、前年比8件減の304件となっています。件

数の内訳では、争議行為を伴わない争議（労働委員会に調整事件として係属したもの）が153

件と前年より13件増加したのに対し、争議行為を伴う争議は151件と前年より21件減少して

います。また、争議行為参加実人員は7,161人で、前年の21,585人を大幅に下回っています。

（図6）

2005年における東京の労働争議の発生原因別構成比をみると、「賃金増額」の34.9%が最も

多く、次いで「経営・人事（解雇反対等）」（34.5％）、「臨時給与金」（30.9％）の順となって

います。また、1995年から2005年にかけての原因別構成比の推移をみると、「賃金増額」は

減少傾向にある一方、「経営・人事（解雇反対等）」や「臨時給与金」などで増加傾向がみられ

ます。（図7）

東京都労働委員会が2005年に取り扱った労働争議の件数は、前年比6件減少の200件となって

います。終結件数は前年比16件減少の145件となり、終結率1は72.5％となっています。また、終

結件数のうち、解決件数は前年比8件減少の82件となり､ 解決率2は83.7％となっています。（図8）

注１　終結率＝終結件数／取扱件数×100（％）
注２　解決率＝解決件数／取下を除く終結件数×100（％）
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２　賃上げ・一時金
（1）前年を上回って増加した春季賃上げ妥結額

2006年の都内民間労働組合における春季賃上げ要求・妥結状況をみると、平均要求額（加

重平均１）は7,506円で、賃上げ率は平均賃金の2.31％となっています。要求額の対前年比２は、

1998年から2004年まで減少が続いていましたが、2006年は8.66％の大幅増となり、２年連

続で増加しています。2006年の平均妥結額（加重平均）は5,809円で、賃上げ率は平均賃金

の1.79％となり、前年より0.04ポイント増加しました。妥結額の対前年比は3.95％増となり、

2005年の1.82％増を上回って２年連続で増加しています。（図１）

産業別・業種別では、サービス業や情報通信業で平均妥結額、賃上げ率ともに高く、特に情

報通信業のうち「通信・放送」、「情報制作（出版等）」などで平均妥結額が高くなっています。

妥結額の対前年比は、運輸業のうち「道路貨物運送」、製造業のうち「窯業・土石製品」、「電

機・電子部品等」などで伸びが大きく、製造業のうち「金属製品」、「非鉄金属」などで前年を

下回っています。（図2）

（2）２年連続で増加した夏季・年末一時金妥結額

2005年の都内民間労働組合における夏季・年末一時金の妥結状況をみると、夏季一時金の

平均妥結額（加重平均）は75万7,825円で、平均賃金の2.33か月分となっています。年末一時

金の平均妥結額（加重平均）は77万5,705円で、平均賃金の2.38か月分となっています。妥結

額の対前年比は、夏季・年末ともに２年連続で増加しています。（図３）

産業別・業種別では、教育,学習支援業や情報通信業で、夏季・年末ともに平均妥結額が他

の産業に比べて高く、特に教育,学習支援業のうち「学校」、情報通信業のうち「通信・放送」、

「情報制作（出版等）」などで高くなっています。妥結額の対前年比で伸び率が特に大きかった

のは、製造業のうちの「鉄鋼業」で、夏季・年末ともに30％台の大幅な伸びとなっています。

規模別では、企業規模が大きいほど平均妥結額が高くなっています。（図4）

注1　加重平均：組合員1人当たりの平均で、組合員数を考慮した算出方法
注2　対前年比：今回集計した労組と同一労組の前年要求（妥結）額を比較した値
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３　労働相談
（1）４年ぶりに増加した労働相談

