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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

第１節　景気後退や少子高齢化の影響を受ける労働力

第
１
章

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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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）

第２章　就業者を取り巻く状況

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　
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（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）
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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）

第２章　就業者を取り巻く状況

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」



121

（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）　

第２節　就業意欲旺盛な高年齢者

第
２
章図５　産業別55歳以上有業者数、有業者全体に

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）
　　

第2章　就業者を取り巻く状況

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）
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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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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）

第３章　雇用管理

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

第３章 雇用管理
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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）
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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」
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　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。
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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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１　徐々に広がりをみせる労働組合の活動
（１）　５年連続で増加した東京の労働組合員数
　2010年における東京の労働組合の組織状況は、組合数が前年から21組合減の7,673組合で、９年連続の
減少となっています。一方、組合員数については、前年に比べ約１千人増の208万２千人で、５年連続の
増加となりました。また東京のパートタイム労働者の組合員数は、前年より約１千人増加して19万９千
人となっています。（図１）
　東京の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、2007年から３年連続で上昇し
ていましたが、2010年は前年から横ばいの27.1％となりました。全国の労働組合の推定組織率について
は、2007年までは低下傾向にありましたが、2008年から2009年にかけて0.4％上昇し、2010年は2009年と
同じ18.5％となっています。また全国のパートタイム労働者の推定組織率をみると、2010年は前年から
0.3％増の5.6％となり、５年連続の上昇となりました。（図２）
　産業別に組合員数をみると、製造業が約34万１千人で最も多く、東京都内の労働組合員数の16.4％を
占めています。次いで金融業,保険業が約26万４千人、卸売業,小売業が約24万５千人となっています。
（図３）
　企業規模別に推定組織率をみると、規模が大きいほど組織率が高く、従業員が1,000人以上の企業では
46.6％と、民営企業全体の約2.7倍となっています。1,000人未満の企業では組織率が減少傾向にあります
が、2010年は前年と比べ、ほぼ横ばいとなりました。（図４）

第４章　労使関係

図１　労働組合数・組合員数の推移（東京）

注　   各年６月30日現在。
パートタイム労働者組合員数は2001年以降の数値を掲載。

資料　東京都「労働組合基礎調査」

図３　産業別組合員数（東京、2010年）

注　　各年６月30日現在。
資料　図１に同じ

図２　推定組織率の推移（東京・全国）

注　　各年６月30日現在。全体の推定組織率＝組合員数／雇用者数×100。
パートタイム労働者の推定組織率＝パートタイム労働者の労働組合
員数／ 短時間雇用者数（週35時間未満の雇用者数）×100。　　　

資料　東京都、厚生労働省「労働組合基礎調査」

図４　企業規模別推定組織率の推移（全国）

注 　  各年６月30日現在。
民営企業の企業規模別推定組織率を掲載。

資料　厚生労働省「労働組合基礎調査」

第４章 労使関係
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　労働組合への加入状況別に労働者の割合をみると、「加入している」とする労働者は31.0％で、企業内
の労働組合がない労働者も過半数を占めています。就業形態別では、「加入している」とする割合は一般
労働者が32.4％と最も多く、パートタイム労働者は23.6％、契約労働者は18.3％となっています。（図５）
（２）　様々な問題が付議される労使協議機関
　労使協議機関とは、事業所又は企業における諸問題につき、労働者ないし労働組合の意思を反映させ
るため、使用者と労働者の代表とが協議する常設的機関です。2009年における、労使協議機関に付議す
る事業所割合が多い事項は、「労働時間・休日・休暇」「職場の安全衛生」「賃金・一時金」「定年制・勤務延
長・再雇用」などとなっています。（図６）
（３）　２年連続で減少した春季賃上げの妥結額、３年ぶりに増加した夏季・年末一時金の妥結額
　2010年の東京の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6,280円と前年から減少し、平均妥結額（加重平均）も5,411円で前年から減少しました。要求額と妥結
額との差は869円で、前年の差2,781円と比べて小さくなりました。（図７）
　一時金妥結状況の平均妥結額（加重平均）をみると、夏季一時金は70万5,722円で平均賃金の2.19か月
分に相当、年末一時金は70万4,809円で平均賃金の2.22か月分に相当し、ともに３年ぶりの増加となりま
した。（図８）

注１　組合員一人当たりの平均（組合員数を考慮した算出方法）。
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図７　春季賃上げ状況の推移（東京）

