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１　強まる若年者の雇用不安
（１）　悪化する若年者の求人
　2006年まで改善傾向が続いていた雇用環境は2007年以降悪化に転じました。特に34歳までの若年者
でその傾向が顕著となっています。有効求人倍率をみると、2004年までは若年者はどの年代でも全体を
上回って推移していましたが、2005年以降は25～34歳で全体を下回っています。ピーク時には２倍を超
えていた20～24歳でも、2007年からは大きな落ち込みとなり、2009年には１倍を割り込みました。（図１）
　完全失業率も2009年から上昇し始め、2010年も悪化が続きました。とりわけ15～24歳で大きく上昇し
ています。（図２）
（２）　慎重さ増す企業の新規採用
　業績の大幅な落ち込みが続く中で、企業は景気の先行き不安から新規採用を縮小しています。大卒の
求人倍率（各年３月卒業予定者の倍率）をみると、2001年以降上昇傾向が続き、2009年には2000年の２倍
強に達しました。しかし2010年からは急速に低下し、2011年では1.28倍となっています。従業員規模別
にみると1,000人以上の企業では好況時でも１倍を下回って推移していますが、1,000人未満の企業では
１倍を上回って推移し、2011年でも大きく低下したとはいえ2.16倍となっており、企業規模によって大
きな差があることがわかります。（図３）
　企業が新規採用に慎重になることにより、大学生の内定状況にも影響がみられます。2011年３月卒業
予定の大学卒業者の内定率は、２月１日時点で77.4％と、大きく落ち込んだ前年からさらに低下してい
ます。その後、４月１日時点では91.0％となり、就職希望者の約10％の職が決まらない状況となってい
ます。一方、高校新卒者の内定率は１月末、３月末時点の両方で、前年よりも上昇しています。（図４）
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図１　年齢別有効求人倍率の推移（東京）

注　　各年10月現在。
資料　東京労働局「職業安定業務年報」

図３　従業員規模別大卒求人倍率の推移（全国）

注　　各年３月卒業予定者。　　
資料　㈱リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査」

図２　年齢別完全失業率の推移（東京）

資料　東京都「労働力調査」

図４　大学卒・高校新卒の就職内定率の推移（全国）

注　　図３に同じ。
資料　厚生労働省資料

第２章 就業者を取り巻く状況　



119

（３）　不安定な若年者の就業
　若年者の離職率は高く、2007年に高校を卒業した新規学卒就業者は３年以内に約40％が、同じく大
学卒では約30％が離職しています。雇用環境が厳しくなるにしたがって離職率は低下しているものの、
2009年高校卒の就業者では１年目で17.1％が、同じく大学卒では11.4％が離職しています。（図５）
　また、雇用形態では非正社員の割合が上昇しています。1987年と2007年で正社員の比率を比べてみる
と、どの年齢層でも正社員の割合は低下していますが、とりわけ15～24歳では1987年には男女とも７割
を超えていた正社員が、2007年には半数を割り込んでおり、非正社員化が顕著です。（図６）
　「若年層のパート・アルバイト及びその希望者」（いわゆるフリーター）は近年減少傾向にありました
が、2009年から２年連続して増加しました。内訳をみると、2010年では25～34歳の層で増加しています。
（図７）
　就業形態別に生計状況をみると、正社員では半数以上が自身の収入のみで生計を立てています。これ
に対し、正社員以外では自分の収入のみが約３割にとどまっているほか、他の収入のみに頼っている労
働者も２割近くになっており、非正社員である若年者の不安定な経済状況がうかがえます。（図８）
　非労働力人口のうち、家事も通学もしていない若年無業者は、ほぼ横ばいで推移しています。しかし、
25～34歳の同年代に占める割合は増加傾向となっており、15～24歳を上回って推移しています。（図９）

