
全国第１位の東京の事業所数

都内出荷額等の５割以上を占める多摩地域

小規模事業所が半数以上を占める東京の製造業

注  従業者数４人以上の出荷額等、付加価値額は速報値
資料 東京都「東京の工業」

資料 東京都「東京の工業」
注 地域別の（ ）は都内構成比
  「 」内は2005年に出荷額等の構成比が大きい業種

注 製造品出荷額等は「出荷額等」と表記

資料 経済産業省「工業統計」

資料 東京都「東京の工業」、ー経済産業省「工業統計」

資料 東京都｢東京の工業」

資料 東京都「東京の工業」、経済産業省「工業統計」
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小規模事業所が支える東京の製造業

減少続く東京の製造業 大きなウェイトを占める印刷・同関連業、全国に比べ構成比が大きい精密機械

東京の製造業は事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額のいずれも減少が続いてきましたが、2006年には従業者４人以上規模で出荷額等、付加
価値額が増加しました。特に、出荷額等では９年ぶりの増加となっています。東京の製造業は出荷額等で全国8位となっているものの、事業所数では
依然として全国1位となっています。東京は小規模事業所が多く、従業者１～３人規模の事業所が全体の半数以上を占めており、全国の小規模事業所
の割合と比べてもその割合は高くなっています。

出荷額等の構成比では印刷・同関連業の割合が高く、東京は日本の政治、経済、文化の中心としての情報発信の役割を担っています。また精密機械器
具も全国に比べ特に構成比が高くなっています。精密機械器具では測定器や分析機器など高度な知識や技術が融合する製品が作られており、東京の
精密な製品、技術は日本の研究・開発を牽引しています。事業所数では区部に８割以上が集積していますが、出荷額等では情報通信機械、輸送用機
械、電子・デバイス等の大規模事業所が立地している多摩地域が５割以上を占めています。

製造業の事業所数、従業者数

出荷額等・付加価値額

（従業者４人以上規模）

地域別事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額構成比（2005年）

中分類別出荷額等構成比（上位10中分類、2005年）

印刷・同関連業の出荷額等構成比（2005年） 精密機械の出荷額等構成比（2005年）

事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額全国比（2005年）

従業者規模別事業所数、出荷額等構成比（2005年）

（全事業所）

城西地域
（世田谷区、中野区、

杉並区、練馬区）

城北地域
（北区、板橋区）

城東地域
（台東区、墨田区、江東区、荒川区、

足立区、葛飾区、江戸川区）

都心地域
（千代田区、中央区、港区）

島しょ
城南地域

（品川区、目黒区、大田区）

副都心地域
（新宿区、文京区、 

渋谷区、豊島区）

多摩地域

●事業所数  2.0千所(4.4％)
●従業者数  1.5万人(3.5％)
●出荷額等  2.5千億円(2.2％)
●付加価値額 1.2千億円(2.5％)

「情報通信機械、食料品、印刷・同関連業」

●事業所数  3.5千所(7.7％)
●従業者数  4.0万人(9.2％)
●出荷額等  9.8千億円(8.8％)
●付加価値額 3.8千億円(7.8％) 
    「印刷・同関連業」

●事業所数  21.0千所（46.9％）
●従業者数  12.3万人（28.6％）
●出荷額等  20.0千億円（18.1％）
●付加価値額 9.6千億円（20.1％）

「印刷・同関連業、一般機械、金属製品」

●事業所数  1.6千所（3.6％）
●従業者数  1.4万人（3.3％）
●出荷額等  2.8千億円（2.5％）
●付加価値額 1.4千億円（2.8％）
    「印刷･同関連業」

●事業所数  0.1千所 (0.3％)
●従業者数  0.1万人 (0.1％)
●出荷額等  0.04千億円 (0.04％)
●付加価値額 0.02千億円 (0.04％)
    ｢窯業・土石、食料品」

●事業所数  7.1千所(15.9％)
●従業者数  5.4万人(12.4％)
●出荷額等  １0.2千億円(9.2％)
●付加価値額 5.0千億円(10.4％)
   「一般機械、金属製品」

●事業所数  3.1千所（6.9％）
●従業者数  3.3万人（7.7％）
●出荷額等  6.5千億円（5.9％）
●付加価値額 2.9千億円(6.1％)
    「印刷・同関連業」

●事業所数  6.4千所(14.3％)
●従業者数  15.1万人(35.2％)
●出荷額等  59.1千億円(53.3％)
●付加価値額 24.0千億円(50.1％)

 「輸送用機械、情報通信機械、
   電子･デバイス、電気機械」

東京の産業 ─ 製造業 東京の産業 ─ 製造業
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全国第１位の東京の事業所数

都内出荷額等の５割以上を占める多摩地域

小規模事業所が半数以上を占める東京の製造業

注  従業者数４人以上の出荷額等、付加価値額は速報値
資料 東京都「東京の工業」

資料 東京都「東京の工業」
注 地域別の（ ）は都内構成比
  「 」内は2005年に出荷額等の構成比が大きい業種

注 製造品出荷額等は「出荷額等」と表記

資料 経済産業省「工業統計」

資料 東京都「東京の工業」、ー経済産業省「工業統計」

資料 東京都｢東京の工業」

資料 東京都「東京の工業」、経済産業省「工業統計」
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小規模事業所が支える東京の製造業

減少続く東京の製造業 大きなウェイトを占める印刷・同関連業、全国に比べ構成比が大きい精密機械

東京の製造業は事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額のいずれも減少が続いてきましたが、2006年には従業者４人以上規模で出荷額等、付加
価値額が増加しました。特に、出荷額等では９年ぶりの増加となっています。東京の製造業は出荷額等で全国8位となっているものの、事業所数では
依然として全国1位となっています。東京は小規模事業所が多く、従業者１～３人規模の事業所が全体の半数以上を占めており、全国の小規模事業所
の割合と比べてもその割合は高くなっています。

