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１ー本文中の業種名は特に注記しているもの
を除き、原則として日本標準産業分類（第
11回改訂）によるものです。

２ー事業所・企業統計調査を用いたデータは
民営事業所のものです。

３ー本書で用いた資料については発表時の組
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京都における値です。



人口
１億2,776万7,994人
（2005年）

会社企業数
151万5,835社
（2006年）

国内総生産（名目）
503兆3,668億円
（2005年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
404兆4,052億円
（2007年12月末）

工場数
46万8,841所
（2005年）

商店数
 161万3,318所
（2004年）

サービス業生産額
108兆7,601億円
（2006年）

輸出額
83兆9,397億円
（2007年）

面積
37万7,926k㎡
（2007年）

事業所数
572万2,559所
（2006年）

中小企業比率
99.7％
（2004年）

一人当たりの国民所得
287万１千円
（2005年度）

製造品出荷額等
298兆1,253億円
（2005年）

商品販売額
538兆7,758億円
（2004年）

輸入額
73兆1,213億円
（2007年速報）

就業者数
6,150万5,973人
（2005年）

外国企業の事業所数
2,190所
（2006年）

人口
1,257万6,601人（9.8％）
（2005年）

会社企業数
25万5,400社（16.8％）
（2006年）

都内総生産（名目）
92兆2,694億円（18.3％）
（2005年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
158兆6,673億円（39.2％）
（2007年12月末）

工場数
 ４万4,709所（9.5％）
（2005年）

商店数
17万1,155所（10.6％）
（2004年）

サービス業生産額
25兆8,243億円（23.7％）
（2005年度）

輸出額（東京港、羽田空港、成田空港）
18兆5,155億円（22.1％）
（2007年速報）

昼間人口
1,497万7,580人
（2005年）

事業所数
67万8,769所（11.9％）
（2006年）

中小企業比率
99.0％
（2006年）

一人当たりの都民所得
477万８千円（166.4％）
（2005年度）

製造品出荷額等
11兆994億円（3.7％）
（2005年）

商品販売額
176兆8,985億円（32.8％）
（2004年）

輸入額（東京港、羽田空港、成田空港）
20兆3,044億円（27.8％）
（2007年速報）

面積
2,188k㎡（0.6％）
（2007年）

就業者数（従業地ベース）
820万5,300人（13.3％）
（2005年）

外国企業の事業所数
1,157所（52.8％）
（2006年）

日本経済の中心、東京
東京経済の概況 日本経済の中心、東京

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   中小企業庁「中小企業白書」
   内閣府「国民経済計算」
   日本銀行調査統計局資料
   経済産業省「工業統計」「商業統計」
   財務省「貿易統計」

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   東京都産業労働局調べ
   東京都「都民経済計算」「工業統計」「商業統計」
   日本銀行調査統計局資料
   東京税関「貿易概況」

注 カッコ内は全国比

Japan

Tokyo

2 グラフィック  東京の産業と雇用就業 2008



人口
１億2,776万7,994人
（2005年）

会社企業数
151万5,835社
（2006年）

国内総生産（名目）
503兆3,668億円
（2005年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
404兆4,052億円
（2007年12月末）

工場数
46万8,841所
（2005年）

商店数
 161万3,318所
（2004年）

サービス業生産額
108兆7,601億円
（2006年）

輸出額
83兆9,397億円
（2007年）

面積
37万7,926k㎡
（2007年）

事業所数
572万2,559所
（2006年）

中小企業比率
99.7％
（2004年）

一人当たりの国民所得
287万１千円
（2005年度）

製造品出荷額等
298兆1,253億円
（2005年）

商品販売額
538兆7,758億円
（2004年）

輸入額
73兆1,213億円
（2007年速報）

就業者数
6,150万5,973人
（2005年）

外国企業の事業所数
2,190所
（2006年）

人口
1,257万6,601人（9.8％）
（2005年）

会社企業数
25万5,400社（16.8％）
（2006年）

都内総生産（名目）
92兆2,694億円（18.3％）
（2005年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
158兆6,673億円（39.2％）
（2007年12月末）

工場数
 ４万4,709所（9.5％）
（2005年）

商店数
17万1,155所（10.6％）
（2004年）

サービス業生産額
25兆8,243億円（23.7％）
（2005年度）

輸出額（東京港、羽田空港、成田空港）
18兆5,155億円（22.1％）
（2007年速報）

昼間人口
1,497万7,580人
（2005年）

事業所数
67万8,769所（11.9％）
（2006年）

中小企業比率
99.0％
（2006年）

一人当たりの都民所得
477万８千円（166.4％）
（2005年度）

製造品出荷額等
11兆994億円（3.7％）
（2005年）

商品販売額
176兆8,985億円（32.8％）
（2004年）

輸入額（東京港、羽田空港、成田空港）
20兆3,044億円（27.8％）
（2007年速報）

面積
2,188k㎡（0.6％）
（2007年）

就業者数（従業地ベース）
820万5,300人（13.3％）
（2005年）

外国企業の事業所数
1,157所（52.8％）
（2006年）

日本経済の中心、東京
東京経済の概況 日本経済の中心、東京

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   中小企業庁「中小企業白書」
   内閣府「国民経済計算」
   日本銀行調査統計局資料
   経済産業省「工業統計」「商業統計」
   財務省「貿易統計」

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   東京都産業労働局調べ
   東京都「都民経済計算」「工業統計」「商業統計」
   日本銀行調査統計局資料
   東京税関「貿易概況」

注 カッコ内は全国比

Japan

Tokyo

3グラフィック  東京の産業と雇用就業 2008



日本経済をリードする東京と産業を支える基盤

資料 内閣府「県民経済計算」 

注  東京の数値は2005年度とし、平均の対米ドルレート基準で換算
資料 東京都「都民経済計算」
   内閣府「国民経済計算」、「月刊海外経済データ」

注  東京の人口は総数から年齢不詳を除いた値
資料 総務省「国勢調査」

注  全国の構成比は暦年の数値
資料 東京都「都民経済計算」、内閣府「国民経済計算」

国内総生産の都道府県別構成比（2005年度）

1 全国の2割近くを占める都内総生産
主要国の国内総生産（2006年）

都内総生産
92兆2,694億円

人口 1,242万人

会社企業 25万企業
事業所 68万所

他県に住み、
東京で従業・通学する者

305万人

都内で従業・
通学するもの
688万人

他県で
従業・通学する者

49万人

2 一国に匹敵する都内経済

昼間人口、夜間人口 年齢階級別人口、予測人口

4 増加が続いてきた東京の人口・昼間人口、今後は減少の予測

資料 総務省「国勢調査」
注  2010年以降は予測。ただし、2025年以降は参考推計。
資料 東京都「10年後の東京 ～東京が変わる～」

経済活動別都内総生産構成比（2005年度）

注  旧産業分類による
資料 東京都「都民経済計算」、「都内経済成長率の予測」

主な産業別都内総生産構成比

3 第3次産業化が進む都内経済

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」

都道府県別会社企業数、事業所数構成比（2006年） 従業者規模別事業所数構成比（2006年）
5 事業所の6割弱は1 ～ 4人の小規模事業所

産業別事業所数構成比（2006年） 産業別従業者数構成比（2006年）

6 卸売・小売業、サービス業が4割を占める東京の事業所、従業者

都内総生産はおよそ92兆円で、国内総生産の約18％を占めており、一国の経済規模に匹敵する規模となっています。東京の産業構造は、第３次産業
が都内総生産の86％を占めており、全国と比べても、より顕著な第３次産業化がみられます。第３次産業のうち、サービス業の占める割合が高くなって
います。