第１節　強まる若年者の雇用不安

第
２
章

図５　新規学卒就職者の在職期間別
離職率の推移（全国）

注　　各年３月卒。
資料　内閣府「子ども・若者白書」

図７　年齢別フリーター数の推移（全国）

資料　総務省「労働力調査」

図８　就業形態別・性別・生計状況別若年労働者数
構成比（全国、2009年）

注　　若年労働者は15～34歳の労働者。
資料　厚生労働省「若年者雇用実態調査結果」

図９　年齢別若年無業者数・若年無業者割合の
推移（全国）

注　　若年無業者とは、15～34歳の非労働力人口のうち家事も通
学もしていない者。若年無業者割合は、各年齢人口に占める若
年無業者の割合。

資料　図７に同じ

図６　男女別・年齢別正社員比率の推移（東京）

注　　正社員比率は役員を除く雇用者に占める正社員の割合。
資料　総務省「就業構造基本調査」
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２　就業意欲旺盛な高年齢者
（１）　就業者の４人に１人は55歳以上
　55歳以上の高年齢者の就業者数は2002年から2008年まで増加が続き、2009年にはわずかに減少しま
したが、2010年に再び増加に転じました。就業者全体に占める割合は25.9％で、就業者の４人に１人は
高年齢就業者です。また、男女比では男性が多く約60％を占めています。（図１）
　国別の65歳以上の労働力率をみると、欧米諸国に比べて日本は男女ともに高い傾向にあり、男性では
29.4％、女性では13.2％が就業中または求職中です。東京はさらに高く、男性34.4％、女性14.7％となって
います。（図２）
　全国の60歳以上の男女に「何歳ごろまで仕事をしたいか」について尋ねたところ、全体では「働けるう
ちはいつまでも」が36.8％で最も高く、「70歳ぐらいまで」が23.0％、「65歳ぐらいまで」が19.2％となって
います。男女別でみると、女性では「働けるうちはいつまでも」が42.0％を占めているのに対し、男性では
31.0％とやや低くなっています。（図３）
（２）　経済上の理由以外も多い高年齢者の就業理由
　55～69歳の就業者の就業理由をみると、男女ともに「経済上の理由」が最も多く、次に「いきがい、社会
参加のため」となっています。年齢別でみると、「経済上の理由」は年齢が高くなるほど割合が減少して
いるのに対し、「健康上の理由」及び「頼まれたから」は年齢が高くなるほど男女ともに割合が増加して
います。男性では年齢が高くなるほど「いきがい、社会参加」及び「時間に余裕」の割合が増加しています
が、女性の場合はほぼ横ばいになっています。（図４）
（３）　有業者の過半数が高年齢者の農林漁業
　産業別に55歳以上の有業者数をみると、卸売業,小売業、製造業が多くなっています。有業者全体に
占める55歳以上の割合をみると、農業,林業、漁業が56.2％と最も大きく、次いで不動産業,物品賃貸業が
49.6％となっており、サービス業、運輸業,郵便業、製造業、建設業も30％以上となっています。（図５）
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図１　55歳以上の就業者数の推移（東京）

資料　東京都「労働力調査」

図３　男女別退職希望年齢（全国、2008年度）

注　　60歳以上の男女対象。
資料　内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」

図２　国・地域別65歳以上労働力率（世界、2009年）

注　　韓国は2007年の値。
資料　東京都「労働力調査」
　　　（独）労働政策研究 ・ 研修機構「データブック国際労働比較」

図４　男女別・年齢別・就業理由別就業者数構成比
　　　 　　　　　（全国、2009年）

注　   55～69歳の就業者対象。就業した主な理由。
資料　（独）労働政策研究・研修機構「高齢者の雇用・就業の実態に関する調査」
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（４）　正規以外の雇用者割合が増える60歳以上の男性
　雇用形態では、男性の55～59歳では正規の職員・従業員が85.4％を占めていますが、60歳を超えると半
数以下に減少します。また、男性の60～64歳では労働者派遣事業所の派遣社員・契約社員・嘱託、パート,
アルバイトの割合が増加し、65歳以上ではパートの割合がさらに大きくなります。他方、女性は55～59
歳でのパートの割合が大きく、60歳以上でも男性のように大きな雇用形態の変化はありません。（図６）
　全員一律定年制を採用している中小企業について、定年後の再雇用、勤務延長制度の適用状況をみる
と、2004年では「会社が特に必要と認めた者に限り適用」が５割を超える一方、「希望者全員に適用」は２
割程度でしたが、2009年では「希望者全員に適用」が最も多くなり、４割強を占めています。（図７）
（５）　希望者全員が65歳以上まで働ける企業は３分の１強
　2006年に企業の雇用確保措置が義務化されて以降、60歳以上の高年齢者の雇用確保措置が進んでお
り、2010年の雇用確保措置の未実施企業は3.2％まで減少しました。雇用確保措置の内訳では継続雇用
制度の導入が84.2％と最も多く、希望者全員が65歳以上まで働ける企業は全体の３分の１強となって
います。また、70歳まで働ける措置を実施している企業は全体の15.1％となっています。（図８、９）　
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占める割合（東京、2007年）