出荷額等の構成比では印刷・同関連業の割合が高く、東京は日本の政治、経済、文化の中心としての情報発信の役割を担っています。また精密機械器
具も全国に比べ特に構成比が高くなっています。精密機械器具では測定器や分析機器など高度な知識や技術が融合する製品が作られており、東京の
精密な製品、技術は日本の研究・開発を牽引しています。事業所数では区部に８割以上が集積していますが、出荷額等では情報通信機械、輸送用機
械、電子・デバイス等の大規模事業所が立地している多摩地域が５割以上を占めています。

製造業の事業所数、従業者数

出荷額等・付加価値額

（従業者４人以上規模）

地域別事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額構成比（2005年）

中分類別出荷額等構成比（上位10中分類、2005年）

印刷・同関連業の出荷額等構成比（2005年） 精密機械の出荷額等構成比（2005年）

事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額全国比（2005年）

従業者規模別事業所数、出荷額等構成比（2005年）

（全事業所）

城西地域
（世田谷区、中野区、

杉並区、練馬区）

城北地域
（北区、板橋区）

城東地域
（台東区、墨田区、江東区、荒川区、

足立区、葛飾区、江戸川区）

都心地域
（千代田区、中央区、港区）

島しょ
城南地域

（品川区、目黒区、大田区）

副都心地域
（新宿区、文京区、 

渋谷区、豊島区）

多摩地域

●事業所数  2.0千所(4.4％)
●従業者数  1.5万人(3.5％)
●出荷額等  2.5千億円(2.2％)
●付加価値額 1.2千億円(2.5％)

「情報通信機械、食料品、印刷・同関連業」

●事業所数  3.5千所(7.7％)
●従業者数  4.0万人(9.2％)
●出荷額等  9.8千億円(8.8％)
●付加価値額 3.8千億円(7.8％) 
    「印刷・同関連業」

●事業所数  21.0千所（46.9％）
●従業者数  12.3万人（28.6％）
●出荷額等  20.0千億円（18.1％）
●付加価値額 9.6千億円（20.1％）

「印刷・同関連業、一般機械、金属製品」

●事業所数  1.6千所（3.6％）
●従業者数  1.4万人（3.3％）
●出荷額等  2.8千億円（2.5％）
●付加価値額 1.4千億円（2.8％）
    「印刷･同関連業」

●事業所数  0.1千所 (0.3％)
●従業者数  0.1万人 (0.1％)
●出荷額等  0.04千億円 (0.04％)
●付加価値額 0.02千億円 (0.04％)
    ｢窯業・土石、食料品」

●事業所数  7.1千所(15.9％)
●従業者数  5.4万人(12.4％)
●出荷額等  １0.2千億円(9.2％)
●付加価値額 5.0千億円(10.4％)
   「一般機械、金属製品」

●事業所数  3.1千所（6.9％）
●従業者数  3.3万人（7.7％）
●出荷額等  6.5千億円（5.9％）
●付加価値額 2.9千億円(6.1％)
    「印刷・同関連業」

●事業所数  6.4千所(14.3％)
●従業者数  15.1万人(35.2％)
●出荷額等  59.1千億円(53.3％)
●付加価値額 24.0千億円(50.1％)

 「輸送用機械、情報通信機械、
   電子･デバイス、電気機械」

東京の産業 ─ 製造業 東京の産業 ─ 製造業
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資料 経済産業省｢商業統計」

注  売場面積／事業所数は、売場面積を事業所数で除した値である。
資料ーー経済産業省「商業統計」

注  各項目に重複している派遣・下請出向者を除いて算出しているため
   単純集計とは一致しない。
資料 東京都｢商業統計調査」資料 経済産業省｢商業統計」

注  99年以降の数値は99年の事業所・企業統計調査との同時調査により
   補足した事業所分を含んでいるため、97年以前とは連続しない。
資料 東京都「商業統計調査」 資料 東京都「商業統計調査」

資料 東京都「商業統計調査」

注  99年以降の数値は99年の事業所・企業統計調査との同時調査により補足
   した事業所分を含んでいるため、97年以前とは連続しない。
資料 東京都「商業統計調査」 資料 東京都「商業統計調査」

資料 （社）日本通信販売協会資料

注  専門スーパー：衣、食、住のいずれかが70％以上でセルフ方式、売場面積250㎡以上
   専 ー門ー 店ー：衣、食、住のいずれかが90％以上で非セルフ方式
   中ー 心 ー店ー：衣、食、住のいずれかが50％以上で非セルフ方式
資料 東京都「商業統計調査」

商品販売額で全国の4割を占める卸売業 売場面積が拡大する小売業

東京の卸売業は事業所数、従業者数ともに減少しています。2004年の年間商品販売額は160兆円で全国の４割を占め、我が国の流通で極めて重要な
役割を担っています。地域別では、事業所は問屋が集積する中央区や台東区に多く、年間商品販売額では商社が多く所在する都心３区で約7割を占め
ています。品目別年間商品販売額の６割以上が建築材料、金属材料、機械器具等のいわゆる産業材で、旺盛な東京の産業活動を支えています。近年、
小売・生産者間の直取引率が増加するなど、流通経路は短縮化される傾向にあります。

東京の小売業の事業所数は減少しているものの、従業者数は増加傾向にあります。年間商品販売額も2004年には増加となり、約17兆円で全国シェア
の1割以上を占めています。また、売場面積は拡大傾向にあり、大型化が進んでいることがうかがえます。業態別では、専門店が、事業所数の６割以上
を占めているものの、年間商品販売額では35％にとどまっています。パート・アルバイト等の割合が正社員を大きく上回っていることが小売業の特徴
です。近年、情報技術の進展とインターネット、BS等各種テレビ放送の普及などを背景として、通信販売市場が急速に拡大しています。

