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１　勤続年数に応じて広がる雇用形態間の賃金格差
（１）　金融業,保険業で高い賃金
　労働者に支払われる賃金（現金給与総額）は、基本給などの「所定内給与」、時間外手当などの「所定外
給与」、賞与や通勤手当などの「特別給与」に分けることができます。東京の2010年の月間現金給与総額
は所定内給与、所定外給与、特別給与のすべてにおいて前年より増加しているものの、2008年以前に比
べ低水準となっています。（図１）
　産業別の現金給与総額をみると、金融業,保険業が最も高く、所定内給与、特別給与ともに他の産業よ
り大きくなっています。所定外給与では運輸業,郵便業が最も高く、給与総額の１割弱を占めています。
宿泊業,飲食サービス業は給与総額が16.1万円と低いですが、これは労働者に占めるパート労働者の割
合が高いためです。パート労働者の現金給与総額は、労働時間が短いこともあり、一般労働者の５分の
１強となっています。（図２）
（２）　大卒、高専・短大卒で増加傾向の初任給
　東京の新規学卒者の初任給額は、大卒、高専・短大卒では増加傾向となっています。一方、高卒では2010
年に大きく落ち込んでいます。また、近年においては高専・短大卒、高卒で男女の差が少なくなってきて
います。（図３）　2010年の企業規模別の初任給をみると、ほとんどの学歴で10～99人規模が最も高く
なっています。（図４）
（３）　増加が続く最低賃金
　最低賃金とは、法律で定められている「労働者に支払わなければならない最低限度の賃金」をいいま
す。東京の最低賃金（時間額）の推移をみると、2007年に最低賃金法が改正され、生活保護に係る施策と
の整合性にも配慮することとなった影響もあり、20円以上の引き上げが続いています。2010年は前年か
ら30円上昇し、821円となっています。（図５）　また、国別の最低賃金を比較すると、日本は欧米よりも
低くなっており、イギリスの約６割、アメリカの約４分の３となっています。（図６）
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図１　給与別月間現金給与額の推移（東京）

注　　事業所規模５人以上。
資料　東京都「毎月勤労統計調査」

図３　男女別・学歴別初任給の推移（東京）

注　　事業所規模10人以上。
資料　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

図２　産業別・事業所規模別月間現金給与総額
　　　　　（東京、2010年）

注、資料　図１に同じ

図４　企業規模別・学歴別初任給（東京、2010年）

資料　図３に同じ
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（４）　賃金の伸びに差がみられる正社員と非正社員
　2010年の全国における月間所定内給与額をみると、正社員・正職員の勤続年数増に伴う賃金の伸び
は、女性より男性の方が大きくなっています。この要因としては、女性管理職割合が男性に比べ低いこ
となどが挙げられます。また、正社員・正職員以外の賃金は、正社員・正職員に比べ勤続年数に伴う増加
は少なく、その差は勤続年数の経過に伴い広がっていきます。（図７）
　全国の一人当たりの雇用者報酬は1990年代から伸び幅が縮小し、2000年代前半から低下に転じてい
ます。要因をみると、非正規雇用者の収入は正規雇用者と比べて相対的に低く、非正規雇用者の割合が
上昇したことで平均の雇用者報酬が引き下げられたため、「雇用形態の構成変化要因」が、1980年代後
半以降、継続的にマイナスに寄与しています。特に2000年代前半では「雇用形態の構成変化要因」のマイ
ナスが大きくなっています。（図８）
　1997年と2007年を比べると、東京の雇用者は約59万人増加しています。所得別では300万円未満の雇
用者の増加数が他と比べ大きく、低所得者層が増加しています。（図９）
（５）　見直しが進む賃金制度
　企業が給与決定時に重視するものをみると、これまでは「職務を遂行する能力」の割合が最も高く、次
いで「年齢、勤続年数、学歴などの個人属性」となっています。今後重視するものについては、最も割合が
高いのは「職務を遂行する能力」で変わりありませんが、次が「主に従事する職務や仕事内容」となって
おり、「年齢、勤続年数、学歴などの個人属性」は、これまでと比べ大幅に低下しています。（図10）
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図７　勤続年数別・男女別・雇用形態別
月間所定内給与額（全国、2010年）