東京の人口は、都市再生などに伴う社会増により1990年代後半から増加を続け、特に東京へ通勤、通学する昼間人口が増大しています。東京は他県か
らの従業者や通学者など約1,500万人の昼間人口を抱えており、政治・経済・産業など様々な機能を備え、日本の首都としての役割を担っています。東
京には多くの企業、事業所が立地し、小規模な事業所が東京の経済基盤を支えています。事業所数、従業者数とも卸売・小売業が多く、サービス業が
多いことも第３次産業化の進展が顕著な東京の特徴です。

昼間人口
1,498万人

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

従業も通学も
していない者
397万人

～

～

～
～
～

～

～

～
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経済機能が集中し、高いポテンシャルをもつ東京

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 東洋経済新報社「外資系企業総覧」

注  速報値
資料 文部科学省「学校基本調査」

資料 特許庁「特許行政年次報告書」

都道府県別資本金10億円以上の大規模企業数構成比（2006年）

1 本社、中枢機能が集中する東京
親会社の国籍

（全国上位５国、2007年）
都道府県別外資系企業の本社数構成比（2007年）

2 外資系企業にとって魅力ある東京
都道府県別大学数構成比

（2007年度）

注  全数
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  カッコ内は全国比
資料 東京都産業労働局調べ

資料 経済産業省「大学発ベンチャーに関する基礎調査」

都道府県別学術・開発研究機関数構成比
（2006年）

研究開発部門を持つ企業数構成比
（2005年）

都道府県別大学発ベンチャー数構成比（2006年度）

上位５業種（2005年）

事業分野別大学発ベンチャー構成比（2006年度）

都道府県別特許出願件数構成比（2006年） 国際特許出願件数

4 高いポテンシャルに裏付けられた東京の研究開発機能

資料 日本銀行「金融経済統計月報」

注  2007年の数値は速報値
資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」

注  速報値
資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」

都道府県別貸出金残高構成比 （2007年12月末）

都道府県別手形交換高構成比
（2006年度）

資料 東京証券取引所「東証統計月報」

資料 全国銀行協会「全国手形交換高調」

証券取引所別売買高構成比（2007年）

3 旺盛な資金需要に応える東京の金融機能

貿易額（首都圏） 経済圏別輸出入額構成比（2007年）

5 日本の貿易の中枢を担う首都圏

東京には企業の本社中枢機能が集中し、また、国際的な企業活動の拠点として外資系企業も全国の４分の３が立地しています。特に、親会社がアメリカ
国籍の企業が多く、欧米先進諸国の進出が目立っています。東京の資金需要は膨大で、東京の銀行の貸出金は全国のおよそ４割を占め、株式による資
金調達も９割以上が東京証券取引所で行われています。手形交換においても、およそ７割が東京の手形交換所で行われるなど、東京には金融機能が集
中しています。

学術研究機能の中心として大学や研究機関のほか企業の研究開発部門も集積しており、なかでも製造業で研究開発型の企業が多く、東京から新たな
技術が生み出されています。自社以外との連携による開発の機運も高まっていることから産学連携の共同研究の実績も伸びており、ＩＴ分野をはじめ
多くの大学発ベンチャーも誕生しています。特許出願のおよそ２件に１件は東京から出願されており、国際特許の出願件数も大きく伸びています。多種
多様なものが生産、消費される首都圏は、日本の貿易拠点となっています。

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

中枢
管理

研究・
開発

金融

貿易
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経済機能が集中し、高いポテンシャルをもつ東京

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 東洋経済新報社「外資系企業総覧」

注  速報値
資料 文部科学省「学校基本調査」

資料 特許庁「特許行政年次報告書」

都道府県別資本金10億円以上の大規模企業数構成比（2006年）

1 本社、中枢機能が集中する東京
親会社の国籍
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都道府県別大学数構成比
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注  全数
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  カッコ内は全国比
資料 東京都産業労働局調べ

資料 経済産業省「大学発ベンチャーに関する基礎調査」

都道府県別学術・開発研究機関数構成比
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都道府県別大学発ベンチャー数構成比（2006年度）
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事業分野別大学発ベンチャー構成比（2006年度）

都道府県別特許出願件数構成比（2006年） 国際特許出願件数

4 高いポテンシャルに裏付けられた東京の研究開発機能

資料 日本銀行「金融経済統計月報」

注  2007年の数値は速報値
資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」

注  速報値
資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」
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都道府県別手形交換高構成比
（2006年度）

資料 東京証券取引所「東証統計月報」

資料 全国銀行協会「全国手形交換高調」

証券取引所別売買高構成比（2007年）

3 旺盛な資金需要に応える東京の金融機能

貿易額（首都圏） 経済圏別輸出入額構成比（2007年）

5 日本の貿易の中枢を担う首都圏

東京には企業の本社中枢機能が集中し、また、国際的な企業活動の拠点として外資系企業も全国の４分の３が立地しています。特に、親会社がアメリカ
国籍の企業が多く、欧米先進諸国の進出が目立っています。東京の資金需要は膨大で、東京の銀行の貸出金は全国のおよそ４割を占め、株式による資
金調達も９割以上が東京証券取引所で行われています。手形交換においても、およそ７割が東京の手形交換所で行われるなど、東京には金融機能が集
中しています。

学術研究機能の中心として大学や研究機関のほか企業の研究開発部門も集積しており、なかでも製造業で研究開発型の企業が多く、東京から新たな
技術が生み出されています。自社以外との連携による開発の機運も高まっていることから産学連携の共同研究の実績も伸びており、ＩＴ分野をはじめ
多くの大学発ベンチャーも誕生しています。特許出願のおよそ２件に１件は東京から出願されており、国際特許の出願件数も大きく伸びています。多種
多様なものが生産、消費される首都圏は、日本の貿易拠点となっています。

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色
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モノ・ヒト・情報・文化が行き交う東京