資料　総務省「就業構造基本調査」
図８　雇用確保措置実施済み企業の割合
　　　　　（東京、2009・2010年）　

注　　31人以上規模の企業。
左グラフは報告企業を100とし、右円グラフは措置実施済み企業を
100とする。

資料　東京労働局資料

図７　中小企業再雇用・勤務延長制度の適用状況
　　　　　（東京、2004・2009年）

注　　建設業、製造業、情報通信業、運輸業,郵便業、金融業,
保険業、不動産業,物品賃貸業は30～299人、学術研究,
専門・技術サービス業は10～299人、その他は10～99人
（ただし2004年の卸売業30～99人、小売業10～49人、
サービス業10～99人）の都内中小企業の抽出。2009年は
新産業分類による。全員一律定年制を採用している企業を
100とした割合。

資料　東京都「中小企業の賃金・退職金事情」

図９　70歳まで働ける企業の措置内容別割合
　　（東京、2010年）

注　　31人以上規模の企業。報告企業を100とする。　　　　 　 
資料　図８に同じ

図６　男女別・年齢別・雇用形態別雇用者数
構成比（東京、2007年）

注　　会社などの役員を除く。
資料　図５に同じ
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３　働く女性の数は増加が続くものの、依然として厳しさがうかがえる家庭と仕事の両立
（１）　増加する女性の有業者数　
　仕事に携わる女性の数は年々増加しています。1977年以降、有業者における女性の比率は上昇し続け、
2007年には41.2％となりました。職業別にみると、いずれの年も事務従事者の数が最も高くなっていま
す。また、30年前と比べ専門的・技術的職業従事者の数は2.5倍以上伸びており、女性の働く分野がより
専門的な分野に広がっていることがうかがえます。（図１）
　産業別では卸売業,小売業で働く女性の数が最も多くなっていますが、就業者全体における女性の割
合は５割弱となっています。女性の割合が最も高い産業は医療,福祉であり、７割を超えています。また、
生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、宿泊業,飲食サービス業、金融業,保険業は女性の割合が
５割を超え、医療,福祉とともに女性が多い職場となっています。（図２）
（２）　上昇傾向にあるものの、30歳代で落ち込みがみられる女性労働力率
　日本、アメリカ、スウェーデンの３か国における、2000年と2010年の女性労働力率を比較してみると、
女性の社会進出が進んでいるスウェーデンでは10年前に比べ20歳から49歳までの女性労働力率が高ま
り、なだらかな曲線となっています。日本も働く女性の増加と育児支援制度拡充に伴い、30歳代で一度
落ち込む労働力率が上昇してきています。しかし、まだスウェーデンやアメリカより低い値となってい
ます。アメリカは20歳代から50歳代までほぼ一定した労働力率ですが、15歳から49歳において、2010年
は2000年よりやや低下しました。（図３）
　年齢別・就業形態別に女性就業者数をみると、20歳代では正規の職員・従業員として働く女性が多く、
30歳以降は次第に減少していき、代わってパートとして働く女性が増えてきます。背景としては主に子
育てなどの家庭の事情で働き方を変える女性が多いことなどがあげられます。また、35歳以降は働く女
性の数が減少していき、50歳代後半で一旦増加するものの、定年を迎える60歳代前半でまた減少してい
ます。（図４）
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図１　職業別女性有業者数・女性比率の推移（東京）