小売・生産者間の直取引率 雇用形態別就業者数構成比（2004年） 通信販売売上高、前年度比（全国）

都道府県別事業所数、従業者数、年間商品販売額構成比（2004年）
卸売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額 小売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 都道府県別事業所数、従業者数、年間商品販売額、

売場面積構成比（2004年）

地域別事業所数、従業者数、年間商品販売額構成比(2004年）

業種別事業所数、品目別年間商品販売額構成比

小売業事業所数、売場面積、売場面積／事業所数の指数 業態別事業所数、従業者数、年間商品販売額、
売場面積構成比 （2004年）

1 減少した事業所、従業者 1 減少した事業所、拡大する売場面積

3 大型化する小売業事業所

5 パート・アルバイトが支える小売業 6 拡大する通信販売市場

4 事業所の6割を占める専門店

2 全国の１割を超える小売業の年間商品販売額

4 年間商品販売額の6割以上が産業材 5 短縮化される流通経路

3 年間商品販売額では都心3区が7割

2 全国シェアの4割を占める
        卸売業の年間商品販売額

東京の産業 ─ 卸売・小売業 東京の産業 ─ 卸売・小売業
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資料 経済産業省｢商業統計」

注  売場面積／事業所数は、売場面積を事業所数で除した値である。
資料ーー経済産業省「商業統計」

注  各項目に重複している派遣・下請出向者を除いて算出しているため
   単純集計とは一致しない。
資料 東京都｢商業統計調査」資料 経済産業省｢商業統計」

注  99年以降の数値は99年の事業所・企業統計調査との同時調査により
   補足した事業所分を含んでいるため、97年以前とは連続しない。
資料 東京都「商業統計調査」 資料 東京都「商業統計調査」

資料 東京都「商業統計調査」

注  99年以降の数値は99年の事業所・企業統計調査との同時調査により補足
   した事業所分を含んでいるため、97年以前とは連続しない。
資料 東京都「商業統計調査」 資料 東京都「商業統計調査」

資料 （社）日本通信販売協会資料

注  専門スーパー：衣、食、住のいずれかが70％以上でセルフ方式、売場面積250㎡以上
   専 ー門ー 店ー：衣、食、住のいずれかが90％以上で非セルフ方式
   中ー 心 ー店ー：衣、食、住のいずれかが50％以上で非セルフ方式
資料 東京都「商業統計調査」

商品販売額で全国の4割を占める卸売業 売場面積が拡大する小売業

東京の卸売業は事業所数、従業者数ともに減少しています。2004年の年間商品販売額は160兆円で全国の４割を占め、我が国の流通で極めて重要な
役割を担っています。地域別では、事業所は問屋が集積する中央区や台東区に多く、年間商品販売額では商社が多く所在する都心３区で約7割を占め
ています。品目別年間商品販売額の６割以上が建築材料、金属材料、機械器具等のいわゆる産業材で、旺盛な東京の産業活動を支えています。近年、
小売・生産者間の直取引率が増加するなど、流通経路は短縮化される傾向にあります。

東京の小売業の事業所数は減少しているものの、従業者数は増加傾向にあります。年間商品販売額も2004年には増加となり、約17兆円で全国シェア
の1割以上を占めています。また、売場面積は拡大傾向にあり、大型化が進んでいることがうかがえます。業態別では、専門店が、事業所数の６割以上
を占めているものの、年間商品販売額では35％にとどまっています。パート・アルバイト等の割合が正社員を大きく上回っていることが小売業の特徴
です。近年、情報技術の進展とインターネット、BS等各種テレビ放送の普及などを背景として、通信販売市場が急速に拡大しています。

小売・生産者間の直取引率 雇用形態別就業者数構成比（2004年） 通信販売売上高、前年度比（全国）

都道府県別事業所数、従業者数、年間商品販売額構成比（2004年）
卸売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額 小売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 都道府県別事業所数、従業者数、年間商品販売額、

売場面積構成比（2004年）

地域別事業所数、従業者数、年間商品販売額構成比(2004年）

業種別事業所数、品目別年間商品販売額構成比

小売業事業所数、売場面積、売場面積／事業所数の指数 業態別事業所数、従業者数、年間商品販売額、
売場面積構成比 （2004年）

1 減少した事業所、従業者 1 減少した事業所、拡大する売場面積

3 大型化する小売業事業所

5 パート・アルバイトが支える小売業 6 拡大する通信販売市場

4 事業所の6割を占める専門店

2 全国の１割を超える小売業の年間商品販売額

4 年間商品販売額の6割以上が産業材 5 短縮化される流通経路

3 年間商品販売額では都心3区が7割

2 全国シェアの4割を占める
        卸売業の年間商品販売額

東京の産業 ─ 卸売・小売業 東京の産業 ─ 卸売・小売業
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注  カッコ内は構成比
資料 経済産業省「特定サービス産業実態調査」資料 総務省「サービス業基本調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  収入額は2004年の数値
資料 総務省「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 経済産業省「特定サービス産業実態調査」

注  新規立地率、存続率とも年率
資料 国土交通省「ソフト系IT産業の実態調査」

事業所向けが中心の東京のサービス業 日本の情報通信の中枢を担う東京

東京のサービス業の事業所数、従業者数はともに全国１位となっており、特に従業者数は大きく伸びています。収入額も全国のおよそ３割を占め、他県
を大きく上回っています。業種別の事業所数では、法律、会計士事務所などの専門サービス業の構成比が３割を超えています。また、広告業は、東京で
はわずかな構成比となっていますが、全国シェアは約４割を占める点が特徴的です。収入額では、東京は物品賃貸業や広告業などの事業所向けサービ
スが６割と最も多く、全国では５割を占める個人向けサービスは約２割にとどまっています。

