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１　景気後退や少子高齢化の影響を受ける労働力
（１）　減少した就業者数、増加した完全失業者数
　2010年の東京の15歳以上人口は、1,139万人となりました。就業状態別にみると、このうち労働力人口
（就業者と完全失業者の合計）は712万人、非労働力人口は426万人となっています。就業者は大きく雇用
者、自営業主、家族従業者に分類でき、その中では雇用者が600万人と大半を占めています。（図１）
　2010年の東京の労働力人口は前年からほぼ横ばいとなり、内訳をみると、就業者が約５万人減少し、
完全失業者が約５万人増加しました。雇用環境の低迷などが原因と考えられます。「労働力人口」÷「15
歳以上人口」×100で算出する労働力率は、全国では2001年以降低下傾向にありますが、東京では62～63％
前後で横ばい傾向となっています。（図２）
（２）　55歳以上の割合が増加し、若年者の割合が減少した東京の労働力人口
　東京の労働力人口の年齢別構成比は、少子高齢化の影響を受けて変化しつつあります。2000年には、
55歳以上が労働力人口に占める割合は23.1％でしたが、2010年には25.7％となり、労働力人口の４分の
１以上が55歳以上となっています。一方で、2000年には36.6％を占めていた15～34歳の若年者の割合が
減少し続けており、2010年には30.1％まで減少しています。（図３）
　15歳以上人口の労働力状態を男女別にみると、15～24歳以外のどの年代においても、男性と比べて女
性で労働力人口が少なく、非労働力人口が大幅に多いことがわかります。（図４）

図３　年齢別労働力人口構成比の推移（東京）

資料　図１に同じ

第１章 労働力状況

第１章　労働力状況

図１　就業状態別15歳以上人口（東京、2010年）

注　　15歳以上人口及び就業者数には、不詳を含む。
資料　東京都「労働力調査」

図２　就業状態別15歳以上人口、
労働力率の推移（東京・全国）

　資料　東京都、総務省「労働力調査」

図４　男女別・年齢別・労働力状態別
15歳以上人口（東京、2010年）

資料　図１に同じ
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（３）　男女で異なる非求職理由
　非労働力人口には、就業意思がない者に加え、就業を希望しているものの、さまざまな理由により求
職活動をしていない者（就業希望者）も含まれます。2010年の全国における非労働力人口は4,446万人と
なっており、このうち就業希望者は約１割にあたる467万人となっています。就業希望者のうち約７割
が女性であり、非求職理由別にみると、男性女性いずれにおいても、「適当な仕事がありそうにない」が
最も多くなっています。また、男性では「家事・育児のため仕事が続けられそうにない」は１万人となっ
ていますが、女性では113万人にのぼるなど、男性と女性で求職活動の障害となる事情が異なっている
とわかります。（図５）
（４）　長引く失業期間
　雇用調整助成金は、一定の要件を満たす事業主に対し、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金
負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。雇用調整助成金を申請する前に事業
主が提出する「休業等実施計画届」の受理状況をみると、景気が回復基調にあった2010年は、事業所数、
対象者数とも減少傾向にありましたが、2011年３月の東日本大震災の後、事業所数、対象者数ともに急
増しています。（図６）
　2010年の全国における完全失業者数は、前年に比べ２万人減少し334万人となりました。しかし、失業
期間が１年以上にのぼる長期の完全失業者は全国で121万人となり、比較可能な2002年以降で最多と
なりました。失業期間が１年以上の完全失業者が全体に占める割合も、前年の28.3％から大幅に増加し、
36.2％となっています。（図７）　失業期間が１年以上の完全失業者が、どのような形態の仕事を探して
いるかをみると、「正規の職員・従業員」が最も多く、2010年は69万人と前年より16万人増加しています。
失業期間が長期の完全失業者は、安定した職を求めて求職活動を続けている人が多いといえます。（図８）

図７　失業期間別完全失業者数の推移（全国）

注　　総数には「失業期間不詳」を含む。
資料　図５に同じ
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図５　就業希望別・非求職理由別非労働力人口
　　　　　　　　（全国、2010年）