資料　総務省「就業構造基本調査」

図３　国別・年齢別女性労働力率（世界、2000・2010年）

資料　ILO「LABORSTA　Internet（労働統計データベース）」

図２　産業別女性就業者数、女性比率（東京、2010年）

資料　東京都「労働力調査」

図４　年齢別・就業形態別女性就業者数（東京、2007年）

資料　図１に同じ
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（３）　結婚・育児・家事により、就業を見送る女性
　女性が仕事をやめる理由は、「結婚のため」が最も多く、次いで「育児のため」となっています。また15
歳から54歳までの女性が仕事を持たない理由をみると、「育児のため」が最も多く、続いて、「家事のた
め」「病気・けがのため」、「家族の介護・看護のため」、「学校以外で進学や資格取得などの勉強をしてい
る」と続いています。家事、育児、介護などの家庭生活を理由として仕事に従事しない女性が多いことが
わかります。（図５、図６）
（４）　キャリアビジョンに不安を抱える働く女性
　仕事を持つ女性は仕事のキャリアと家庭生活との両立について、男性より高い割合で不安を抱えて
います。今後10年以上先、５年以上先のキャリアビジョンを持てる割合は男性は約６割ですが、女性は
約４割となっています。一方で、明確なビジョンを持てない割合は男性が４割弱、女性が６割弱となっ
ています。キャリアビジョンを持てない理由は、女性では「家庭状況によって左右される」が最も高く
５割を超えていますが、男性では「不景気で会社の業績に不安がある」が最も高く５割を超えています。
（図７、図８）
（５）　都道府県別で高い有業率と未婚率、諸外国に比べ低い就業率と合計特殊出生率
　東京の、15歳から64歳の生産年齢人口の女性の有業率は、全国平均をやや上回っています。一方、同じ
く生産年齢人口における女性の未婚率は東京が最も高くなっています。また日本及び諸外国と東京の
女性就業率と合計特殊出生率をみると、就業率はスウェーデン、アメリカ、ドイツより低く、フランス、
日本、韓国より高いのに対し、合計特殊出生率は日本や他の５か国と比べ最も低い値となっています。
（図９、図10）
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図５　女性の前職離職理由（東京、2007年）

注　　「その他」「定年のため」を除く上位5位。
資料　図１に同じ

図８　明確なキャリアビジョンを持てない理由
　　　　　（東京、2009年）

注      複数回答。「その他」「無回答」を除く。
資料　図７に同じ

図７　今後の職業生活におけるキャリアビジョン
　　　　　（東京、2009年）

資料　東京都「東京都男女雇用平等参画状況調査」

図９　都道府県別女性生産年齢人口の未婚率と
女性有業率の相関図（全国、2005・2007年）

注　　未婚率は2005年の値。有業率は2007年の値。
資料　総務省「国勢調査」、「就業構造基本調査」

図10　合計特殊出生率と女性就業率の相関図
　　（世界）

注　　合計特殊出生率は15歳から49歳の年齢別出生率の総和。
アメリカは2007年の暫定値。東京は2009年の値。その他は
2008年の値。就業率について、アメリカとスウェーデンは16
歳から64歳まで、その他は15歳から64歳までの人口における
就業者数の割合。東京は2010年の値。その他は2008年の値。

資料　（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較」
東京都「人口動態統計年報」、「労働力調査」

図６　女性の非就業希望理由（東京、2007年）

注      15歳から54歳の値の総数。「通学のため」 「特に理由はない」
「その他」を除く上位5位。

資料　図１に同じ
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４　大企業を中心に進展するものの、全国に比べて立ち遅れている東京の障害者雇用
（１）　増加する障害者雇用
　東京における雇用障害者数１の推移をみると、2003年以降いずれの障害部位においても増加し続け
ており、2010年には12万７千人となりました。2010年における雇用障害者の障害部位別の内訳をみる
と、雇用障害者全体の83.0％を占めるのは身体障害者となっており、知的障害者は13.8％、精神障害者は
3.2％となっています。なお、障害者雇用促進法の改正により2006年から雇用者数算定対象となった精
神障害者の雇用は、対前年比ベースでは大きく伸びています。（図１）
（２）　中規模以下の企業で低迷している実雇用率
　障害者雇用促進法では、従業員数56人以上規模の民間企業について、労働者数の1.8％（法定雇用率）
以上の障害者を雇用することとしています。
　障害者実雇用率の推移をみると、東京は全国を下回って推移しています。また、東京・全国ともに、10
年前に比べて緩やかながら上昇しているものの、法定雇用率の1.8％を下回ったままであり、2010年の
東京では1.63％、全国では1.68％となっています。東京の企業について規模別にみると、1,000人以上規
模の企業の平均としては法定雇用率を２年連続で達成した一方、999人以下規模の企業平均は法定雇用
率に達しておらず、特に、56～299人規模については低迷しています。中規模以下の企業では、障害者雇
用があまり進んでいないことがうかがえます。（図２）　大規模企業の実雇用率が中小規模に比べて高
い一因として、特例子会社制度２の活用が考えられます。1999年度以降に設立された全国の特例子会社
の半数以上は、東京に親会社がある特例子会社となっています。（図３）