東京の情報通信業の事業所数、従業者数はともに増加傾向にあり、全国の３分の１を超える事業所が集積しています。業種別では情報サービス業の
割合が高く、なかでもソフトウェア業が大きなウェイトを占め、売上高では全国のおよそ６割を占めています。ソフトウェア業の内訳では、顧客からの委
託により新たにソフトウェアの開発・作成を行う受注ソフトウェア開発が最も高い割合を占めています。ソフトウェア業やインターネット関連サービス
などを手がけるソフト系IT産業の事業所も新規立地が進んでおり、特に秋葉原、銀座などへの立地が顕著となっています。

都道府県別事業所数、従業者数、収入額構成比（2006年）サービス業の事業所数、従業者数

業種別収入額構成比（2004年）

中分類別事業所数、従業員数の都内構成比、全国比（2006年）
（都内サービス業の構成比） （全国に占める割合）

1 大きく伸びた従業者

3 東京に集中する広告業

4 事業所向けサービスが6割を占める東京のサービス業

2 全国シェアの高い東京のサービス業収入額

中分類別事業所数、従業者数構成比（2006年）

3 事業所の5割を占める情報サービス業

業務業種別年間売上高、構成比（2006年）

5 ソフトウェア業の主力は受注ソフトウェア開発
ソフト系IT産業事業所の新規立地率、存続率

6 事業所の新設が盛んな東京のソフト系IT産業

情報通信業の事業所数、従業者数

1 10年間でおよそ1.5倍に増えた
             事業所、従業者

都道府県別事業所数、従業者数構成比（2006年）

2 全国の事業所の3分の1以上が集積する
           東京の情報通信業

ソフトウェア業の都道府県別年間売上高構成比（2006年）

4 売上高で全国シェア6割を占める
          東京のソフトウェア業

東京の産業 ─ サービス業 東京の産業 ─ 情報通信業
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注  カッコ内は構成比
資料 経済産業省「特定サービス産業実態調査」資料 総務省「サービス業基本調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  収入額は2004年の数値
資料 総務省「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 経済産業省「特定サービス産業実態調査」

注  新規立地率、存続率とも年率
資料 国土交通省「ソフト系IT産業の実態調査」

事業所向けが中心の東京のサービス業 日本の情報通信の中枢を担う東京

東京のサービス業の事業所数、従業者数はともに全国１位となっており、特に従業者数は大きく伸びています。収入額も全国のおよそ３割を占め、他県
を大きく上回っています。業種別の事業所数では、法律、会計士事務所などの専門サービス業の構成比が３割を超えています。また、広告業は、東京で
はわずかな構成比となっていますが、全国シェアは約４割を占める点が特徴的です。収入額では、東京は物品賃貸業や広告業などの事業所向けサービ
スが６割と最も多く、全国では５割を占める個人向けサービスは約２割にとどまっています。

東京の情報通信業の事業所数、従業者数はともに増加傾向にあり、全国の３分の１を超える事業所が集積しています。業種別では情報サービス業の
割合が高く、なかでもソフトウェア業が大きなウェイトを占め、売上高では全国のおよそ６割を占めています。ソフトウェア業の内訳では、顧客からの委
託により新たにソフトウェアの開発・作成を行う受注ソフトウェア開発が最も高い割合を占めています。ソフトウェア業やインターネット関連サービス
などを手がけるソフト系IT産業の事業所も新規立地が進んでおり、特に秋葉原、銀座などへの立地が顕著となっています。

都道府県別事業所数、従業者数、収入額構成比（2006年）サービス業の事業所数、従業者数

業種別収入額構成比（2004年）

中分類別事業所数、従業員数の都内構成比、全国比（2006年）
（都内サービス業の構成比） （全国に占める割合）

1 大きく伸びた従業者

3 東京に集中する広告業

4 事業所向けサービスが6割を占める東京のサービス業

2 全国シェアの高い東京のサービス業収入額

中分類別事業所数、従業者数構成比（2006年）

3 事業所の5割を占める情報サービス業

業務業種別年間売上高、構成比（2006年）

5 ソフトウェア業の主力は受注ソフトウェア開発
ソフト系IT産業事業所の新規立地率、存続率

6 事業所の新設が盛んな東京のソフト系IT産業

情報通信業の事業所数、従業者数

1 10年間でおよそ1.5倍に増えた
             事業所、従業者

都道府県別事業所数、従業者数構成比（2006年）

2 全国の事業所の3分の1以上が集積する
           東京の情報通信業

ソフトウェア業の都道府県別年間売上高構成比（2006年）

4 売上高で全国シェア6割を占める
          東京のソフトウェア業

東京の産業 ─ サービス業 東京の産業 ─ 情報通信業
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注  国及び地方公共団体の事業所を含む
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  国及び地方公共団体の事業所（公営と表記）を含む
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  国及び地方公共団体の事業所（公営と表記）を含む
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 東京都ー「学校基本調査」 資料 総務省「家計調査」、文部科学省「子どもの学習費調査」

資料 経済産業省「特定サービス産業実態調査」

社会構造の変化とともに成長する医療，福祉事業 増加する民間教育の事業所
東京の産業 ─ 医療，福祉 東京の産業 ─ 教育，学習支援業

東京の医療，福祉の事業所数、従業者数は年々増加し、人口１万人当たりの事業所密度も他府県に比べて高くなっています。社会構造の変化に伴い社
会保険・社会福祉・介護事業の伸びが大きく、そのなかでも老人福祉・介護事業が大幅に増加しています。介護保険制度・認証保育所制度の開始に
より、訪問介護事業者や認証保育所が大きく増加するとともに、社会福祉法人や株式会社等の民間参入がますます進んでいます。