都内の労働相談情報センター 1で行っている労働相談の2005年度の件数は、前年度より4,055

件（9.1％）増加の4万8,792件となり、4年ぶりに増加しています。2005年度のあっせん件数は

872件であり、前年度より10.0％減少しています。あっせん件数872件のうち627件が解決しており、

解決率は71.9％となっています。（図1）

東京における労働相談の内容をみると、2005年度は「解雇」が最も多く、次いで「賃金不払」、

「労働契約」となっています。しかし、1995年度から2005年度にかけての推移をみると、近年は

「解雇」や「賃金不払」の割合が減少する一方、「労働契約」や「職場の嫌がらせ」の割合が増加

しています。（図2）

また、2005年4月に施行された改正育児・介護休業法に関連して、2005年度は「育児休業」が

前年度の481項目から814項目に大きく増加し、「介護休業」も前年度の65項目から327項目と大

きく増加しています。また、雇用保険などの社会保険関連の相談も前年度に比べて大きく増加し

ています。

2005年度における東京の労働相談件数を構成比でみると、労使別では労働者による相談が7割

を超えています。産業別ではサービス業が最も多く、次いで卸売・小売業、製造業の順となって

います。企業規模別では30人未満が全体の3分の1を占めています。（図3）

（2）大きく増加したパート労働相談、派遣労働相談

2005年度における東京のパートに関する労働相談件数は、前年度より343件（9.9％）増加

の3,811件で、3年ぶりに増加しています。相談項目別では「労働契約」が最も多く、次いで

「解雇」、「賃金不払」となっています。また、派遣に関する労働相談件数は前年度より683件

（36.4％）増の2,557件となり、大幅に増加しています。相談項目別では「労働契約」と「解雇」

が多く、2005年度は「職場の嫌がらせ」や「人間関係」などが急増しています。（図4）

注1　 労働条件や労使関係など労働問題全般についての相談に応じている。また、紛争の当事者間での自主的な問題解決が困
難な場合、助言や解決策の提案などを通じて自主的な問題解決の手助けをする「あっせん」を行う。

第２節　賃上げ・一時金／第３節　労働相談
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ポイント用語の解説

【経済・産業分野】

都内総生産

都内経済全体の一定期間における産出額から、二重計算を避けるために、原材料その他の中

間投入物の価額を引いた最終生産物額（市場価格で表示）の合計。以上の「生産」と、生産要

素を提供した都内居住者（都内所在企業、雇用者、及び対家計民間非営利団体等）に帰属する

都民所得（分配）面、各経済部門が購入する財・サービスの購入（支出）面の三面から推計把

握される。

都内経済成長率

通常、都内総支出（実質) の対前年度増加率をさす。

景気動向指数

様々な経済活動における重要かつ景気に敏感な指標の動きを数値化した景気指標。景気動向

指数（DI）は、景気に敏感な諸指標を選定し、そのうち上昇（拡張）を示している指標の割

合を示すもので、景気局面の判断、予測と景気転換点の判定に用いられている。景気合成指数

（CI）は、諸指標の量的な動きを合成したもので、主に景気変動の大きさやテンポ（量感）の

測定に用いられる。

消費者物価指数(CPI：Consumer Price Index)