注　　分類不能や不詳を含むため、総数と内訳の合計は一致しない。
資料　総務省「労働力調査」

図６　雇用調整助成金等にかかる休業
等実施計画届受理状況（全国）

資料　厚生労働省資料

図８　探している仕事の形態別失業期間が１年以上
の完全失業者数の推移（全国）

資料　図５に同じ
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２　他県在住者や外国人など多くの労働者が集まる東京
（１）　東京で働く就業者の約３分の１は他県からの通勤者
　東京の就業者の大半を占める雇用者は、2004年以降増加が続いていましたが、2009年から２年連続で
減少し、2010年は599万５千人となりました。一方、家族従業者は減少傾向で推移しており、2010年は11
万９千人となり、自営業主は近年横ばい傾向で57万１千人となりました。（図１）
　東京には他県から多くの労働者が働きに来ており、東京で働く就業者820万５千人のうち、約３分の
１にあたる270万４千人は他県に住む人です。これとは逆に、東京に住み他県で働く就業者は、41万４千
人となっています。（図２）
（２）　男女で異なる東京の職業構造
　東京の就業者数を産業別にみると、卸売業,小売業が最も多く111万８千人、次いで製造業が多く75
万６千人となっています。また、全国比では、情報通信業が32.7％と際立って高いのが特徴となってい
ます。（図３）
　東京の有業者数を職業別にみると、男性と女性で構成が異なっていることがわかります。男性では生
産工程・労務作業者の割合が最も高く、２割以上を占めており、次に専門的・技術的職業従事者の割合が
高く、２割弱となっています。これに対し、女性では事務従事者が多く、36.8％となっています。次いで
専門的・技術的職業従事者の割合が高く、男性とほぼ同じ18.5％となっています。（図４）
　

第１章　労働力状況

図１　従業上の地位別就業者数の推移（東京）

注　　就業者数合計には、不詳を含む。
資料　東京都「労働力調査」

図３　産業別就業者数、全国比（東京、2010年）

資料　東京都、総務省「労働力調査」

図２　常住地・従業地でみる就業者数（東京、2005年）

資料　総務省「国勢調査」

図４　男女別・職業別有業者数構成比
　　　　　　（東京、2007年）

資料　東京都「就業構造基本調査」
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（３）　専門的技術的分野と資格外活動の在留資格が多い、東京の外国人労働者
　日本で働く外国人労働者数は2010年は65.0万人となっており、国籍別にみると、その半数近くが香港
等を含む中国人です。次に多いのがブラジル人で、２割弱を占めています。（図５）
　東京の外国人労働者数は15.5万人で、全国の外国人労働者の約４分の１が東京で働いていることに
なります。外国人労働者の在留資格には、技術者や高度で専門的な職業を行う者が含まれる「専門的・技
術的分野」、外国人看護師候補者などが含まれる「特定活動」、産業上の技能等を習得するための「技能実
習」１、定住者や永住者、日本人または永住者の配偶者など「身分に基づく在留資格」があります。また、留
学生のアルバイトなど「資格外活動」の許可を受けて労働する場合もあります。東京における外国人労
働者数を在留資格別にみると、専門的・技術的分野の労働者が全体の３分の１以上を占め、資格外活動
も３割以上と高い割合になっているのが特徴です。（図６）
　外国人労働者を産業別にみると、全国では製造業の割合が最も高く、４割弱となっています。これに
対して東京では、宿泊業,飲食サービス業の割合が最も高く26.6％を占め、次に卸売業,小売業が15.5％と
なっています。（図７）
３　社会の変化を反映して多様化する働き方
（１）　増加する非正規雇用者
　2010年の全国における正規の職員・従業員の数は3,355万人となり、雇用者の大半を占めていること
に変わりありませんが、2001年と比べて285万人減少しました。一方、パート、契約社員・嘱託、労働者派
遣事業所の派遣社員を合計した非正規雇用者の数は、2001年より増加しており、雇用形態の多様化が進
んでいます。非正規雇用比率も上昇傾向にあり、2010年は34.3％と前年に比べ0.6ポイントの上昇となり、
比較可能な2002年以降で最高となりました。（図１）

注１　2010年７月に「技能実習」の在留資格が新設された。それ以前に技能実習生として雇い入れられた労働者は「特定活動」の在留資格として届出られ
ている。

第２節　他県在住者や外国人など多くの労働者が集まる東京／第３節　社会の変化を反映して多様化する働き方
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図５　国籍別外国人労働者数
構成比（全国、2010年）