東京の教育,学習支援業は民営の事業所数、従業者数で増加しています。内訳では、小、中学校などを含む学校教育が事業所数でおよそ４分の１を、従
業者数で６割以上を占めています。東京では児童、生徒数が減少する一方、大学・短期大学の進学率は全国を大幅に上回って上昇しており、家計に占
める学習塾費等の割合も高くなっています。事業所の４分の３を占める「学校教育以外」では教養・技能教授業が最も高い割合を占めており、その内訳
も多岐にわたっています。東京では国際化が進展するなか、外国語会話教室の割合が高くなっています。

大学・短期大学進学率

東京の児童生徒数

家計に占める学習塾費等の割合

学校種別学習塾費用（全国）

資料 東京都「福祉・衛生 統計年報」

注  国及び地方公共団体の事業所を除く
   新産業分類での中分類数値は2001年から公表
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  人口上位6都道府県を抽出して比較
   事業所数（2006年）、人口（2005年）にて集計
   国及び地方公共団体の事業所を除く
資料 総務省「国勢調査」、「事業所・企業統計調査」

介護保険居宅サービス設置主体別構成比

老人福祉施設設置主体別構成比

注  老人福祉施設：有料老人ホームを含む
資料 東京都「福祉・衛生 統計年報」

注  国及び地方公共団体の事業所を除く
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

教育,学習支援業の経営主体別事業所数、従業者数

1 事業所、従業者とも増加した
         民営の教育,学習支援業

小分類別学校教育以外（その他の教育,学習支援）
事業所数構成比（2006年）

5 「学校教育以外」の6割を占める
            教養・技能教授業

都府県別外国語会話教室教室数、受講生数構成比（2005年）

6 全国で高いシェアを占める
           東京の外国語会話教室

事業所数、従業者数の内訳（2006年）

2 大きなウエイトを占める学校教育の従業者
医療,福祉の事業所数、従業者数

1 増加する事業所、従業者
人口１万人当たりの医療,福祉事業所数（2006年）

2 医療，福祉事業所密度の高い東京

社会保険・社会福祉・介護事業の
小分類別事業所数、従業者数増減率（2006/2004年）

3 大幅に伸びる老人福祉・介護事業

訪問介護事業者、認証保育所等数

4 大きく増加する訪問介護事業、認証保育所

介護保険施設設置主体別構成比

5 民間参入が進む社会福祉・介護事業 3 全国を10ポイント以上上回る大学進学率 4 全国に比べて高い東京の学習塾費等
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注  国及び地方公共団体の事業所を含む
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  国及び地方公共団体の事業所（公営と表記）を含む
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  国及び地方公共団体の事業所（公営と表記）を含む
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 東京都ー「学校基本調査」 資料 総務省「家計調査」、文部科学省「子どもの学習費調査」

資料 経済産業省「特定サービス産業実態調査」

社会構造の変化とともに成長する医療，福祉事業 増加する民間教育の事業所
東京の産業 ─ 医療，福祉 東京の産業 ─ 教育，学習支援業

東京の医療，福祉の事業所数、従業者数は年々増加し、人口１万人当たりの事業所密度も他府県に比べて高くなっています。社会構造の変化に伴い社
会保険・社会福祉・介護事業の伸びが大きく、そのなかでも老人福祉・介護事業が大幅に増加しています。介護保険制度・認証保育所制度の開始に
より、訪問介護事業者や認証保育所が大きく増加するとともに、社会福祉法人や株式会社等の民間参入がますます進んでいます。

東京の教育,学習支援業は民営の事業所数、従業者数で増加しています。内訳では、小、中学校などを含む学校教育が事業所数でおよそ４分の１を、従
業者数で６割以上を占めています。東京では児童、生徒数が減少する一方、大学・短期大学の進学率は全国を大幅に上回って上昇しており、家計に占
める学習塾費等の割合も高くなっています。事業所の４分の３を占める「学校教育以外」では教養・技能教授業が最も高い割合を占めており、その内訳
も多岐にわたっています。東京では国際化が進展するなか、外国語会話教室の割合が高くなっています。

大学・短期大学進学率

東京の児童生徒数

家計に占める学習塾費等の割合

学校種別学習塾費用（全国）

資料 東京都「福祉・衛生 統計年報」

注  国及び地方公共団体の事業所を除く
   新産業分類での中分類数値は2001年から公表
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  人口上位6都道府県を抽出して比較
   事業所数（2006年）、人口（2005年）にて集計
   国及び地方公共団体の事業所を除く
資料 総務省「国勢調査」、「事業所・企業統計調査」

介護保険居宅サービス設置主体別構成比

老人福祉施設設置主体別構成比

注  老人福祉施設：有料老人ホームを含む
資料 東京都「福祉・衛生 統計年報」

注  国及び地方公共団体の事業所を除く
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

教育,学習支援業の経営主体別事業所数、従業者数

1 事業所、従業者とも増加した
         民営の教育,学習支援業

小分類別学校教育以外（その他の教育,学習支援）
事業所数構成比（2006年）

5 「学校教育以外」の6割を占める
            教養・技能教授業

都府県別外国語会話教室教室数、受講生数構成比（2005年）

6 全国で高いシェアを占める
           東京の外国語会話教室

事業所数、従業者数の内訳（2006年）

2 大きなウエイトを占める学校教育の従業者
医療,福祉の事業所数、従業者数

1 増加する事業所、従業者
人口１万人当たりの医療,福祉事業所数（2006年）

2 医療，福祉事業所密度の高い東京

社会保険・社会福祉・介護事業の
小分類別事業所数、従業者数増減率（2006/2004年）

3 大幅に伸びる老人福祉・介護事業

訪問介護事業者、認証保育所等数

4 大きく増加する訪問介護事業、認証保育所

介護保険施設設置主体別構成比

5 民間参入が進む社会福祉・介護事業 3 全国を10ポイント以上上回る大学進学率 4 全国に比べて高い東京の学習塾費等
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資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 金融庁「免許・登録業者一覧」