注  新聞発行部数は2007年
資料 総務省「情報流通センサス」、電気通信事業者協会「テレコムデータブック」
   （社）日本新聞協会調べ

情報流通の状況（2005年度）

5 日本の情報発信の中心となる東京

資料 国際観光振興機構「国際コンベンション統計」

国内都市別国際コンベンションの開催件数（2006年）

7 東京で活発化する国際ビジネス交流

主な国内空港の国内線乗降客数構成比（2006年） 国際線乗降客数（東京国際空港（羽田空港））

3 国内線乗降客で3割、国際線利用者も増大する羽田空港

訪都外国人旅行者数

4 481万人の外国人旅行者が訪れる東京

資料 国土交通省「空港管理状況調書」

1
主な国内空港の国内線貨物取扱量構成比（2006年）

資料 国土交通省「空港管理状況調書」 資料 国土交通省「空港管理状況調書」 資料 国土交通省「空港管理状況調書」

◆外国人旅行者による東京への経済波及効果（2006年）
 ・観光消費額 ..............................................................  3,397億円
 ・生産波及効果 .....................................................  7,446億円
 ・雇用効果 ............................................................................  4.2万人

国内線貨物取扱量（羽田空港）

1 国内航空貨物輸送の基幹・羽田空港

注  ー速報値
資料 （社）日本港湾協会「数字でみる港湾」

資料 東京都産業労働局調べ
資料 （財）デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書」
   （株）電通総研「情報メディア白書」

1
港湾別外貿コンテナ個数構成比（2006年）

外貿コンテナ個数（東京港）

資料 財務省「輸出入貨物の物流動向調査」資料 東京都「東京港港勢」

海上貨物輸出入量（2006年）

資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」

訪都旅行者が都内に及ぼす生産波及効果、都内観光客数

訪都旅行者が都内に及ぼす生産波及効果、
主な経済活動別都内総生産額（2006年）

資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」
注  ー経済活動別都内総生産額は2006年度の予測値
資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」、「都内経済成長率の予測」

東京国際アニメフェアの入場者数、海外ビジネス来場者数
アニメプロダクション数、全国比

6 世界に誇る東京のアニメ産業

産業活動と生活を支える基盤として、羽田空港と東京港が重要な役割を担っています。それぞれ国内線航空貨物取扱量や外貿コンテナ取扱量で全国一を占
めるなど、東京を含む首都圏と、国内はもとよりアジアなど諸外国とを結ぶ我が国最大の物流拠点で、年々その役割は高まっています。また、人の交流も活発
で、羽田空港の国内線乗降客は全国の３分の１を占め、国際線の乗降客も増大しています。こうした人の動きは、観光やビジネスでの東京の魅力に裏打ちされ
たもので、訪都外国人旅行者も480万人を超え、国内外の観光客がもたらす生産波及効果は、製造業の都内総生産額を上回る9.4兆円と推計されています。

政治・経済の中心地である東京では、膨大な量の情報が行き交い、産業活動を支えると同時に、国内外における東京の地位を一層高めています。東京
から発信される魅力的な文化も近年は産業として注目され、国際見本市「東京国際アニメフェア」は、日本アニメへの関心の高さから入場者は10万人
を超え、海外からのバイヤーも増加しています。こうしたアニメ産業を支えるプロダクションの８割以上は東京に集積しています。国際コンベンションの
３分の１が東京で開催されるなど、ビジネスを通じた人の交流も活発に行われています。

2 外貿コンテナ取扱量が全国一の東京港

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

横浜港
千葉港

東京港
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モノ・ヒト・情報・文化が行き交う東京

注  新聞発行部数は2007年
資料 総務省「情報流通センサス」、電気通信事業者協会「テレコムデータブック」
   （社）日本新聞協会調べ

情報流通の状況（2005年度）

5 日本の情報発信の中心となる東京

資料 国際観光振興機構「国際コンベンション統計」

国内都市別国際コンベンションの開催件数（2006年）

7 東京で活発化する国際ビジネス交流

主な国内空港の国内線乗降客数構成比（2006年） 国際線乗降客数（東京国際空港（羽田空港））

3 国内線乗降客で3割、国際線利用者も増大する羽田空港

訪都外国人旅行者数

4 481万人の外国人旅行者が訪れる東京

資料 国土交通省「空港管理状況調書」

1
主な国内空港の国内線貨物取扱量構成比（2006年）

資料 国土交通省「空港管理状況調書」 資料 国土交通省「空港管理状況調書」 資料 国土交通省「空港管理状況調書」

◆外国人旅行者による東京への経済波及効果（2006年）
 ・観光消費額 ..............................................................  3,397億円
 ・生産波及効果 .....................................................  7,446億円
 ・雇用効果 ............................................................................  4.2万人

国内線貨物取扱量（羽田空港）

1 国内航空貨物輸送の基幹・羽田空港

注  ー速報値
資料 （社）日本港湾協会「数字でみる港湾」

資料 東京都産業労働局調べ
資料 （財）デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書」
   （株）電通総研「情報メディア白書」

1
港湾別外貿コンテナ個数構成比（2006年）

外貿コンテナ個数（東京港）

資料 財務省「輸出入貨物の物流動向調査」資料 東京都「東京港港勢」

海上貨物輸出入量（2006年）

資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」

訪都旅行者が都内に及ぼす生産波及効果、都内観光客数

訪都旅行者が都内に及ぼす生産波及効果、
主な経済活動別都内総生産額（2006年）

資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」
注  ー経済活動別都内総生産額は2006年度の予測値
資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」、「都内経済成長率の予測」

東京国際アニメフェアの入場者数、海外ビジネス来場者数
アニメプロダクション数、全国比

6 世界に誇る東京のアニメ産業

産業活動と生活を支える基盤として、羽田空港と東京港が重要な役割を担っています。それぞれ国内線航空貨物取扱量や外貿コンテナ取扱量で全国一を占
めるなど、東京を含む首都圏と、国内はもとよりアジアなど諸外国とを結ぶ我が国最大の物流拠点で、年々その役割は高まっています。また、人の交流も活発
で、羽田空港の国内線乗降客は全国の３分の１を占め、国際線の乗降客も増大しています。こうした人の動きは、観光やビジネスでの東京の魅力に裏打ちされ
たもので、訪都外国人旅行者も480万人を超え、国内外の観光客がもたらす生産波及効果は、製造業の都内総生産額を上回る9.4兆円と推計されています。

政治・経済の中心地である東京では、膨大な量の情報が行き交い、産業活動を支えると同時に、国内外における東京の地位を一層高めています。東京
から発信される魅力的な文化も近年は産業として注目され、国際見本市「東京国際アニメフェア」は、日本アニメへの関心の高さから入場者は10万人
を超え、海外からのバイヤーも増加しています。こうしたアニメ産業を支えるプロダクションの８割以上は東京に集積しています。国際コンベンションの
３分の１が東京で開催されるなど、ビジネスを通じた人の交流も活発に行われています。