注　　2010年10月末現在。
資料　厚生労働省「外国人雇用状況の

届出状況」

図１　雇用形態別雇用者数の推移（全国）

注　　2001年は２月調査、02年以降は年平均調査の数値である。
　　　役員を除く。
資料　総務省「労働力調査」

図２　男女別・雇用形態別雇用者数構成比の推移
　　　　　　　　　　　（東京）

注　　役員を除く。
資料　総務省「就業構造基本調査」

図６　在留資格別外国人労働者数
構成比（東京・全国、2010年）

注　　2010年10月末現在。
資料　図５に同じ

図７　産業別外国人労働者数構成比
　  （東京・全国、2010年）

注　　2010年10月末現在。
　　　サービス業（他に分類されないもの）は建設設

計業、デザイン業、法律事務所等を含む。
資料　図５に同じ
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　雇用者全体における正規の職員・従業員の構成比は、男女ともに低下傾向にあります。2007年には男
性の正規の職員・従業員の割合は８割を割り込みました。女性では正規の職員・従業員の割合は５割を
切っています。また、女性ではパートの割合が４分の１を超えており、男性よりも10倍近く高い割合と
なっているのが特徴です。（図２）
　パートタイム労働者比率を産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業で約７割と突出して高くなって
います。次いで生活関連サービス業,娯楽業が35.0％、教育,学習支援業が30.6％となっています。（図３）
（２）　増加に転じた新規求人数
　東京の一般、パートを合わせた新規求職者数は、2003年以降減少が続いていましたが、2009年は雇用
情勢の悪化に伴い増加に転じ、2010年もわずかながら増加しました。新規求人数は2009年まで４年連続
で減少していましたが、2010年は景気がやや回復したことを受け、増加に転じています。新規求人倍率
は、一般よりもパートで高くなっており、一般では２年連続で１倍を切る厳しい状況となっています。
（図４）
（３）　雇用形態により差がある所得
　東京の雇用者について雇用形態別に所得をみると、正規の職員・従業員では500万円以上の割合が
最も高くなっています。契約社員及び派遣社員では、200～299万円の割合が最も高く３分の１強となっ
ており、パートでは100万円未満が半分以上を占めています。（図５）
　東京においては、契約社員の約半数は、世帯における家計中心者が自分であるとしています。これに
対し、パートタイマーでは自分が家計中心者である割合は約３分の１であり、配偶者が家計中心者であ
る割合が５割を超えています。（図６）

第１章　労働力状況

図３　産業別パートタイム労働者比率（東京、2010年）

注　　事業所規模５人以上。
資料　東京都「毎月勤労統計調査」

図５　所得別・雇用形態別雇用者数構成比
　　　　（東京、2007年）

資料　図２に同じ

図４　雇用形態別新規求人倍率・求職者数・求人
数の推移（東京）

資料　東京労働局業務統計

図６　契約社員・パートタイマー別家計中心者（東京）

注　　契約社員は2007年、パートタイマーは2009年の値。
資料　東京都「契約社員に関する実態調査」「パートタイマーに関する実態調査」
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（４）　様々な理由で選択されるパートタイマーとしての働き方
　東京で働く契約社員が契約社員の仕事を選んだ理由をみると、最も多いのは「正社員として働ける適
当な企業がなかったから」で、およそ３人に１人が正社員を目指しながら契約社員で働いていると考え
られます。一方で、「やりたい仕事だったから」（28.0％）「専門的な技術や資格が生かせるから」（17.9％）
など、自分のスキルと仕事内容に基づく理由で、積極的に契約社員を選ぶ人も相当数いることが見受け
られます。パートタイマーを選んだ理由では、「自分の都合のよい日や時間に働きたいから」が半数近く
に達しており、勤務時間の柔軟性がパートタイム労働のメリットの一つとなっていることがわかりま
す。（図７、８）
（５）　減少した派遣労働者数、短期化した派遣契約期間
　労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業１と一般労働者派遣事業２に分けられます。常用換算３派遣労
働者数の推移をみると、近年増加が続いていましたが、2009年度は常用雇用以外の一般派遣労働者を中
心に減少しました。（図９）
　一般派遣労働者の契約期間は、2008年度から2009年度にかけて短期化しています。契約期間が１月
を超えるものの割合は、2008年度は53.4％でしたが、2009年度には47.3％に低下しています。これに対し
て、契約期間が１月以下の割合は46.5％から53.2％に上昇し、特に１日以下の割合が20.4％から28.4％へ
と大きく上昇しています。（図10）

注１　その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業。
注２　特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業。
注３　常用換算：常用雇用以外の労働者の年間総労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者の１人当たりの年間総労働時間数で除したもの。

第３節　社会の変化を反映して多様化する働き方
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図７　契約社員の仕事を選んだ理由（東京、2007年）

注　　複数回答。
資料　東京都「契約社員に関する実態調査」　

図９　常用換算派遣労働者数の推移（東京）

資料　厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告集計結果」
　　　（社）日本人材派遣協会「労働者派遣事業報告都道府県別集計」