注  預金には譲渡性預金を含む
資料 日本銀行｢預金・貸出関連統計」

資料 内閣府「県民経済計算」

資料 東京証券取引所

減少する小規模飲食店、外国人客の多い宿泊業 東京に集中する金融・保険業

東京の飲食店は事業所数の減少が続いており、特に小規模事業所での減少が目立っています。家計に占める外食費の割合の伸びが鈍化する一方で、調
理食品費の伸びは大きくなっており、惣菜等調理ずみ食品を家庭内で食する中食が拡大しています。全国の外食産業の市場規模は需要の低迷により
減少傾向となっています。宿泊業では旅館、ホテルの事業所が7割近くを占めており、このうち旅館数は減少が続いています。ホテルの施設数は横ばい
となっているものの、大規模施設の建設が続き客室数は増加しています。東京は国内外の旅行者が多く訪れ、ホテルの稼働率も堅調に推移しています。

東京の金融・保険業は、銀行の再編や法規制強化の影響による貸金業登録の減少等により事業所数は減少しています。東京には都心３区を中心に本社
機能や外国の在日代表店が集中し、生産額では全国のおよそ３分の１を占めています。活発な経済活動を背景に資金需要も大きく、預金に対する貸出金
の割合は全国を大きく上回っています。不良債権の処理や企業収益の改善等により、銀行の貸出残高も2006年に増加に転じました。好調な取引が続いて
いた東京証券取引所は2007年末に国際的な株価の下落により取引が減少しましたが、2007年の合計では売買高、売買代金とも前年を上回っています。

金融・保険業の従業者数
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 東京都「福祉・衛生統計年報」

資料 (財)外食産業総合調査研究センター「外食産業統計資料集」

注  全国は2001年以降は農林漁家世帯を含む数値
資料 東京都「都民の暮らし向き」、総務省「家計調査」

資料 国土交通省 「旅行者宿泊統計」、「国土交通月例経済」

注 2007年１月～ 9月までの合計

旅館等施設数、客室数

都内主要15ホテルの
稼働率

免許・登録業者の本店または在日代表店全国比

2 都心に集中する金融機関の本店

内国株式売買高、売買代金（東京証券取引所）

5 増加が続く株式の売買

銀行預金・貸出金残高、預貸率

4 増加に転じた東京の銀行貸出残高

金融・保険業の事業所数

1 減少傾向の銀行業、貸金業の事業所
飲食店の従業者規模別事業所数、従業者数

1 小規模事業所の減少が著しい飲食店

宿泊業の小分類別事業所数構成比（2006年）
3 減少する旅館、ホテルの客室数は増加

都道府県別金融・保険業生産額構成比（2005年度）

3 全国の3分の1を占める
       東京の金融・保険業生産額

家計消費支出のうち食料費に占める
外食費、調理食品費の割合

外食産業の市場規模（全国）

2 伸びが鈍る外食費比率、伸びる調理食品費比率

都道府県別１か月あたり
外国人延べ宿泊者数（2007年）

4 多い外国人の宿泊客、
  堅調に推移するホテルの稼動率

東京の産業 ─ 飲食店，宿泊業 東京の産業 ─ 金融・保険業

～

～

～

～
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資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 金融庁「免許・登録業者一覧」

注  預金には譲渡性預金を含む
資料 日本銀行｢預金・貸出関連統計」

資料 内閣府「県民経済計算」

資料 東京証券取引所

減少する小規模飲食店、外国人客の多い宿泊業 東京に集中する金融・保険業

東京の飲食店は事業所数の減少が続いており、特に小規模事業所での減少が目立っています。家計に占める外食費の割合の伸びが鈍化する一方で、調
理食品費の伸びは大きくなっており、惣菜等調理ずみ食品を家庭内で食する中食が拡大しています。全国の外食産業の市場規模は需要の低迷により
減少傾向となっています。宿泊業では旅館、ホテルの事業所が7割近くを占めており、このうち旅館数は減少が続いています。ホテルの施設数は横ばい
となっているものの、大規模施設の建設が続き客室数は増加しています。東京は国内外の旅行者が多く訪れ、ホテルの稼働率も堅調に推移しています。

東京の金融・保険業は、銀行の再編や法規制強化の影響による貸金業登録の減少等により事業所数は減少しています。東京には都心３区を中心に本社
機能や外国の在日代表店が集中し、生産額では全国のおよそ３分の１を占めています。活発な経済活動を背景に資金需要も大きく、預金に対する貸出金
の割合は全国を大きく上回っています。不良債権の処理や企業収益の改善等により、銀行の貸出残高も2006年に増加に転じました。好調な取引が続いて
いた東京証券取引所は2007年末に国際的な株価の下落により取引が減少しましたが、2007年の合計では売買高、売買代金とも前年を上回っています。

金融・保険業の従業者数
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 東京都「福祉・衛生統計年報」

資料 (財)外食産業総合調査研究センター「外食産業統計資料集」

注  全国は2001年以降は農林漁家世帯を含む数値
資料 東京都「都民の暮らし向き」、総務省「家計調査」

資料 国土交通省 「旅行者宿泊統計」、「国土交通月例経済」

注 2007年１月～ 9月までの合計

旅館等施設数、客室数

都内主要15ホテルの
稼働率

免許・登録業者の本店または在日代表店全国比

2 都心に集中する金融機関の本店

内国株式売買高、売買代金（東京証券取引所）

5 増加が続く株式の売買

銀行預金・貸出金残高、預貸率

4 増加に転じた東京の銀行貸出残高

金融・保険業の事業所数

1 減少傾向の銀行業、貸金業の事業所
飲食店の従業者規模別事業所数、従業者数

1 小規模事業所の減少が著しい飲食店

宿泊業の小分類別事業所数構成比（2006年）
3 減少する旅館、ホテルの客室数は増加

都道府県別金融・保険業生産額構成比（2005年度）

3 全国の3分の1を占める
       東京の金融・保険業生産額

家計消費支出のうち食料費に占める
外食費、調理食品費の割合

外食産業の市場規模（全国）

2 伸びが鈍る外食費比率、伸びる調理食品費比率

都道府県別１か月あたり
外国人延べ宿泊者数（2007年）

4 多い外国人の宿泊客、
  堅調に推移するホテルの稼動率

東京の産業 ─ 飲食店，宿泊業 東京の産業 ─ 金融・保険業

～

～

～

～
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資料 国土交通省「貨物・旅客地域流動調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 国土交通省「貨物・旅客地域流動調査」 資料 国土交通省「貨物・旅客地域流動調査」