注　　事業所規模10人以上。
資料　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

図５　最低賃金（時間額）の推移（東京）

資料　東京労働局資料

図９　所得別雇用者数（東京、1997・2007年）

資料　東京都、総務省「就業構造基本調査」

図10　給与決定時に重視するもの（全国、2010年）

注　　複数回答。
資料　（独）労働政策研究・研修機構

「今後の産業動向と雇用のあり方に関する調査」

図８　一人当たり雇用者報酬（対前年変化率）・
要因の推移（全国）

注　　雇用形態の構成変化要因とは、非正規雇用比率の増減に伴う賃金
変化要因。

資料　厚生労働省「労働経済白書」

図６　国別最低賃金（世界）

注　　購買力平価換算。
資料　ILO「Global Wage Report」
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２　一部で長時間化する労働時間
（１）　若年者で顕著な長時間労働
　労働時間には、労働契約や就業規則等で定められた所定内労働時間と、残業時間や休日出勤などの
所定外（超過）労働時間があり、所定内労働時間と所定外労働時間を合わせて総実労働時間といいます。
2010年の東京における総実労働時間をみると、男性で1.6時間増、女性で2.1時間増と３年ぶりに増加し
ました。内訳をみると、所定内、所定外の両方で増加しています。（図１）
　東京の月間総実労働時間を男女別、年齢別に比較すると、どの年齢でも男性の方が女性よりも労働時
間が長くなっています。また、男女ともに若年者で労働時間が長くなる傾向にあります。特に男性の25
～29歳で184時間と長時間労働が顕著になっています。（図２）
　産業別では運輸業,郵便業が最も長く170.1時間で、次に建設業の168.6時間、情報通信業の164.6時間と
続いています。労働時間の内訳をみると、運輸業,郵便業、情報通信業は所定外労働時間が20時間を超え、
全産業の中でも１、２番目の長さとなっています。一方、建設業では所定内労働時間が唯一150時間を超
えているなど、各産業ごとに特徴がみられます。また、就業形態別でみると、パート労働者の労働時間は
一般労働者の約２分の１となっています。（図３）
　年間総実労働時間の増減率をみると、2000年度と2008年度に比較的大きく減少しています。その要因
をみると、2000年度は労働時間の短いパートタイム労働者の増加が主に寄与しています。一方、2008年
度は一般労働者の労働時間の減少が大きく影響しており、主な要因が異なっています。（図４）
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図１　男女別・所定内外別月間労働時間の推移（東京）

注　　事業所規模５人以上。
資料　東京都「毎月勤労統計調査」

図３　産業別・事業所規模別月間総実労働時間
　　（東京、2010年)

注、資料　図１に同じ

図２　男女別・年齢別月間総実労働時間
　　　　（東京、2010年）

注　　事業所規模10人以上。所定内実労働時間と超過実労働時間の合計。
資料　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