図10　契約期間別一般派遣労働者数構成比
　　　（東京、2008・2009年度）

資料　厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告集計結果」

図８　パートタイマーの仕事を選んだ理由
　　　　（東京、2009年）

注　　複数回答。
資料　東京都「パートタイマーに関する実態調査」
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４　女性、パート及び若年者で活発な労働移動
（１）　宿泊業,飲食サービス業で高い入職率、離職率
　東京では、入職者数、離職者数ともに2006年以降減少が続いていました。しかし2009年は、雇用状況の
悪化などのため離職者数が前年よりも18万人以上増加し、93万人となりました。離職者数の変化の内訳
をみると、一般労働者で約11万人、パート労働者で約７万人の増加となっています。（図１）
　東京における入職率、離職率は、いずれも男性より女性で高くなっています。2008年以降の動向を
みると、女性については入職率、離職率ともに年による変化が大きく、男性については変化が小さいこ
とが特徴でした。しかし2009年には、女性のみではなく男性においても、離職率が大幅に上昇しました。
（図２）
　入職率、離職率を就業形態別にみると、どちらもパートタイム労働者の方が一般労働者よりも高い値
で推移しています。2009年のパートタイム労働者の入職率は27.2％、離職率は26.7％といずれも一般労
働者の２倍以上となっており、パートタイム労働者では労働移動が活発であることがわかります。（図
３）
　東京における産業別の入職率、離職率をみると、2009年は金融業,保険業及び医療,福祉以外のすべて
の産業で、入職率より離職率が高くなっています。また、宿泊業,飲食サービス業では、入職率、離職率と
もに40％を超えており、他の産業と比べ労働移動が頻繁となっています。（図４）

第1章　労働力状況

図１　入職者数・離職者数の推移（東京）

資料　厚生労働省「雇用動向調査」

図３　就業形態別入職率・離職率の推移（全国）

資料　図１に同じ

図２　男女別入職率・離職率の推移（東京）

資料　図１に同じ

図４　産業別入職率、離職率（東京、2009年）

資料　図１に同じ
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（２）　持ち直しの動きも力強さを欠いた労働市場
　世界的な景気後退の影響を受けて、2008年末以降急速に悪化した労働市場は、その後の生産の回復が
雇用情勢にも波及し、2010年には持ち直しの動きがみられました。
　全国における過去１年間の離職者の前職の離職理由について直近３年間の推移をみると、いずれの
年においても「家事・通学・健康上の理由」が最も多くなっています。「会社倒産・事業所閉鎖」「人員整理・
勧奨退職」「事業不振や先行き不安」といった非自発的な理由による離職者数は、2008年から2009年にか
けて43万人増加しました。2009年から2010年にかけて25万人減少し、やや持ち直しの動きもみられます
が、2010年における非自発的な理由による離職者数は67万人、離職者全体に占める割合は２割を超えて
おり、雇用情勢は依然として厳しいことがうかがえます。（図５）
　2010年の全国における過去１年間の離職経験者は、前年と比べ80万人減少し、618万人となりました。
これを現在の就業状態別にみると、2008年から2009年にかけて50万人増加した「現在は完全失業者」の
者が前年と比べ31万人減の146万人、「現在は就業者（転職者）」の者が37万人減の282万人、「現在は非労
働力人口」の者が12万人減の190万人となっています。（図６）
　雇用保険の受給者実人員数は、2002年以降６年連続で減少していました。しかし景気後退による雇用
情勢の悪化を受けて2008年は増加に転じ、2009年には受給者実人員数で月平均76.4千人、支給金額で約
1,281.2億円と、ともに前年の1.5倍以上に急増しました。2010年には景気の回復傾向を受けて、雇用保険
の受給者実人員数、支給金額ともに減少していますが、2008年と比較すると増加しています。（図７）　
　2009年の東京における生活保護世帯数は、前年よりおよそ1,100世帯増加し、3,726世帯となっていま
す。特に、厳しい雇用情勢を反映し、保護開始の理由が「就労収入の減少・喪失」である世帯が約1,000世
帯と前年の約2.6倍となりました。（図８）
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図５　前職の離職理由別離職者数の推移（全国）