注１　雇用率等の算定にあたって、雇用障害者数は、精神障害者については、短時間労働者1人を0.5人に相当するものとしてカウントしている。
また重度の身体及び知的障害者は、１人の雇用を2人とカウントしている。 

注２　障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、
特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。
また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としている。 

第２章　就業者を取り巻く状況

図１　民間企業の雇用障害者数の推移（東京）

注　　各年６月１日現在。
常用労働者56人以上の民間企業が対象。

資料　東京労働局資料

図３　年度別・親会社立地別特例子会社設立件数
　　（東京・全国）

注　　2010年６月１日現在。
資料　図１に同じ

図２　企業規模別実雇用率の推移（東京、全国）

注　　各年６月１日現在。企業規模別の値は東京のもの。
資料　厚生労働省資料、東京労働局資料

図４　産業別法定雇用率達成企業の割合（全国、2010年）

注　　2010年６月１日現在。
資料　厚生労働省資料
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（３）　法定雇用率を上回る複合サービス事業、運輸業,郵便業、電気・ガス・熱供給・水道業
　全国における法定雇用率達成企業の割合を産業別にみると、医療,福祉が最も高く、次いで農林漁業、
鉱業,採石業,砂利採取業、製造業、運輸業,郵便業となっており、これらの業種においては、企業の過半数
が法定雇用率を達成していることがわかります。一方、情報通信業では４分の３以上の企業において法
定雇用率が未達成であり、学術研究,専門・技術サービス業、不動産業,物品賃貸業においても７割弱の企
業が未達成となっています。（図４）
　産業別に東京の雇用障害者数をみると、製造業が群を抜いて多くなっています。また実雇用率をみる
と、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業,郵便業、複合サービス事業では法定雇用率を達成していますが、
それ以外の業種は未達成となっており、特に学術研究、専門・技術サービス業、情報通信業、教育,学習支
援業で低くなっています。（図５）
（４）　法定雇用率達成企業の割合が全国最下位の東京
　都道府県別に法定雇用率達成企業の割合をみると、東京は全国最下位となっています。なお、下位５
都府県はいずれも大都市圏である一方、上位５県のうち３県は九州地方となっています。（図６）
（５）　障害部位によって異なる就労状況
　障害部位及び年齢別に障害者の就労状況をみると、概ね年齢が上がるにつれて、仕事をしている割合
が低くなっています。障害部位別にみると、いずれの年齢層においても知的障害者の仕事をしている割
合が最も高い一方、精神障害者の仕事をしている割合が最も低くなっています。（図７）
　現在就労している障害者について1週間の労働時間数をみると、身体障害者では40時間以上が３分の
１強と、他の障害者に比べて割合が高くなっています。また知的障害者･身体障害者ともに就労者の過
半数が30時間以上働いている一方、精神障害者は、就労10時間未満が４分の１、20時間未満でみると半
数近くにのぼっており、比較的短時間勤務となっている傾向がうかがえます。（図８）

第４節　大企業を中心に進展するものの、全国に比べて立ち遅れている東京の障害者雇用

第
２
章

図５　産業別雇用障害者数、実雇用率（東京、2010年）

注、資料　図３に同じ

図７　障害部位別・年齢別就労状況（東京、2008年）

資料　東京都「東京都福祉保健基礎調査」

図８　障害部位別・1週間の労働時間数別
就労障害者数構成比（東京、2008年）

資料　図７に同じ

図６　都道府県別法定雇用率達成企業の割合
　　（全国、2010年）

注　　全国平均及び上位・下位各５位のみ掲載。
資料　厚生労働省資料
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