図４　年間総実労働時間増減率・
要因別寄与度の推移（全国）

注　　棒グラフは寄与度を表す。
資料　厚生労働省「労働経済白書」
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（２）　様々な方法で行われる労働時間短縮への取組
　2010年４月に改正労働基準法が施行され、月60時間を超える部分の時間外労働について、割増賃金率
が50％以上に引き上げられました（中小企業は、当分の間、適用猶予）。正社員の残業が60時間を超える
割合を企業に尋ねたところ、約３分の２の企業が「ほとんどない」という回答で、約４分の１が「１割程
度」、約１割が「２割程度以上」となっています。（図５）　労働時間短縮への取組をみると、「労働時間の
適正化に向けた仕事の役割・分担の見直し」は、ほぼ半数の企業が実施しており、次いで「長時間労働の
者やその上司に対する注意や助言」（37.9％）となっています。（図６）
（３）　産業の特徴に合わせて利用される変形労働時間制
　労働時間は１週間に40時間、１日に８時間と定められており、原則としてこれを超えて労働させるこ
とはできません。しかしながら、労使協定等に定めることにより、一定期間で平均した１週間当たりの
労働時間が法定労働時間を超えない範囲内であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させ
ることができます。これを変形労働時間制といいます。産業別に変形労働時間制が適用されている労
働者数割合をみると、１年単位では教育,学習支援業が最も高く３分の１強となっています。一方、短期
間で労働時間の調整を行う１ヶ月単位では、宿泊業,飲食サービス業が最も高く４割強の労働者が該当
しています。労働者が各自の始業・終業時刻を自分で選択して働くフレックスタイム制は、情報通信業、
学術研究,専門・技術サービス業の割合が高く、ともに２割強を占めています。（図７）
（４）　低下が続く有休利用日数
　東京の年次有給休暇の利用状況をみると、利用日数、利用率ともに低下傾向で、2009年の利用日数は
10年前に比べ、3.7日減の7.2日となっています。また利用率も10年前から20ポイント減少し、46.1％と５
割を下回っています。（図８）　こうした状況から企業は様々な有休取得促進策を講じています。何らか
の取得促進策を実施していない企業では有休取得率50％未満の割合が７割を超えているのに対し、実
施している企業では取得率50％未満がおおむね５割前後と一定の効果がみられます。（図９）
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図６　労働時間短縮への取組割合（全国、2008年）

注　　複数回答。
資料　（独）労働政策研究・研修機構

「中小企業の雇用管理と両立支援に関する調査」

図５　残業60時間を超える割合別企業数構成比
　　　　　　　　（全国、2009年）

注　　上場企業が対象。
資料　（独）労働政策研究 ・ 研修機構

「今後の雇用ポートフォリオと人事戦略に関する調査」

図８　年次有給休暇の利用状況の推移（東京）

注　　建設、製造、情報通信、運輸,郵便、金融,保険、不動産,物品賃貸業は
常用雇用者30～299人、その他は10～99人の都内企業対象。

資料　東京都「中小企業の賃金事情」

図９　取得促進策別・年次有給休暇取得率別
企業数構成比（全国、2009年）

資料　図５に同じ

図７　産業別・種類別変形労働時間制適用
労働者数割合（全国、2010年）

注　　「１週間単位の非定型的変形労働時間制」は掲載していない。
資料　厚生労働省「就労条件総合調査」
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３　求められるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
（１）　ワーク・ライフ・バランスにおける希望と現実のギャップ
　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは、人それぞれの希望に応じて「仕事」と、子育てや親
の介護、地域活動等の「仕事以外の生活」との調和がとれる状態をいいます。今後、少子高齢化がさらに
進み、人口が減少していけば、これまで以上に、仕事と仕事以外の役割を担う必要がある人が増えます。
ワーク・ライフ・バランスが実現すれば、個人は、より充実した生活を送り、成長しながら働くことがで
き、企業は社員の力を十分に引き出して、持続的に発展することができ、社内全体にも活力が生まれる
と考えられています。
　「仕事」「家庭生活」「個人の生活等」のうちの優先項目を尋ねた調査では、「仕事と家庭生活と個人の生
活等」すべてをバランスよく行いたいとする人が最も多く３割を占めています。「仕事」のみを優先させ
ることを理想とする人は1.6％ですが、現実には４割以上が「仕事」のみを優先させており、理想と現実
のギャップが大きくなっています。（図１）
　仕事と生活の調和が図れずに困難を感じるのはどのような場面かみてみると、「仕事と自分の趣味・
やりたいこととの両立に関して」や「自分自身の健康問題に関して」困難を感じたことがある人が多く
なっています。また、配偶者がいる人は「仕事と子育てとの両立に関して」の割合も高くなっています。
（図２）
　仕事と生活の調和が図れない要因のひとつとして、長時間労働が考えられます。１か月あたりの残業、
休日出勤時間の希望と実際をみると、希望では「なし」が最も多くなっています。時間が増加するに従い
希望者は減り、全体の９割以上が40時間未満の時間を希望しています。しかし実際には「なし」は約１割、
40時間未満は約７割で、60時間以上残業等をしている人が約１割もおり、希望に反して長時間労働をし
ている人が多いことがうかがえます。（図３）
　世帯構成やライフスタイルは近年大きく変化しており、1990年代半ばから、雇用者の共働き世帯数が、
男性雇用者と無業の妻からなるいわゆる専業主婦世帯を上回って推移しています。（図４）
　