2 外貿コンテナ取扱量が全国一の東京港

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

横浜港
千葉港

東京港
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伸び悩む消費、堅調な設備投資、大幅な減少に転じ た住宅着工

消費者物価指数、国内企業物価指数

3

注  ー勤労者世帯、金額は名目額
資料 総務省「家計調査」

家計消費支出

注  消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合
資料 総務省「消費者物価指数」、ー日銀「企業物価指数」

1 弱さがみられる家計消費

注  百貨店、スーパーは既存店ベース。コンビニは全店ベース。
資料 経済産業省「商業販売統計月報」

百貨店・スーパー・コンビニ販売額

2 回復する小売店販売額

注  2007年及び2007年12月の東京の数値は速報
資料 東京都「工業指数」、経済産業省「鉱工業指数」

生産、出荷、在庫指数

4 緩やかに回復する工業生産

注  ー農業、林業、金融・保険業、医療業などを除く全業種で、原則として資本金１億円以上の民間企業
資料 日本政策投資銀行「首都圏設備投資計画調査」

設備投資額増減率

5 増加する設備投資

注  給与：会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの
資料 国土交通省「建築着工統計調査」

新設住宅着工戸数

7 大幅な減少に転じた住宅着工戸数

上昇する企業物価、上昇の兆しをみせる消費者物価

資料 （株）不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」

マンション発売戸数

8 減少が続くマンション発売戸数

注  ー2006、07年の平均募集賃料は、10～ 12月期平均
資料 シービー・リチャードエリス㈱「オフィスマーケットリポート」

オフィス空室率と平均募集賃料（都区部）

9 好調なオフィス需要

資料 東京都 「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」

中小企業の設備投資実施割合

堅調な中小企業の設備投資

2007年の東京（区部）の家計消費は底堅く推移したものの、年末にかけやや弱い動きがみられました。大型小売店販売額は各種セールの前倒しや天
候要因などの影響から振れはあるものの、平均してみれば概ね堅調に推移しました。企業物価は、原油高や原材料価格の値上がりなどで上昇を続け
ています。原材料高を製品価格に転嫁する動きも広がり、年末にかけて消費者物価は上昇の兆しをみせています。東京の工業生産は全国に比べ低い
水準にあるものの、上昇傾向にあります。また、企業の設備投資は増加しており、中小企業についても製造業を中心に、堅調に推移しています。

2007年の東京の住宅着工戸数は、6月に施行された改正建築基準法の影響等により年の後半から大幅な減少に転じました。マンションの発売戸数は、
都区部で価格上昇を見込んだ販売先送りと、価格上昇に需要が追いつかないことなどにより減少しました。一方、好調なオフィス需要に支えられ、オ
フィス空室率は1.8％まで低下し、平均募集賃料は上昇しました。

東京経済の概況 東京経済の動き
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伸び悩む消費、堅調な設備投資、大幅な減少に転じ た住宅着工

消費者物価指数、国内企業物価指数

3

注  ー勤労者世帯、金額は名目額
資料 総務省「家計調査」

家計消費支出

注  消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合
資料 総務省「消費者物価指数」、ー日銀「企業物価指数」

1 弱さがみられる家計消費

注  百貨店、スーパーは既存店ベース。コンビニは全店ベース。
資料 経済産業省「商業販売統計月報」

百貨店・スーパー・コンビニ販売額

2 回復する小売店販売額

注  2007年及び2007年12月の東京の数値は速報
資料 東京都「工業指数」、経済産業省「鉱工業指数」

生産、出荷、在庫指数

4 緩やかに回復する工業生産

注  ー農業、林業、金融・保険業、医療業などを除く全業種で、原則として資本金１億円以上の民間企業
資料 日本政策投資銀行「首都圏設備投資計画調査」

設備投資額増減率

5 増加する設備投資

注  給与：会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの
資料 国土交通省「建築着工統計調査」

新設住宅着工戸数

7 大幅な減少に転じた住宅着工戸数

上昇する企業物価、上昇の兆しをみせる消費者物価

資料 （株）不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」

マンション発売戸数

8 減少が続くマンション発売戸数

注  ー2006、07年の平均募集賃料は、10～ 12月期平均
資料 シービー・リチャードエリス㈱「オフィスマーケットリポート」

オフィス空室率と平均募集賃料（都区部）

9 好調なオフィス需要

資料 東京都 「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」

中小企業の設備投資実施割合

堅調な中小企業の設備投資

2007年の東京（区部）の家計消費は底堅く推移したものの、年末にかけやや弱い動きがみられました。大型小売店販売額は各種セールの前倒しや天
候要因などの影響から振れはあるものの、平均してみれば概ね堅調に推移しました。企業物価は、原油高や原材料価格の値上がりなどで上昇を続け
ています。原材料高を製品価格に転嫁する動きも広がり、年末にかけて消費者物価は上昇の兆しをみせています。東京の工業生産は全国に比べ低い
水準にあるものの、上昇傾向にあります。また、企業の設備投資は増加しており、中小企業についても製造業を中心に、堅調に推移しています。

2007年の東京の住宅着工戸数は、6月に施行された改正建築基準法の影響等により年の後半から大幅な減少に転じました。マンションの発売戸数は、
都区部で価格上昇を見込んだ販売先送りと、価格上昇に需要が追いつかないことなどにより減少しました。一方、好調なオフィス需要に支えられ、オ
フィス空室率は1.8％まで低下し、平均募集賃料は上昇しました。

東京経済の概況 東京経済の動き
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厳しさが増す中小企業の景況感、増加する企業倒 産、改善が鈍る雇用情勢

注 ーーＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の景況ＤＩ

1 厳しさがみられる中小企業の景況感

注  ＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の仕入価格ＤＩ、販売価格ＤＩ

2 上昇する中小企業の仕入価格

資料 東京都、総務省「労働力調査」

完全失業率、完全失業者数

資料 厚生労働省、東京労働局業務統計資料

有効求人倍率、新規求人数

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 厚生労働省、東京都「毎月勤労統計調査」

現金給与総額（名目）（前年比・前年同月比）

就業形態別現金給与総額（2007年）

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

総実労働時間数（前年比・前年同月比）

男女別総実労働時間数（2007年）

注ー  ー負債額1,000万円以上
資料 ー東京都｢東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）  

注ー  ー負債額1,000万円以上
資料 ー東京都｢東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）  