注　　過去１年間に離職した者。
資料　総務省「労働力調査」

図７　雇用保険（一般求職者給付）受給者
実人員数・支給金額の推移（東京）

注　　一般求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当。
実人員数は月平均。

資料　東京労働局業務統計

図８　保護開始の理由別生活保護世帯数の推移
　　　　　　　　　　（東京）

注　　毎年９月中の世帯数を計上。
資料　東京都「福祉・衛生統計年報」

図６　現在の就業状態別過去１年の
離職経験者数の推移（全国）

注　　「現在の就業形態」とは、調査時点における就業状態。
資料　図５に同じ
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（３）　職業により偏りがみられる新規求人数、新規求職申込件数
　2010年の東京の新規求人数は7.1万人で、全国の新規求人数の約８分の１にあたります。東京におけ
る新規求人数の産業別構成比をみると、医療,福祉が16.5％でもっとも高い割合を占めています。次いで
卸売業,小売業が16.1％、サービス業が15.8％の順となっています。また東京では情報通信業が8.9％を占
めており、3.2％の全国と比べて３倍近い比率になっています。（図９）
　新規求人数と新規求職申込件数は、職業によってばらつきが見られ、雇用のミスマッチが起きていま
す。事務的職業や生産工程・労務の職業では、新規求職数申込件数が新規求人数よりも多くなっていま
す。これに対し、専門的・技術的職業や福祉関連職業などでは、新規求人数が新規求職申込件数よりも多
くなっています。（図10）
　入職者は、職歴別に新規学卒者１、一般未就業者２、転職入職者３に分けられます。それぞれの入職経路
をみると、新規学卒者は学校の割合が３割以上ともっとも高く、次に広告等で３割弱となっています。
一般未就業者は、もっとも多いのが広告等で４割以上となっており、次いで縁故で２割となっています。
転職入職者は職安、広告等、縁故がいずれも20％台となっています。（図11）
　完全失業者が仕事につけない理由を男女別・年齢別でみると、15～34歳の若年者では、男女ともに「希
望する種類・内容の仕事がない」の割合が高くなっています。これに対し、55歳以上では、男女ともに「求
人の年齢と自分の年齢とがあわない」が最も高い割合です。また、「勤務時間・休日などが希望とあわな
い」の割合は、どの年齢層でも男性より女性で高くなっています。（図12）

注１　入職者のうち調査年に卒業の者（進学した者であっても学業とは別に常用労働者として働いている場合を含む）。
注２　入職者のうち入職前１年間に就業経験のない者で、新規学卒者以外の者。
注３　入職者のうち、入職前１年間に就業経験のある者。

第1章　労働力状況

図９　産業別新規求人数構成比
　　　 （東京・全国、2010年）

資料　東京労働局、厚生労働省業務統計

図11　職歴別・入職経路別入職者数構成比
　　　　　　　（全国、2009年）

資料　図１に同じ

図10　職業別新規求人・求職状況（東京、2009年度）

注　　パートを除く。有効求人倍率は2009年12月の値。
資料　東京労働局「職業安定業務年報」、東京労働局業務統計

図12　男女別・年齢別完全失業者が仕事につけない
理由（全国、2010年）

資料　図５に同じ
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（４）　減少が続く入職者数、上昇した転職入職者の割合
　転職入職率は、「転職入職者」÷「１月１日現在の常用労働者数」で算出されます。転職入職率を男女
別・年齢別にみると、男女ともに、29歳以下の若年者では10％以上と高い値になっています。また男性で
は、60～64歳という定年後の再就職のタイミングで、13％と再び上昇しています。（図13）
　転職による収入への影響は、男性では年齢が若いほど、転職前より収入が増えたとする割合が高い傾
向にありますが、女性では、54歳以下においては、そのような相関関係はみられません。55歳以上では男
女ともに、「前の仕事より収入が減った」とする割合が最も高く、男性では７割弱、女性でも６割弱を占
めています。（図14）
　入職者を職歴別にみると、最も多いのは転職入職者です。東京において転職入職者が入職者全体に占
める割合は、2007年以降２年連続で減少していましたが、2009年は増加し、61.2％となっています。（図
15）
　転職者について、現職と前職の雇用形態別の構成比をみると、どの雇用形態においても、前職と同じ雇
用形態に転職する割合が多くなっています。同じ雇用形態への転職割合について2006年と2010年を比
べると、正規の職員・従業員では減少傾向がみられますが、パート・アルバイト及び派遣社員・契約社員・
嘱託その他では目立った傾向は見受けられません。（図16）
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図13　男女別・年齢別転職入職率（全国、2009年）

資料　図１に同じ

図15　職歴別入職者数、転職入職者の
割合の推移（東京）

資料　図１に同じ

図14　男女別・年齢別・収入の増減別転職者数
構成比（全国、2010年）

資料　図５に同じ

図16　前職の雇用形態別現職の
雇用形態構成比の推移（全国）

資料　図５に同じ
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