第３章　雇用管理

図１　仕事、家庭生活等の優先状況（全国、2009年）

資料　内閣府「仕事と生活の調和（ワークライフバランス）と顧客ニーズに
関する意識調査」

図３　１か月当たりの残業、休日出勤時間の
希望と実際（１都３県、2008年）

注　　１都３県は東京、埼玉、千葉、神奈川。
資料　図２に同じ

図２　仕事と生活の調和が図れずに
困難を感じた場面（１都３県、2008年）

注　　複数回答。１都３県は東京、埼玉、千葉、神奈川。
資料　東京大学社会科学研究所「働き方とワーク・ライフ・バランスの現状に

関する調査」

図４　共働き等世帯の推移（全国）

注　　雇用者は非農林業雇用者、無業の妻は完全失業者と非労働力人口の合計。
資料　内閣府「子ども・子育て白書」、総務省「労働力調査」



131

　共働き世帯が増加し、仕事と家事育児の両方の役割を担う人が増えています。しかし、子育て世代の
男性は長時間労働の人が多いこともあり（第３章第２節参照）、育児にかける時間は短く、６歳未満の子
供を持つ男性の育児時間は１日平均30分程度で、欧米諸国と比較して半分程度となっています。家事の
時間を加えても、１日平均１時間程度と、欧米諸国と比べると３分の１程度であり、日本の男性の家事
育児参加が十分に進んでいないことがわかります。（図５）
（２）　育児・介護休業法の改正と、両立支援の状況
　2010年６月に、改正育児・介護休業法が施行され、３歳までの子を養育する労働者の短時間勤務制度
の義務化、父親も子育てができる働き方の実現として「パパママ育休プラス制度」１や、要介護状態の家
族がいる場合の介護休暇などが導入されました。
　都内で働く従業員に、自分が取得対象者になった場合、育児休業を取得したいかを尋ねたところ、「取
得したいと思う」男性は53.8％、女性は90.1％と高い割合となりました。（図６）　しかし、実際に育児休
業対象者（女性は出産者、男性は配偶者が出産）が育児休業を取得した割合をみると、2010年で男性従業
員1.5％、女性従業員92.5％と、男性従業員は依然としてほとんど育児休業を取得していません。（図７）
　子育てや介護をしながら働くための両立支援制度では、「短時間勤務制度」を設けている事業所が育
児支援では７割弱、介護支援では６割強と最も多く、次いで「所定時間外労働の免除」、「始業・終業時刻
の繰上げ・繰下げ」となっています。一方で、いずれの制度も設けていない事業所は、育児支援では16.2％、
介護支援では22.9％あります。（図８）
　中小企業がワーク・ライフ・バランスに取り組むことが、企業経営にどのような効果を及ぼすかを見
てみると、取組が高い中小企業のほうが、「退職者が減り定着率が高まった」、「仕事の質が高まった」と
答える企業の割合が高くなっています。ワーク・ライフ・バランスに取り組むことは、個人の生活満足度
が向上するだけでなく、企業の生産性や、従業員の定着率にプラスの効果が表れ、企業の競争力を高め
ることにつながると考えられます。（図９）