企業倒産件数

3 緩やかな増加傾向にある倒産件数
企業倒産の負債総額

4 企業倒産の負債総額は減少傾向

5 4年ぶりに全国水準を下回った完全失業率

7 引き続きわずかに増加した現金給与総額

6 改善の動きが弱まりつつある有効求人倍率

8 減少した労働時間

都内中小企業の業況は一進一退を繰り返しながらマイナス基調が続き、景況感に厳しさがみられます。さらに、原油高や原材料価格の高騰などに伴
い、仕入単価の上昇に見舞われながらも販売価格に転嫁できずに、製造業を中心に中小企業は苦しい状況にあります。企業の倒産状況は、一時沈静
化した倒産件数が増加に転じています。特に、従業員９人以下の企業の倒産がおよそ８割を占め、中小零細企業では厳しさがみられます。負債総額は
2007年には微増したものの、減少傾向にあります。

東京の雇用情勢は、2007年の完全失業率が４年ぶりに全国水準を下回るなど改善傾向で推移していました。しかし、完全失業率も年の終わりに上昇、
有効求人倍率は５年ぶりに前年を下回るなど、年の後半から、世界経済の減速懸念などの影響を受け、改善の動きが弱まりつつあります。現金給与総
額は、前年に引き続きわずかながら増加しています。労働時間は、所定内、所定外ともに前年に比べて減少しました。

東京経済の概況 東京経済の動き
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厳しさが増す中小企業の景況感、増加する企業倒 産、改善が鈍る雇用情勢

注 ーーＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の景況ＤＩ

1 厳しさがみられる中小企業の景況感

注  ＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の仕入価格ＤＩ、販売価格ＤＩ

2 上昇する中小企業の仕入価格

資料 東京都、総務省「労働力調査」

完全失業率、完全失業者数

資料 厚生労働省、東京労働局業務統計資料

有効求人倍率、新規求人数

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 厚生労働省、東京都「毎月勤労統計調査」

現金給与総額（名目）（前年比・前年同月比）

就業形態別現金給与総額（2007年）

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

総実労働時間数（前年比・前年同月比）

男女別総実労働時間数（2007年）

注ー  ー負債額1,000万円以上
資料 ー東京都｢東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）  

注ー  ー負債額1,000万円以上
資料 ー東京都｢東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）  

企業倒産件数

3 緩やかな増加傾向にある倒産件数
企業倒産の負債総額

4 企業倒産の負債総額は減少傾向

5 4年ぶりに全国水準を下回った完全失業率

7 引き続きわずかに増加した現金給与総額

6 改善の動きが弱まりつつある有効求人倍率

8 減少した労働時間

都内中小企業の業況は一進一退を繰り返しながらマイナス基調が続き、景況感に厳しさがみられます。さらに、原油高や原材料価格の高騰などに伴
い、仕入単価の上昇に見舞われながらも販売価格に転嫁できずに、製造業を中心に中小企業は苦しい状況にあります。企業の倒産状況は、一時沈静
化した倒産件数が増加に転じています。特に、従業員９人以下の企業の倒産がおよそ８割を占め、中小零細企業では厳しさがみられます。負債総額は
2007年には微増したものの、減少傾向にあります。

東京の雇用情勢は、2007年の完全失業率が４年ぶりに全国水準を下回るなど改善傾向で推移していました。しかし、完全失業率も年の終わりに上昇、
有効求人倍率は５年ぶりに前年を下回るなど、年の後半から、世界経済の減速懸念などの影響を受け、改善の動きが弱まりつつあります。現金給与総
額は、前年に引き続きわずかながら増加しています。労働時間は、所定内、所定外ともに前年に比べて減少しました。

東京経済の概況 東京経済の動き
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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」

２1 4

5

3

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」

２1 4

5

3

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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あさり
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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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注 ーーー常用雇用以外(常用換算）とは、一定の期間を定めて雇用され、その間派遣された
   労働者等（登録者のうち派遣された者を含む）を常用換算したもの。
資料 厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告」

資料 総務省「国勢調査」 資料 総務省｢国勢調査」

注  2001年までは2月調査、02年以降は年平均調査の数値である。
資料 総務省「労働力調査」 資料 厚生労働省「労働経済白書」

注  事業所規模５人以上
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

少子高齢化を背景に変化する労働力 就業の多様化が進む東京

戦後一貫して東京の15歳以上人口は増加してきましたが、高齢化の進展により就業者数は減少に転じています。15歳以上人口は、第一次･第二次ベ
ビーブーム世代の二つの山を描く年齢構造となっており、労働力人口の高齢化も進んでいます。東京で働く就業者は821万人となっており、他県在住者
も多く就業しています。過去15年間でおよそ1.3倍に増えた外国人就業者は、全国に比べて就業分野が幅広く、特に専門的･技術的職業従事者やサー
ビス職業従事者の占める割合が高くなっています。

東京では専門的･技術的職業従事者が増加し、生産工程･労務作業者が減少しています。産業別では、情報通信業で若い世代、不動産業で中高年世代が大き
な割合を占めています。正社員が減少する一方、パート･アルバイト、派遣社員等のいわゆる非正社員が増加しており、就業形態の多様化が進んでいます。
特に、20～24歳層で非正社員の割合が大きく伸びており、若年層での非正社員化が進んでいます。派遣労働者は労働者派遣法の改正を契機とし、主として
登録型の労働者を派遣する一般労働者派遣事業の派遣が大きく数を伸ばしています。パートタイム労働者比率は、飲食店,宿泊業で高くなっています。

雇用形態別雇用者数（全国）

3 雇用者の3人に1人は非正社員
年齢別非正規雇用比率（全国）

4 非正規雇用比率の上昇が著しい若年層

常用換算派遣労働者数（南関東）

5 大きく伸びる派遣労働者数
産業別パートタイム労働者比率（2007年）

6 パートが6割以上を占める飲食店,宿泊業

産業別年齢別就業者数構成比(2005年）

2 若い世代が多い情報通信業、
          中高年世代が多い不動産業

資料 総務省「国勢調査」 資料 総務省「国勢調査」

資料 総務省｢国勢調査」 資料 総務省｢国勢調査」

資料 東京都「労働力調査」 資料 総務省「国勢調査」

年齢別労働力人口構成比

3 高齢化する労働力人口

労働力状態別15歳以上人口

1 就業者は減少
職業別就業者数

1 増加した専門的･技術的職業従事者

常住地･就業地でみる東京の就業者数（2005年）

4 東京で働く3人に1人は都外在住者

年齢別・状態別15歳以上人口（2005年）

2 30代と50代で二つの山を描く就業者

男女別外国人就業者数

5 9万人を超える東京の外国人就業者
職業別外国人就業者数構成比（2005年）

6 幅広い分野で働く外国人

東京の雇用就業 ─ 就業者 東京の雇用就業 ─ 就業構造

～

～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

東京に住む
就業者
592万人

東京に住み
東京で働く
就業者
550万人

東京に住み
他県で働く
就業者
41万人

東京で働く就業者
821万人

～

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

他県に住み、
東京で働く就業者

270万人
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注 ーーー常用雇用以外(常用換算）とは、一定の期間を定めて雇用され、その間派遣された
   労働者等（登録者のうち派遣された者を含む）を常用換算したもの。
資料 厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告」