注  　 加重平均。
資料　東京都「経済要求妥結調査」

図５　就業形態別・労働組合への加入状況別
労働者割合（全国、2009年）

注　　常用労働者30人以上を雇用する民営事業所。
資料　厚生労働省「労使コミュニケーション調査」

図８ 夏季・年末一時金妥結状況の推移（東京）

注、資料　図７に同じ

図６　労使協議機関に付議する事項別事業所割合
　　　　　　　　　（全国、2009年）

注　　常用労働者30人以上を雇用する民営事業所対象。
項目別に、労使協議機関がある事業所を100とした割合を掲載。
付議事項上位10位までを掲載。

資料　図５に同じ
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（４）　減少した労働争議件数
　東京の労働争議件数は、2008年以降２年連続で増加していましたが、2010年における争議件数は前
年と比較して83件減の250件となりました。一方、労働争議に参加する人数は、前年と比較して3,131人
増の11,644人となり、３年ぶりに増加しました。（図９）
　2010年の東京における労働争議の発生原因別構成比をみると、「経営・人事（解雇反対等）」の割合
が最も高く46.8％となっています。次にその他の労働条件（34.8％）、「賃金額（賞与・一時金）の改定」
（26.0％）となっています。また原因の推移をみると、2007年まで「賃金額（基本給・諸手当）の改定」が高
い割合で推移していましたが、2008年に「経営・人事（解雇反対等）」と逆転し、2010年は24.4％となりま
した。（図10）
２　様々な手段を通じて解決が図られる労使紛争
（１）　制度発足後、増加が続く労働審判申立件数
　労使紛争を解決する手段には様々な種類があり、紛争の実情に応じて適切な手段を選択することに
なります。主な紛争解決手段の一つとして、裁判手続である民事訴訟があります。民事訴訟は、終局的
な紛争解決が図れる反面、費用や手続上の負担が重く、時間がかかるといったデメリットがあります。
これに対し裁判手続を用いない場合（自治体・労働局・労働委員会などが行う「労働相談」、「あっせん」
等、労働局長の「助言」・「指導」等）は、強制力はありませんが、費用や手続上の負担が比較的軽く、迅速
な紛争解決のために効果的といえます。
　個々の労働者と事業主との間に生じた紛争を、通常の訴訟より短期間で適正かつ実効的に解決する
ことを目的として、2006年に裁判手続の一つである労働審判制度が創設されました。この制度では、当
事者の申立てを受けて労働審判委員会が話し合いによる解決（調停）を試み、これで解決されない場合は、
審判（判決）をすることになります。審理の期日は原則として３回以内とされています。東京地方裁判所
に対する労働審判の申立て件数は、2009年で1,140件となり、制度発足以降増加が続いています。（図１）

第４章　労使関係

図９　労働争議発生状況の推移（東京）

資料　東京都「東京レイバーリポート」

図１　労働審判申立件数の推移（東京・全国）

資料　　裁判所資料

図10　原因別労働争議件数構成比の推移（東京）

注　　発生原因が複数の場合２項目まで集計するため、総件数に対する比率の合
計は100％を超える。

資料　図９に同じ

図２　総合労働相談件数・民事上の
個別労働紛争相談件数の推移（東京）

資料　東京労働局「個別労働紛争解決制度の施行状況」
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（２）　増加する「民事上の個別労働紛争相談」の件数
　各都道府県の労働局では、集団的・個別的を問わず、労働相談（「総合労働相談」）を受け付けています。
東京労働局における総合労働相談件数は、増加が続いていましたが、2009年度以降２年連続で減少し、
2010年度は129,317件となりました。そのうち、労働関係法令違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等
に関するいわゆる「民事上の個別労働紛争相談」の件数は増加が続いており、2010年度は29,965件とな
りました。（図２）
　都道府県労働局が相談を受け付けた個別的労使紛争のうち、相談では解決に至らなかった事案に
ついては、労働局長が「助言」・「指導」を行う制度と紛争調整委員会が「あっせん」を行う制度を利用して、
解決を図ることができます。2010年度における東京労働局長による「助言」・「指導」の申出受付件数は
484件となり、東京紛争調整委員会による「あっせん」は1,203件となりました。（図３）
（３）　５万件を超える東京都の労働相談
　東京都でも労働問題全般についての相談を受け付けており、寄せられた労働相談件数は、2006年度か
ら５万件を超える高い水準が続いています。また、労働相談で問題が解決しない場合に、労使双方から
の要請に基づき、東京都労働相談情報センターが労使の間に入って解決に向けた調整をする「あっせ
ん」という制度があります。この「あっせん」件数は減少傾向が続いており、2010年度は639件となってい
ます。（図４）　東京都が行う労働相談について内容別項目数をみると、「解雇」は2000年度以降ほとん
どの年度で10％を超えるかたちで推移していましたが、2010年度は8.8％に低下しました。一方、近年は
「人間関係」の割合が上昇傾向となっています。（図５）
　東京都の受け付けた労働相談件数を産業別にみると、サービス業が１位となっており、常に１万件を
超える高い水準で推移しています。近年情報通信業が増加傾向にあり、2009年度には、情報通信業が卸
売業,小売業と製造業を上回る結果となりました。しかし2010年度は、情報通信業が減少し、再び卸売業,
小売業が２位、製造業が３位となっています。また、医療,福祉は、近年緩やかながら増加傾向にありま
したが、2010年度はわずかに減少しました。（図６）

第１節　徐々に広がりをみせる労働組合の活動／第２節　様々な手段を通じて解決が図られる労使紛争

第
４
章

図５　労働相談内容主要項目別構成比の推移（東京）

注　　「人間関係」は「職場の嫌がらせ」「セクシュアルハラスメント」を
含む。「人間関係」は2006年に集計開始。
１件の相談で、複数項目にわたる相談があるため、相談項目数は
相談件数を上回る。

資料　図４に同じ

図３　労働局長による助言・指導申出件数、紛争
調整委員会によるあっせん申請受理件数の
推移（東京）

資料　図２に同じ

図６　産業別労働相談件数の推移（東京）

注　　2010年度の相談件数が多い産業上位5位まで掲載。
資料　図４に同じ

図４　労働相談件数・あっせん件数の推移（東京）

資料　東京都「労働相談及びあっせんの概要」
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