世帯が購入する家計に係る財とサービス（消費支出経費）の価格を総合し、物価変動を時系

列的に測定するもの。家計消費支出における消費構造を固定したうえで、これに要する費用が

物価の変動により、どのように変化するかを指数値（2000年＝100）で示したもの。

国内企業物価指数（DGPI：Domestic Goods Price Index）

旧卸売物価指数に代わって作成された指数。企業間、国内市場で取引される商品の価格に焦

点を当てた物価指数（2000年＝100）で、基準年における国内取引シェアが1万分の1（2000

年:246億円）以上の品目から作成され、需給動向を敏感に反映する。

産業連関表

国（都）民経済の相互依存関係を統計数値（支出面と所得形成面など）により一覧可能とし

た経済表。ある産業の生産（産出）のための財・サービスを、どの部門からどれだけ使用（投

入）したかの構成を表現。投入係数表・逆行列表を用いて関連部門への波及効果もシミュレー

ト可能。

東京都工業指数

都内の製造工業、電気・ガス事業、新聞業・出版業の生産活動を示す指標（2000年平均＝

100）。国の鉱工業指数で採用されている「鉱業」などは、ウェイトが小さいため採用していない。

生産指数は、品目別生産数量の指数を付加価値額ウェイトを用い加重平均して作る。なお、生

産額をウェイトにした指数も作成されている。

経常利益（損失）

企業等の一会計期間における経営活動において、反復・経常的に発生した、営業損益と営業



168

資　料　編

169

資
料
編

外損益との合計。マイナスになれば損失。

自己資本比率

〔{自己資本（資産ー負債）／総資本}×100〕で算出。企業経営の安定度を計る指標の一つで、

一般的には、高ければ高いほど良いとされる。銀行業については、国内信用業務のみの機関は

4％以上、国際信用業務に関わる機関は8％以上の最低基準がある。

人口の社会増（減）

転勤・通学など社会的な要因に伴って生じた人口増（減）。出生・死亡などを変動要因とし

た人口増（減）である自然増に対比される。

合計特殊出生率

一人の女性が一生の間に平均して生む子供数の目安となる値。〔母の年齢別出産数/調査日現

在年齢別（15 ～ 49歳）女子人口〕の合計で計算。人口置換水準（現在の人口が横ばいで推移

する出生率水準をいい、2003年の日本で合計特殊出生率2.07とされている）を下回ると静止

人口との均衡が破れ、少子化の一要因となる。

昼間就業者数

（常住地総就業者数－常住地外就業者数）＋当該地域への流入就業者数。「従業地ベースの就

業者数」ともいう。

【雇用就業分野】

労働力人口・労働力人口比率（労働力率）

満15歳以上人口のうち通学、家事、高齢などにより、就労意志のない非労働力人口を除い

た人口で、就業者（従業者及び休業者）と完全失業者を合わせたもの。労働力人口が満15歳

以上の総人口に占める比率が労働力人口比率（労働力率）。（関連用語：「完全失業率」）。

就業者・有業者

ともに、収入を目的として仕事をしている者をいう。『就業者』は特定の1週間に少しでも

仕事をした者で「国勢調査」、「労働力調査」で使われ、『有業者』はふだんの状態として仕事

を持っている者で「就業構造基本調査」で使用されている。

従業上の地位により、自営業主、家族従業者、雇用者に大別される。

従業地

就業者が仕事をしている場所をいう。東京都の「従業地による就業者」は、東京都内で働く

自宅就業者と通勤者で構成される。

常住地

3か月以上にわたって住んでいる、又は住むことになっている場所をいう。

常用労働者

「期間を定めず又は1か月を超える期間を決めて雇われている者」、「日々又は1か月以内の期

間を定めて雇われている者で、前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇い入れられた者」をいう。

1日当たりの労働時間の長短は問わない（いわゆるパートタイム労働者等も含む）。

ポイント用語の解説
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パートタイム労働者

所定労働時間又は労働日数が一般労働者よりも短い者をいう場合（厚生労働省「毎月勤労統

計調査」や「賃金構造基本統計調査」など）と、労働時間の長短、日数の多少に関わらず、い

わゆるパートタイム労働者と呼ばれている者をいう場合（総務省「就業構造基本調査」や「労

働力調査」）がある。

完全失業者・完全失業率

統計上の「完全失業者」は、仕事がなく、調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、

就業可能な状態にあって就業を希望し、かつ仕事を探していた者をいう。完全失業者が労働力

人口に占める割合が「完全失業率」。（関連用語：「労働力人口」）。

新規求人倍率

公共職業安定所で当月1か月に受け付けた求人数（新規求人数）を、同月1か月に受け付け

た求職者数（新規求職者数）で割ったもの。求職者1人に対してどれだけの求人があるかを示

す指標で、労働力需給状況の変化の先行的な動きをとらえることができる。

有効求人倍率

公共職業安定所における月間有効求人数（前月から未充足のまま繰り越された求人数と新規

求人数との合計）を月間有効求職者数（前月から繰り越して引き続き求職している求職者数と

新規求職者数との合計）で割ったもの。有効求人倍率が１以上であれば、労働力の需要超過、

１未満なら労働力の供給超過を表し、景気の動向と一致した動きを示す。

現金給与額

賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支

払うものをいう。

定期給与

きまって支給する給与。労働契約、労働協約あるいは就業規則等であらかじめ決められてい

る支給条件、算定方式によって支給される給与（本給・諸手当・超過労働給与等）のこと。こ

のうち、所定労働時間を超える労働に対して支払われる給与を「所定外（超過労働）給与」と

いい、これを除いたものを「所定内給与」という。

特別給与

あらかじめ定められた契約によらず、一時的・突発的事由で支払われた給与（新契約に基づ

いた追加給与、3カ月を超える期間毎に算定支給される住宅・通勤手当や賞与など）。

現金給与総額 定期給与 所定内給与

  超過労働給与

 特別給与

障害者の雇用率

　障害者の雇用機会確保のため、障害者雇用促進法により、民間企業に対して常用労働者数の

1.8％（国及び地方公共団体では2.1％）以上の障害者を雇用することが義務づけられている。

2006年4月1日施行の改正法により、従来の身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者（精

神障害者保健福祉手帳所持者）が算定対象となった。
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主な統計調査の概要