資料 総務省「国勢調査」 資料 総務省｢国勢調査」

注  2001年までは2月調査、02年以降は年平均調査の数値である。
資料 総務省「労働力調査」 資料 厚生労働省「労働経済白書」

注  事業所規模５人以上
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

少子高齢化を背景に変化する労働力 就業の多様化が進む東京

戦後一貫して東京の15歳以上人口は増加してきましたが、高齢化の進展により就業者数は減少に転じています。15歳以上人口は、第一次･第二次ベ
ビーブーム世代の二つの山を描く年齢構造となっており、労働力人口の高齢化も進んでいます。東京で働く就業者は821万人となっており、他県在住者
も多く就業しています。過去15年間でおよそ1.3倍に増えた外国人就業者は、全国に比べて就業分野が幅広く、特に専門的･技術的職業従事者やサー
ビス職業従事者の占める割合が高くなっています。

東京では専門的･技術的職業従事者が増加し、生産工程･労務作業者が減少しています。産業別では、情報通信業で若い世代、不動産業で中高年世代が大き
な割合を占めています。正社員が減少する一方、パート･アルバイト、派遣社員等のいわゆる非正社員が増加しており、就業形態の多様化が進んでいます。
特に、20～24歳層で非正社員の割合が大きく伸びており、若年層での非正社員化が進んでいます。派遣労働者は労働者派遣法の改正を契機とし、主として
登録型の労働者を派遣する一般労働者派遣事業の派遣が大きく数を伸ばしています。パートタイム労働者比率は、飲食店,宿泊業で高くなっています。

雇用形態別雇用者数（全国）

3 雇用者の3人に1人は非正社員
年齢別非正規雇用比率（全国）

4 非正規雇用比率の上昇が著しい若年層

常用換算派遣労働者数（南関東）

5 大きく伸びる派遣労働者数
産業別パートタイム労働者比率（2007年）

6 パートが6割以上を占める飲食店,宿泊業

産業別年齢別就業者数構成比(2005年）

2 若い世代が多い情報通信業、
          中高年世代が多い不動産業

資料 総務省「国勢調査」 資料 総務省「国勢調査」

資料 総務省｢国勢調査」 資料 総務省｢国勢調査」

資料 東京都「労働力調査」 資料 総務省「国勢調査」

年齢別労働力人口構成比

3 高齢化する労働力人口

労働力状態別15歳以上人口

1 就業者は減少
職業別就業者数

1 増加した専門的･技術的職業従事者

常住地･就業地でみる東京の就業者数（2005年）

4 東京で働く3人に1人は都外在住者

年齢別・状態別15歳以上人口（2005年）

2 30代と50代で二つの山を描く就業者

男女別外国人就業者数

5 9万人を超える東京の外国人就業者
職業別外国人就業者数構成比（2005年）

6 幅広い分野で働く外国人

東京の雇用就業 ─ 就業者 東京の雇用就業 ─ 就業構造

～

～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

東京に住む
就業者
592万人

東京に住み
東京で働く
就業者
550万人

東京に住み
他県で働く
就業者
41万人

東京で働く就業者
821万人

～

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

他県に住み、
東京で働く就業者

270万人
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資料 厚生労働省「雇用動向調査」

資料 東京都「労働力調査」
注  各年10月現在
資料 東京労働局「職業安定業務年報」

資料 東京労働局「職業安定業務年報」

資料 東京労働局「職業安定業務年報」

改善がみられる雇用、失業情勢

東京の完全失業率は改善し、有効求人倍率は企業の旺盛な求人により全国を上回って上昇しています。雇用形態別ではパートの求人倍率が高くなって
います。産業別では、東京は全国と比べて情報通信業や飲食店，宿泊業などの占める割合が高く、近年は飲食店,宿泊業や医療,福祉などで求人数が
増加しています。中小企業ではサービス業で雇用の不足感が強く、以前は過剰感の強かった製造業においても不足感が強まっており、少子高齢化の
進展や景気回復などを背景として、就職率は年々上昇しています。

年齢別では若年層で大きく改善し、雇用、失業情勢の回復に大きく寄与しています。近年は解雇など事業主都合による離職の割合が減少する一方、自
己都合による離職が増加しています。また、失業期間も短縮傾向にあるなど離職理由や失業期間に変化がみられます。就職・転職活動は活発に行わ
れており、入職者に占める転職者の割合は増加しています。景気回復が進み、雇用、失業情勢に変化がみられる一方、求人は専門的・技術的職業で多
く、求職は事務的職業で多いなど職種によるミスマッチがあり、労働力需給には課題がみられます。

離職票による離職理由構成比

資料 総務省「労働力調査」

失業期間別失業者数構成比（全国）

7 自発的な退職が増加、失業期間は短期化傾向

職歴別入職者数

8 活発化する転職
職業別求人・求職状況（2006年度）

9 職業による求人・求職のミスマッチ

注  DI＝「不足」とする企業の割合－「過剰」とする企業の割合
資料 東京都「中小企業の景況」

資料 東京都、総務省「労働力調査」 資料 東京労働局、厚生労働省業務統計

資料 東京労働局業務統計 資料 東京労働局、厚生労働省業務統計

雇用形態別新規求人倍率

3 パートで高い新規求人倍率

完全失業率、完全失業者数

1 改善する東京の完全失業率
年齢別完全失業率 年齢別有効求人倍率

6 若年層で改善が顕著な雇用、失業情勢

産業別新規求人数構成比（2006年度）

4 全国に比べ情報通信業の割合が高い求人

有効求人倍率

2 全国を大幅に上回る東京の有効求人倍率

中小企業の産業別雇用人員DI

資料 東京労働局、厚生労働省業務統計

就職者数、就職率

5 中小企業の雇用不足感の強まりと上昇の続く東京の就職率

東京の雇用就業 ─ 求人・求職、失業 東京の雇用就業 ─ 求人・求職、失業

～

～

～

～

～

～
～
～
～

～
～
～
～
～

～

～
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資料 厚生労働省「雇用動向調査」

資料 東京都「労働力調査」
注  各年10月現在
資料 東京労働局「職業安定業務年報」

資料 東京労働局「職業安定業務年報」

資料 東京労働局「職業安定業務年報」

改善がみられる雇用、失業情勢

東京の完全失業率は改善し、有効求人倍率は企業の旺盛な求人により全国を上回って上昇しています。雇用形態別ではパートの求人倍率が高くなって
います。産業別では、東京は全国と比べて情報通信業や飲食店，宿泊業などの占める割合が高く、近年は飲食店,宿泊業や医療,福祉などで求人数が
増加しています。中小企業ではサービス業で雇用の不足感が強く、以前は過剰感の強かった製造業においても不足感が強まっており、少子高齢化の
進展や景気回復などを背景として、就職率は年々上昇しています。