資料 東京都「事業所・企業統計調査」

厳しい経営環境の建設業、全国シェアが高い不動産業 航空旅客輸送量が大きく伸びる東京の運輸業

東京の建設業は、事業所数、従業者数ともに減少しています。建設投資額は大幅に減少してきたものの、2007年6月時点では今後安定的に推移すると
の見通しが出されました。しかし、同年同月の改正建築基準法の影響で建築着工が激減するなど、引き続き厳しい経営環境となっています。全国に比
べ管工事業や電気工事業などの設備工事業の割合が高いことが特徴です。東京にはオフィスビルやマンションが集中しており、不動産業は活発な事
業活動を行っています。ビル・マンション管理等の需要が多いことから、全国に比べ不動産管理業、不動産賃貸業の割合が高くなっています。

東京の運輸業は従業者数で大きな変動はみられないものの、事業所数は2001年以降減少傾向となっています。業種別では、バスやタクシーなど道路
旅客運送業の事業所の割合が最も高く、５割以上を占めています。貨物輸送量は減少傾向にあり、特に自動車の輸送量が減少しています。旅客輸送量
は目立った動きはみられないものの、輸送機関別では航空輸送が大幅な伸びをみせています。東京の倉庫業は、およそ６割が物流拠点である東京港
に面する大田区、江東区など臨海部に集中しています。

注  主要５区：千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
資料 CBRE/生駒データサービスシステム「不動産白書」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 国土交通省「建設投資見通し」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

主要都市別新規オフィス供給量
（都区部・全国、2006年）

建設投資（関東、名目値）

中分類別事業所数、従業者数構成比（2006年） 不動産業の事業所数、従業者数

建設業の事業所数、従業者数

1 減少傾向の建設業の事業所、従業者
運輸業の事業所数、従業者数

1 減少傾向にある事業所

貨物輸送量、旅客輸送量

3 減少傾向の貨物輸送量

輸送機関別旅客輸送量

5 増大する航空旅客輸送量
倉庫業の事業所数（上位10区市町村、2004年）

6 臨海部に集中する東京の倉庫業

輸送機関別貨物輸送量

4 減少が続く自動車貨物輸送量

中分類別事業所数、従業者数構成比（2006年）

2 事業所の半数以上を占める道路旅客運送業

3 設備工事業の割合が高い東京の建設業

5 都心部で活発な新規オフィスの供給

4 増加傾向の不動産業の従業者

2 低迷する建設投資

小分類別事業所数、従業者数構成比（2006年）

6 全国に比べ高い割合の不動産管理業、
             不動産賃貸業

東京の産業 ─ 建設業、不動産業 東京の産業 ─ 運輸業
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資料 国土交通省「貨物・旅客地域流動調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 国土交通省「貨物・旅客地域流動調査」 資料 国土交通省「貨物・旅客地域流動調査」

資料 東京都「事業所・企業統計調査」

厳しい経営環境の建設業、全国シェアが高い不動産業 航空旅客輸送量が大きく伸びる東京の運輸業

東京の建設業は、事業所数、従業者数ともに減少しています。建設投資額は大幅に減少してきたものの、2007年6月時点では今後安定的に推移すると
の見通しが出されました。しかし、同年同月の改正建築基準法の影響で建築着工が激減するなど、引き続き厳しい経営環境となっています。全国に比
べ管工事業や電気工事業などの設備工事業の割合が高いことが特徴です。東京にはオフィスビルやマンションが集中しており、不動産業は活発な事
業活動を行っています。ビル・マンション管理等の需要が多いことから、全国に比べ不動産管理業、不動産賃貸業の割合が高くなっています。

東京の運輸業は従業者数で大きな変動はみられないものの、事業所数は2001年以降減少傾向となっています。業種別では、バスやタクシーなど道路
旅客運送業の事業所の割合が最も高く、５割以上を占めています。貨物輸送量は減少傾向にあり、特に自動車の輸送量が減少しています。旅客輸送量
は目立った動きはみられないものの、輸送機関別では航空輸送が大幅な伸びをみせています。東京の倉庫業は、およそ６割が物流拠点である東京港
に面する大田区、江東区など臨海部に集中しています。

注  主要５区：千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
資料 CBRE/生駒データサービスシステム「不動産白書」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 国土交通省「建設投資見通し」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 総務省「事業所・企業統計調査」

資料 総務省「事業所・企業統計調査」

主要都市別新規オフィス供給量
（都区部・全国、2006年）

建設投資（関東、名目値）

中分類別事業所数、従業者数構成比（2006年） 不動産業の事業所数、従業者数

建設業の事業所数、従業者数

1 減少傾向の建設業の事業所、従業者
運輸業の事業所数、従業者数

1 減少傾向にある事業所

貨物輸送量、旅客輸送量

3 減少傾向の貨物輸送量

輸送機関別旅客輸送量

5 増大する航空旅客輸送量
倉庫業の事業所数（上位10区市町村、2004年）

6 臨海部に集中する東京の倉庫業

輸送機関別貨物輸送量

4 減少が続く自動車貨物輸送量

中分類別事業所数、従業者数構成比（2006年）

2 事業所の半数以上を占める道路旅客運送業

3 設備工事業の割合が高い東京の建設業

5 都心部で活発な新規オフィスの供給

4 増加傾向の不動産業の従業者

2 低迷する建設投資

小分類別事業所数、従業者数構成比（2006年）

6 全国に比べ高い割合の不動産管理業、
             不動産賃貸業

東京の産業 ─ 建設業、不動産業 東京の産業 ─ 運輸業
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葛飾区