主な統計調査の概要

資　料　名 概　　　　要 頻　度 範　囲 所　管

国 勢 調 査 国内の人口の実態を把握することを目的と
する最も基本的な統計調査（大規模調査と
簡易調査を交互に実施）（全数調査）

5年周期
(2000年大規模)

全国・東京 東京都総務局

国 民 経 済 計 算 年 報 93SNAに準拠する、わが国の国民経済計算
に関する詳細な諸計数を収録した統計年報

毎年 全国 内閣府

都 民 経 済 計 算 年 報 内閣府の県民経済計算標準方式に準拠す
る、都民経済計算に関する詳細な諸計数を
収録した統計年報

毎年 東京 東京都総務局

東 京 都 産 業 連 関 表 都内の1年間の財貨・サービスの取引の実
態について調べ、集大成した統計表

5年周期
(2000年)

東京 東京都総務局

事業所・企業統計調査 事業所及び企業について全国及び地域別に
明らかにする最も基本的な統計調査（全数
調査）

5年周期ただし簡
易調査を本調査
の3年後に実施
(2004年簡易)

全国・東京 総務省
東京都総務局

貿 易 統 計 日本から外国への輸出及び外国から日本へ
の輸入について、税関に提出された輸出入
の申告表を集計した統計

毎月 全国 財務省

景 気 動 向 指 数 先行・一致・遅行の3指数により、景気の
局面を統合的に示す指標

毎月 全国 内閣府

全国企業短期経済観測調査 民間企業の業況、在庫、設備、雇用人員な
どの判断に関する調査（資本金2千万円以
上の民間企業、標本調査）

四半期毎 全国 日本銀行

金 融 経 済 統 計 月 報 日本銀行関連指標および主要金融経済指標
を収録した統計月報

毎月 全国 日本銀行

東京都中小企業の景況調査 都内の中小企業3,875社を対象にした景気
動向(業況、生産額・売上高、在庫等)に関
する調査

毎月 東京 東京都
産業労働局

家 計 調 査
全国168市町村の8,076世帯（二人以上の世
帯）を対象とした毎月の家計の収入・支出、
年間収入、貯蓄・負債などに関する調査

毎月 全国・都区部 総務省

東 京 都 生 計 分 析 調 査 都内792世帯の世帯の収入と支出（用途・
属性・階層別等）などに関する調査

毎月 東京 東京都総務局

商 業 販 売 統 計 商業を営む事業所及び企業の販売活動など
の動向を明らかにすることを目的とした統
計（標本調査）

毎月 全国・都区部 経済産業省

関東地域乗用車販売台数 広域関東圏 （1都10県）の普通車・小型車・
軽乗用車新規登録台数の統計

毎月 関東 関東
経済産業局

注1　資料名の（　　）内は各調査における東京都公表分の名称

注2　頻度の（　　）内は公表済調査の最新調査年
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消 費 者 物 価 指 数 全国の世帯が購入する家計に係る598品目
の商品（財やサービス）の価格等を総合し
た物価の変動を示す指数

毎月 全国・都区部 総務省
東京都総務局

企 業 物 価 指 数 企業間で取引される商品の価格水準を示す
指数

毎月 全国 日本銀行

首都圏設備投資計画調査 首都圏の農業、林業、金融・保険業、医療業
等を除く全業種の、原則として資本金1億円
以上の民間企業の設備投資に関する調査

年2回 全国・首都圏 日本
政策投資銀行

機 械 受 注 統 計 調 査 主要機械等製造業者308社（うち機械製造
業者280社）の受注実績に関する統計調査

毎月 全国 内閣府

建 築 着 工 統 計 調 査 全国における建築物の着工状況（建築物の
数、床面積の合計、工事費予定額）に関す
る統計調査

毎月 全国・東京 国土交通省

住 宅 着 工 統 計 着工建築物のうち、住宅の着工状況（戸数、
床面積の合計）に関する統計調査

毎月 全国・東京 国土交通省

首都圏マンション市場動向 首都圏のマンション市場の動向（都県別の
発売・契約戸数、価格、契約率等）

毎月 首都圏 ㈱不動産経済
研究所

東 京 都 工 業 指 数 都内の工業と電気業、ガス業に属する産業
（印刷・同関連業を除く）及び新聞業、出
版業の毎月の生産活動の動きを示す指数

毎月 東京 東京都総務局

工 業 統 計 調 査
（東京の工業）

国内の工業の実態を明らかにすることを目
的とした統計調査（全数調査は西暦末尾0，
3，5，8の年のみ）

毎年
（2004年
4人以上）

全国・東京 経済産業省
東京都総務局

商 業 統 計 調 査 国内の商業の実態を明らかにすることを目
的とした統計調査（全数調査）

5年周期ただし簡
易調査を本調査
の2年後に実施
(2004年簡易)