年齢別では若年層で大きく改善し、雇用、失業情勢の回復に大きく寄与しています。近年は解雇など事業主都合による離職の割合が減少する一方、自
己都合による離職が増加しています。また、失業期間も短縮傾向にあるなど離職理由や失業期間に変化がみられます。就職・転職活動は活発に行わ
れており、入職者に占める転職者の割合は増加しています。景気回復が進み、雇用、失業情勢に変化がみられる一方、求人は専門的・技術的職業で多
く、求職は事務的職業で多いなど職種によるミスマッチがあり、労働力需給には課題がみられます。

離職票による離職理由構成比

資料 総務省「労働力調査」

失業期間別失業者数構成比（全国）

7 自発的な退職が増加、失業期間は短期化傾向

職歴別入職者数

8 活発化する転職
職業別求人・求職状況（2006年度）

9 職業による求人・求職のミスマッチ

注  DI＝「不足」とする企業の割合－「過剰」とする企業の割合
資料 東京都「中小企業の景況」

資料 東京都、総務省「労働力調査」 資料 東京労働局、厚生労働省業務統計

資料 東京労働局業務統計 資料 東京労働局、厚生労働省業務統計

雇用形態別新規求人倍率

3 パートで高い新規求人倍率

完全失業率、完全失業者数

1 改善する東京の完全失業率
年齢別完全失業率 年齢別有効求人倍率

6 若年層で改善が顕著な雇用、失業情勢

産業別新規求人数構成比（2006年度）

4 全国に比べ情報通信業の割合が高い求人

有効求人倍率

2 全国を大幅に上回る東京の有効求人倍率

中小企業の産業別雇用人員DI

資料 東京労働局、厚生労働省業務統計

就職者数、就職率

5 中小企業の雇用不足感の強まりと上昇の続く東京の就職率

東京の雇用就業 ─ 求人・求職、失業 東京の雇用就業 ─ 求人・求職、失業
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注  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
資料 総務省「労働力調査」

注  各年10月現在
資料 東京労働局「職業安定業務年報」

注  各年3月卒業者。就職率は、一時的な仕事についた者の率を含まない。
資料 文部科学省「学校基本調査」

資料 東京都「就業構造基本調査」
注  離職者は、過去１年間に離職した者。15 ～ 34歳在学中の者を除く。
資料 厚生労働省「労働経済白書」 

注  1982年から97年までの数値と2002年以降の数値とでは、フリーターの定義等が
   異なるため、データは接続しない。
資料 総務省「労働力調査」

賃金、労働時間とも横ばい 新卒者を中心に改善する若年者の雇用情勢

東京における中小企業の賃金は、所定時間内賃金、超過労働給与とも増加の動きが鈍っています。産業別では、金融・保険業で高い一方、飲食店，宿泊
業では低くなっており、業種によって賃金に差がみられます。男女の賃金は、特に40歳代から50歳代にかけてその差が大きく、一般労働者とパートタ
イム労働者においても依然として賃金に格差がみられます。男性の超過実労働時間は増加傾向にあり、男女の差は大きくなっています。労働時間は、
25～ 44歳層の男性で週60時間以上の割合が特に高く、労働時間は二極化する傾向にあります。

景気の回復を受けて若年者の有効求人倍率は上昇を続けており、大卒・短大卒の就職率も大きく上昇しています。しかし、若年者の正社員比率は特に15～
24歳層で低く、その割合は年々低くなっています。また、いったん離職すると正規から非正規になる者の割合が上昇するなど、若年者の非正社員化が進む
傾向がみられます。若年無業者数は25～ 34歳層で大幅に増加しています。フリーター数はここ数年減少しているものの、25～ 34歳のいわゆる年長フリー
ター層では減少幅が小さく、高止まりしています。

男女別・年齢別正社員比率

3 拡大する若年者の非正社員化
離職者に占める就業形態別雇用者となった者の割合(全国）

4 上昇する正規雇用者から非正規雇用者への割合

年齢別若年無業者数（全国）

5 25～34歳層で多い若年無業者
年齢別フリーター数（全国）

6 高止まりする25～34歳層のフリーター数

2

注  ー2007年は速報値
資料 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 資料 総務省「国勢調査」

注  ー従業員300人未満の企業の各年７月の平均賃金
資料 東京都「中小企業の賃金事情」

注  事業所規模５人以上
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

注  きまって支給する現金給与額
資料 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

注  東京都産業労働局にて試算
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

年齢別、男女別正社員の賃金(2006年）

3 40歳代から50歳代で男女差の大きい賃金

中小企業の平均賃金 産業別賃金（2007年)

1 伸び悩む中小企業の賃金
19歳以下の有効求人倍率

20～34歳の有効求人倍率

1 改善した若年者の求人倍率
大学卒業者、短期大学卒業者の進路

2 好調な大学・短大卒業者の就職率

パートタイム労働者の賃金水準

4 一般労働者と差があるパートの賃金

2 産業により差がある賃金

月間の労働時間数

5 総労働時間は横ばいだが、時間外労働は微増
男女・年齢・週間就業時間別雇用者数構成比（2005年）

6 二極化がみられる労働時間

東京の雇用就業 ─ 賃金、労働時間 東京の雇用就業 ─ 若年者
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注  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
資料 総務省「労働力調査」

注  各年10月現在
資料 東京労働局「職業安定業務年報」

注  各年3月卒業者。就職率は、一時的な仕事についた者の率を含まない。
資料 文部科学省「学校基本調査」

資料 東京都「就業構造基本調査」
注  離職者は、過去１年間に離職した者。15 ～ 34歳在学中の者を除く。
資料 厚生労働省「労働経済白書」 

注  1982年から97年までの数値と2002年以降の数値とでは、フリーターの定義等が
   異なるため、データは接続しない。
資料 総務省「労働力調査」

賃金、労働時間とも横ばい 新卒者を中心に改善する若年者の雇用情勢

東京における中小企業の賃金は、所定時間内賃金、超過労働給与とも増加の動きが鈍っています。産業別では、金融・保険業で高い一方、飲食店，宿泊
業では低くなっており、業種によって賃金に差がみられます。男女の賃金は、特に40歳代から50歳代にかけてその差が大きく、一般労働者とパートタ
イム労働者においても依然として賃金に格差がみられます。男性の超過実労働時間は増加傾向にあり、男女の差は大きくなっています。労働時間は、
25～ 44歳層の男性で週60時間以上の割合が特に高く、労働時間は二極化する傾向にあります。