江戸川区江東区

墨田区
台東区

荒川区

足立区
北区

板橋区
練馬区

清瀬市

東久留米市
西東京市

小金井市

府中市

調布市

世田谷区

杉並区
中野区

新宿区

渋谷区

目黒区

大田区

品川区

港区

千代田区

中央区

東京湾

文京区

豊島区

狛江市

町田市

多摩市
稲城市

国立市

昭島市

日野市

八王子市

日の出町

あきる野市 福生市

羽村市
瑞穂町

青梅市

奥多摩町

檜原村

三鷹市

武蔵野市

東村山市東大和市
武蔵村山市

立川市 国分寺市

小平市

大島

利島

新島

式根島

神津島

御蔵島

三宅島

八丈島青ヶ島

小笠原諸島

母島列島 父島列島

伊豆諸島

うど

うど

うど
うど

植木

こまつな

こまつな

こまつな

こまつな

シクラメン

シクラメン

花き類

花き類

花き類

花き類

ぶどうぶどう

キャベツ

キャベツ

カリフラワー

えだまめ

えだまめ

ワケネギ
しいたけ かぶ

しいたけ

豚
梅

しいたけ

乳用牛

しいたけ

ゆず

ノラボウ菜

じゃがいも

しいたけ

しいたけ

しいたけ

トマト

トマト

なす鶏卵

なす
くり

くり

日本なし

日本なし

日本なし

さつまいも

さつまいも

さといも にんじん

朝顔

大根

スィートコーン

ブロッコリー

お茶

わさびやまめ

木材

パパイヤ

かじき

パッションフルーツ

いせえび
切り花

椿油 さざえ

あしたば

トビウオ

あしたば切り葉

あさり

あなご

あしたば
あしたば

フェニックス
（観葉植物）

たかべ

ほうれんそう

資料 東京都産業労働局調べ 資料 東京都産業労働局調べ
資料 農林水産省「漁業センサス」、東京都産業労働局調べ

注  1990年以降の農業就業人口は販売農家のみ集計  
資料 農林水産省「農林業センサス」、「耕地面積調査」

注  都内市町村の林業従事者
資料 東京都産業労働局調べ

新鮮な食と潤いを提供する東京の農林水産業

注  市街化区域：概ね10年以内に市街化を図るべき地域
ーーーーーーーーー市街化調整区域：市街化を抑制すべき地域
ーーーーーーーーー生産緑地：市街化区域内で保全すべき農地
資料 東京都産業労働局調べ

東京の農業は、区部から多摩・島しょ地域まで広い範囲に農地が分布し、消費者の近くで新鮮かつ安全な農産物を供給しています。1990年頃までは
急激な農地の減少がありましたが、その後、減少幅は緩やかになっています。林業では、従事者及び木材生産量が大幅に減少していますが、近年では
二酸化炭素吸収効果など環境面から森林の存在が大きな注目を浴びています。水産業では、日本の海の約38％を占める伊豆諸島・小笠原諸島周辺の
海域から一年を通じて新鮮な魚介類を提供しています。地震・火山の噴火等による漁場の荒廃等が影響し、厳しい漁業経営を余儀なくされています。

東京産の農林水産物には、大都市地域の特性やメリットを活かした特産品が多くあります。都内ではこまつな、東京うどなどの特産野菜、もぎ取りや庭
先販売が中心の日本なしやぶどうなどの果樹が生産され、島しょ地域では伊豆諸島特産のあしたばや温暖な気候を活かして切り葉などが生産されて
います。畜産ではトウキョウX（豚）など東京ブランド畜産物の生産が行われており、水産業ではカツオやキンメダイ、テングサをはじめとした四季折々
の豊かな水産物が水揚げされています。

西多摩地域
農地：1,620ha
 うち生産緑地：275ha

北多摩地域
農地：2,890ha
 うち生産緑地：2,082ha

特別区
農地：746ha
  うち生産緑地：508ha

島しょ地域
農地：1,150ha
  うち生産緑地：0ha

南多摩地域
農地：1,920ha
 うち生産緑地：840ha

農地の地域別分布（2006年）

市街化区域

市街化調整区域

農地

田（目盛右）

樹園地（目盛右）

畑（目盛右）

漁獲量（内湾）（目盛右）

漁獲量（島しょ）（目盛右）

西多摩地域

区   部

北多摩地域

南多摩地域

畜産物生産額の種類別構成比（2005年）

野菜生産額の種類別構成比（2005年） 果樹生産額の種類別構成比（2005年）

水産物生産額の種類別構成比（2005年）

注  その地域の特徴的な農林水産物を表示したもので、
   生産量が最も多い農林水産物とは限りません。
資料 東京都産業労働局調べ

花き・植木生産額の種類別構成比（2005年）

1 区部にも存在する農地 6 多種多様な各地の農林水産物

2 減少幅が緩やかになった農地と担い手
農家戸数、農業就業人口、農地面積

4 減少が続く漁業従事者と漁獲量
漁業経営体数、漁業就業者数、漁獲量

5 近年ほぼ横ばいの農林水産物生産額
農林水産物生産額 2005年内訳

3 減少する林業従事者と木材生産量
林業従事者数、森林面積、木材生産量

東京の産業 ─ 農林水産業 東京の産業 ─ 農林水産業

主な農林水産物（2005年）
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