全国・東京 経済産業省
東京都総務局

サ ー ビ ス 業 基 本 調 査 国内のサービス業事業所の基本的構造並び
に経済活動及び業務の実態を明らかにする
ことを目的とした調査

5年周期
(2004年)

全国・東京 総務省

特定サービス産業実態調査 国内の特定サービス産業の実態を明らかに
することを目的とした実態調査

業種により毎年
または3年周期

全国・東京 経済産業省
東京都総務局

農 業 セ ン サ ス 国内の農林業・農山村の現状と動向を明ら
かにすることを目的とした調査（FAO要綱
による世界農林業センサスと日本独自の農
業センサスを交互に実施、全数調査）

5年毎
(2000年世界)

全国・東京 農林水産省
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主な統計調査の概要

就 業 構 造 基 本 調 査
（都民の就業構造）

15歳以上人口の就業･不就業の状態を調べ、
就業構造や就業異動、就業の希望などを把
握することを目的とした調査（標本調査）

5年周期
(2002年)

全国・東京 総務省
東京都総務局

労 働 力 調 査
（東京の労働力）

15歳以上人口の就業状態、就業時間、失業
状況、完全失業率などを把握することを目
的とした調査（標本調査）

毎月
東京は四半期毎 全国・東京

総務省
東京都総務局

毎 月 勤 労 統 計 調 査
（東京都の賃金、労働時

間及び雇用の動き）

賃金(給与)、出勤日数、労働時間、労働者
数などについて毎月の変動を把握すること
を目的とした調査

（規模5人以上の事業所、標本調査)

毎月 全国・東京 厚生労働省
東京都総務局

賃金構造基本統計調査 雇用･就業形態、職種、年齢、勤続年数別な
どから賃金の実態を把握することを目的と
した調査

（規模5人以上の民営事業所及び10人以上の
公営事業所とその労働者、標本調査）

毎年 全国・東京 厚生労働省

雇 用 動 向 調 査 入職･離職の状況を調べ、産業、規模、職業、
地域間の労働移動や求人状況などの実態を
把握することを目的とした調査

（規模5人以上の事業所とその労働者、標本
調査)

年2回 全国・東京 厚生労働省

一 般 職 業 紹 介 状 況 公共職業安定所における求人、求職、就職
の状況（新規学卒者を除く）を取りまとめ
た業務統計

毎月 全国・東京 厚生労働省

学 校 基 本 調 査 学校数、在学者数、教職員数、施設、卒業
後の進路状況など学校に関する基本事項を
把握することを目的とした調査

（学校教育基本法に規定する学校等、全数
調査）

毎年 全国・東京 文部科学省
東京都総務局

労 働 経 済 動 向 調 査 景気動向や労働力需給の変化が雇用、労働
時間、賃金などに及ぼす影響や今後の見通
し、対策について調べ、労働経済の変化の
方向や当面の問題点を把握することを目的
とした調査

（規模30人以上の事業所、標本調査)

四半期毎 全国 厚生労働省

中 小 企 業 の 賃
金・ 退 職 金 事 情

産業、規模、職種別の賃金状況や各種手当、
再雇用･勤務延長、退職金などの実態を把握
することを目的とした調査（「退職金､定年
制」と「労働時間、休日･休暇」は隔年で交
互に調査）（標本調査）

毎年
退職金等､労働

時間等はそれぞ
れ隔年

東京 東京都
産業労働局
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掲載図表一覧

第Ⅰ部　東京経済の概況
第１章　2005年 東京経済の主な動き

１　概況……………………………………………………2

図１　景気動向指数（全国）

図２　景気合成指数（全国）

図３　企業収益の推移（全国）

図４　生産・営業用設備、雇用人員判断DI(全国)

図５　経済成長率（東京・全国）

図６　都内経済成長率の項目別寄与度

図７　業況DIの推移（全国）

図８　中小企業の景況（東京）

２　消費動向………………………………………………4
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