注１　母（父）だけでなく父（母）も育児休業を取得する場合、休業可能期間が１歳２か月に達するまで（２か月分は父（母）のプラス分）に延長される制度。 
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図５　６歳未満児がいる男性の
家事・育児関連時間（世界）

注　　日本、アメリカは2006年、それ以外は2004年の値。
資料　内閣府「子ども・子育て白書」

図８　育児・介護と仕事の両立支援制度の有無
　　　　　　　　（東京、2010年度）

注　　制度は複数回答。事業所内保育所の設置は育児支援のみの項目。
資料　図６に同じ

図９　中小企業におけるワーク・ライフ・バランスへの
取組が定着率や生産性に及ぼす影響
（全国、2009年）

注　　 経営者が、正社員に対して効果があったと回答した割合。複数回答。
「仕事と生活の調和」を図るための取組について、経営者と従業員とも
に0～10の11段階評価で6以上の評価だった中小企業を「取組が高
い」、4以下の評価だった中小企業を「取組が低い」とした。

資料　中小企業庁「中小企業白書」

図６　育児休業の取得希望（東京、2010年）

資料　東京都「男女雇用平等参画状況調査」

図７　育児休業取得率の推移（東京）

注　　2007年度はデータなし。
資料　図６に同じ
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４　正社員、正社員以外で差がみられる能力開発機会
（１）　低い正社員以外への教育訓練実施率
　全国の事業所における教育訓練の実施状況をみると、正社員に対してOFF-JT１あるいは計画的な
OJTを行った事業所は72.3％であるのに対し、正社員以外に対しては39.9％にとどまっています。産業
別にみると金融業,保険業の正社員に対する実施率が最も高く87.2％に達しており、正社員以外に対し
ても66.3％と高くなっています。次に正社員に対する実施率が高いのは医療,福祉の82.6％で、正社員以
外に対する実施率も62.3％と、金融業,保険業の次に高くなっています。また、事業所規模別では事業所
の規模が大きくなるにつれ実施率は高くなる傾向にあります。正社員以外に対する実施率を正社員率
別にみると、正社員率が10％未満の事業所では56.0％と高い一方、正社員率70％以上の事業所では大き
く低下しています。（図１）
　また、自己啓発を支援した事業所割合は正社員に対しては６割強ですが、正社員以外に対しては４割
弱となっています。（図２）
（２）　企業の支出費用は低いものの、実施割合はOFF-JTと並ぶ自己啓発
　2010年度にOFF-JT及び自己啓発支援の費用を支出した企業は、OFF-JTで約半数、自己啓発支援で
約４分の１となっています。費用の平均額をみるとOFF-JTでは2008年度に２万５千円支出していた
ものが、2009年度には1万３千円、自己啓発に対する援助では同じく８千円が４千円と大幅に減少し、
2010年度も横ばいとなっています。（図３）
　一方、労働者でOFF-JTを受講した割合をみると、2009年度に正社員で38.5％であったものが2010年
度には41.5％に、正社員以外では16.9％が19.0％に増加しました。しかし、自己啓発を行った労働者割合
では、正社員が42.1％から41.7％に、正社員以外では20.0％から18.4％と低下しています。（図４）

注１　OFF-JTとは、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）。一方、日常の業務に就きながら行われる教育訓練をOJTという。
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図１　産業別・規模別・正社員率階級別
教育訓練実施事業所割合（全国、2010年度）

資料　厚生労働省「能力開発基本調査」

図３　OFF-JT及び自己啓発費用を支出した企業割合・支出
した費用の労働者一人当たり平均額の推移（全国）

注　　円グラフはOFF-JT、自己啓発費用を支出した企業割合。棒グラフは費用の平均
額。常用労働者30人以上の民営企業。円グラフは2010年度の値。

資料　図１に同じ

図２　自己啓発を支援した
事業所割合
（全国、2010年度）

資料　図１に同じ

図４　雇用形態別OFF-JTを受講した労働
者・自己啓発を行った労働者割合
（全国、2009・2010年度）

資料　図１に同じ
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（３）　雇用形態で差があるOFF-JTの受講時間
　OFF-JTの受講時間をみると、正社員では８割弱が10時間以上となっているのに対し、正社員以外で
は４分の１が年間で５時間未満、約半数が10時間未満であり、雇用形態で差がみられます。一方、自己啓
発の受講費用については正社員、正社員以外とも２万円未満が約半数となっており、正社員の方がやや
高額傾向にあります。（図５、６）
（４）　職業訓練や自己啓発を行った若年者は半数未満
　東京の雇用者で１年間に職業訓練や自己啓発をした割合を年齢別にみると、最も多いのが25～34歳
の48.0％で、次いで35～44歳、15～24歳で約45％となっています。今後の労働力の基幹となる15～34歳
の若年者については、半数で職業訓練や自己啓発が未実施の状況にあります。また、雇用形態別では正
社員で実施率が５割を超えて高くなっており、正社員以外の中でも契約社員や労働者派遣事業所の派
遣社員で高く、パートでは低くなっています。（図７）
（５）　若年者の育成目標のトップは職業意識・勤労意欲
　事業所の若年労働者に対する育成目標については、６割近い事業所が正社員、正社員以外ともに基本
的な項目である職業意識・勤労意欲を挙げています。２番目に割合が高い項目は、正社員では業務に役
立つ専門知識や技能、正社員以外ではマナー・社会常識となっており、正社員と正社員以外で違いが見
られます。（図８）
（６）　人材育成に「問題がある」とする事業所は７割
　事業所の７割弱で人材育成に関して問題を抱えており、問題点の内容としては、４割を超える事業所
で指導する人材の不足や人材育成の時間がとれないことを挙げています。（図９）
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図５　OFF-JTの受講時間別
労働者数構成比
（全国、2010年度）

資料　図１に同じ

図６　自己啓発の延べ受講費用
階級別労働者数構成比
（全国、2010年度）

資料　図１に同じ

図７　職業訓練・自己啓発をした
就業者割合（東京、2007年）

資料　総務省「就業構造基本調査」

図８　若年正社員・正社員以外の若年労働者の
育成目標別事業所割合（全国、2009年）

資料　　厚生労働省「若年者雇用実態調査」

図９　人材育成に関する問題の有無と問題点別
事業所割合（全国、2010年度）

注　　複数回答。
資料　図１に同じ
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５　減少した労働災害、取組が求められるメンタルヘルス対策
（１）　全産業で減少した労働災害
　東京における死亡及び休業４日以上の死傷災害発生は、2002年に1万人を下回り2004年まで減少しま
した。その後増加して2006年から2008年まで１万人を超えた状況が３年間続き、2009年以降は1万人を
割って、2010年は9,326人となりました。業種別にみると、運輸業を除くその他の第３次産業が5,328人と
最も多く、次いで運輸業の1,694人、建設業の1,339人の順となっています。2001年と比べると、建設業、製
造業での労働災害が減少し、その他の業種で増加しています。（図１）
　死亡災害では、2001年からの推移をみると、増減はあるものの減少傾向にあり、2009年は2001年以降
で最も低い53人となりました。しかし、2010年には増加に転じ、73人となっています。業種別にみると、
その他の第３次産業が32人、建設業が25人、運輸業が７人、製造業が６人となっています。建設業は2008
年までは５年連続で最も多く、2009年以降はその他の第３次産業よりも少なくなっています。（図２）
　死亡及び休業４日以上の災害件数を事故の型別にみると、「転倒」が最も多く、21.5％となっています。
次いで「墜落、転落」が17.9％、「動作の反動、無理な動作」が15.5％と続きます。死亡災害の事故の型につ
いてみると、「墜落、転落」が31.5％と最も多く、次いで「はさまれ、巻き込まれ」が13.7％となっています。
（図３）
（２）　再び増加した脳･心臓疾患の労災補償請求件数
　脳･心臓疾患の労災状況についてみると、2001年度に、脳･心臓疾患の認定基準に長期間の過重業務を
考慮することなどを含む改正が行われたこともあり、2002年度以降、脳･心臓疾患に係る労災補償請求
件数は、全国、東京とも2006年度までおおむね増加傾向で推移しました。全国の請求件数は2007年度に
は減少に転じましたが、2010年度は４年ぶりに増加しています。また、全国の支給決定件数は2002年以
降、やや増加傾向にありましたが、2007年度をピークに３年連続で減少しています。

第3章　雇用管理

図１　業種別死傷災害発生状況の推移（東京）

注　　死亡及び休業４日以上の災害。第３次産業には労災非適業務を含む。
運輸業は交通運輸業、貨物取扱業、港湾貨物取扱業及び港湾荷役業の
計。その他は林業、漁業、鉱業及び農業の計。 2002年までは労災保険
給付データ、2003年以降は労働者死傷病報告による。

資料　東京労働局災害統計

図３　事故の型別労災件数構成比（東京、2010年）

資料　図１に同じ

図２　業種別死亡災害発生状況の推移（東京）

資料　図１に同じ

図４　脳・心臓疾患の労災補償請求・支給決定
状況の推移（東京･全国）

注　　支給決定件数は当年度に「業務上」と認定した件数で、当年度以前
に請求があったものを含む。

資料　厚生労働省、東京労働局「脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償
状況」
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　東京は請求件数、支給決定件数ともに2009年度は前年度に比べ減少しましたが、2010年度は増加して
います。（図４）
　また精神障害等の労災状況をみると、2009年度には、精神疾患等の認定基準が改正され、具体的出来
事の追加や心理的負荷をより適切に評価するために必要な修正が行われたことなどもあり、全国、東京
ともに請求件数が大幅に増加しました。全国の請求件数は2009年度、2010年度と２年連続で過去最高と
なり、また支給決定件数は2010年度は過去最高の308件となっています。東京については、請求件数は
2009年度は前年度に比べ43件増加し201件となりましたが、2010年度は減少しました。支給決定件数は、
2010年度は2009年度より７件増加し、40件となっています。（図５）
（３）　中小規模事業所の４分の３で取り組んでいないメンタルヘルス対策
　従業員を取り巻く最近の状況の問題点として「コミュニケーションの減少」を挙げる事業所が25.3％、
「人間関係の希薄化」では23.1％を占めており、社内のコミュニケーションや職場の人間関係に問題が
あると考える事業所が比較的多いことがわかります。（図６）
　メンタルヘルスに取り組んでいる中小規模事業所は、24.6％と全体の約４分の１です。産業別にみると、
運輸業,郵便業が最も高く38.3％、次いで情報通信業が34.8％、サービス業が29.4％となっています。一方、
取組率が低いのは、医療,福祉の9.4％、建設業の16.5％、小売業の17.9％となっています。
　産業別にメンタルヘルスに悩む従業員有無の事業所割合をみると、情報通信業では52.2％と最も高
く、次いで、学術研究,専門・技術サービス業が34.5％、サービス業が31.8％となっています。これらの産
業では、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合よりメンタルヘルスに悩む従業員がいた事
業所割合の方が高くなっており、取組が十分には進んでいないことがうかがえます。（図７、８）
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図７　産業別メンタルヘルス対策の取組有無の
事業所割合（東京、2009年）

注　　10～299人規模事業所への設問。
資料　図６に同じ

図５　精神障害等の労災補償請求・支給決定状況
の推移（東京・全国）

資料　図４に同じ

図８　産業別メンタルヘルス不調に悩む従業員有無の
事業所割合（東京、2009年）

注　　10～299人規模事業所への設問。直近5年間でメンタルヘルス不調者
が発生した事業所の割合。

資料　図６に同じ

図６　従業員を取り巻く最近の状況の問題点
　　　　　（東京、2009年）

注　　10～299人規模事業所への設問。複数回答。その他、無回答除く。
資料　東京都産業労働局調べ
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