景気の回復を受けて若年者の有効求人倍率は上昇を続けており、大卒・短大卒の就職率も大きく上昇しています。しかし、若年者の正社員比率は特に15～
24歳層で低く、その割合は年々低くなっています。また、いったん離職すると正規から非正規になる者の割合が上昇するなど、若年者の非正社員化が進む
傾向がみられます。若年無業者数は25～ 34歳層で大幅に増加しています。フリーター数はここ数年減少しているものの、25～ 34歳のいわゆる年長フリー
ター層では減少幅が小さく、高止まりしています。

男女別・年齢別正社員比率

3 拡大する若年者の非正社員化
離職者に占める就業形態別雇用者となった者の割合(全国）

4 上昇する正規雇用者から非正規雇用者への割合

年齢別若年無業者数（全国）

5 25～34歳層で多い若年無業者
年齢別フリーター数（全国）

6 高止まりする25～34歳層のフリーター数

2

注  ー2007年は速報値
資料 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 資料 総務省「国勢調査」

注  ー従業員300人未満の企業の各年７月の平均賃金
資料 東京都「中小企業の賃金事情」

注  事業所規模５人以上
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

注  きまって支給する現金給与額
資料 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

注  東京都産業労働局にて試算
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

年齢別、男女別正社員の賃金(2006年）

3 40歳代から50歳代で男女差の大きい賃金

中小企業の平均賃金 産業別賃金（2007年)

1 伸び悩む中小企業の賃金
19歳以下の有効求人倍率

20～34歳の有効求人倍率

1 改善した若年者の求人倍率
大学卒業者、短期大学卒業者の進路

2 好調な大学・短大卒業者の就職率

パートタイム労働者の賃金水準

4 一般労働者と差があるパートの賃金

2 産業により差がある賃金

月間の労働時間数

5 総労働時間は横ばいだが、時間外労働は微増
男女・年齢・週間就業時間別雇用者数構成比（2005年）

6 二極化がみられる労働時間

東京の雇用就業 ─ 賃金、労働時間 東京の雇用就業 ─ 若年者
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資料 東京都「男女雇用平等参画状況調査」

資料 総務省「国勢調査」 資料 東京都「労働力調査」 

資料 ILOホームページ、総務省「国勢調査」 資料 東京都「就業構造基本調査」

資料 東京都「男女雇用平等参画状況調査」

労働力の担い手として期待される高年齢者 広がる女性の社会進出

少子高齢化を背景に、高年齢者の就業者数は増加を続けています。団塊の世代では、就業形態を問わず高い割合で退職後の就業を希望しており、就
業希望年齢を欧州と比べても、高い就業意欲がうかがえます。高年齢者の有効求人倍率は、全体に比べ低いものの、上昇傾向が続いています。団塊の
世代が退職時期を迎えるなか、雇用確保措置を実施している企業は年々増加しており、実施している企業のうち８割以上で継続雇用制度が導入され
ています。

東京の就業者に占める女性の割合は上昇を続けており、その割合は４割に達しています。卸売･小売業、サービス業で女性の就業者が多く、就業者に占める
女性の割合は医療,福祉で高くなっています。日本、東京とも、30代女性の労働力率が落ち込む、いわゆるＭ字型カーブを描く特徴がありますが、近年、Ｍ字
の谷が緩やかに上昇しています。雇用形態別では、若年層で正社員が多く、中高年層ではパートが多くなっています。企業は両立支援制度の整備を進めて
おり、女性の育児休業取得率は９割近くに達しています。しかし、男性の取得率は１％を下回っています。

各国の年齢別女性労働力率

緩やかに上昇した東京の女性労働力率
年齢別･就業形態別女性就業者数（2002年）

正社員が多い若年層、パートが多い中高年層

育児休業制度、介護休業制度、育児時間、
短時間勤務制度のある事業所割合

法改正により整備の進む両立支援制度
男女別育児休業取得率（2006年）

低い男性の育児休業取得率

資料 東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」 資料 東京労働局「高年齢者雇用状況報告」

資料 東京都「労働力調査」
注  1947～ 51年生まれが対象で、重複回答
資料 （独）労働政策研究・研修機構「団塊の世代の就業と生活ビジョン調査」

資料 内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」
注  各年10月現在
資料 東京労働局「職業安定業務年報」

希望する退職年齢の国際比較（2005年度）

欧州より高い高齢者の就業希望年齢

55歳以上の就業者数

増加する高年齢就業者
男女別就業者数、女性比率

4割を超えた就業者に占める女性比率
産業別女性就業者数、女性比率（2007年）

女性が7割を占める医療,福祉

高年齢者の有効求人倍率

上昇傾向にある高年齢者の求人倍率

60歳以降に希望する就業形態（全国、2006年）

団塊の世代の高い就業意欲

年齢別人口と団塊の世代

労働力の担い手として期待される団塊の世代
雇用確保措置の実施状況

雇用確保措置導入企業の状況（2007年）

進む企業の雇用確保措置
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東京の雇用就業 ─ 高年齢者 東京の雇用就業 ─ 女性
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資料 東京都「男女雇用平等参画状況調査」

資料 総務省「国勢調査」 資料 東京都「労働力調査」 

資料 ILOホームページ、総務省「国勢調査」 資料 東京都「就業構造基本調査」

資料 東京都「男女雇用平等参画状況調査」

労働力の担い手として期待される高年齢者 広がる女性の社会進出

少子高齢化を背景に、高年齢者の就業者数は増加を続けています。団塊の世代では、就業形態を問わず高い割合で退職後の就業を希望しており、就
業希望年齢を欧州と比べても、高い就業意欲がうかがえます。高年齢者の有効求人倍率は、全体に比べ低いものの、上昇傾向が続いています。団塊の
世代が退職時期を迎えるなか、雇用確保措置を実施している企業は年々増加しており、実施している企業のうち８割以上で継続雇用制度が導入され
ています。

東京の就業者に占める女性の割合は上昇を続けており、その割合は４割に達しています。卸売･小売業、サービス業で女性の就業者が多く、就業者に占める
女性の割合は医療,福祉で高くなっています。日本、東京とも、30代女性の労働力率が落ち込む、いわゆるＭ字型カーブを描く特徴がありますが、近年、Ｍ字
の谷が緩やかに上昇しています。雇用形態別では、若年層で正社員が多く、中高年層ではパートが多くなっています。企業は両立支援制度の整備を進めて
おり、女性の育児休業取得率は９割近くに達しています。しかし、男性の取得率は１％を下回っています。

各国の年齢別女性労働力率

緩やかに上昇した東京の女性労働力率
年齢別･就業形態別女性就業者数（2002年）

正社員が多い若年層、パートが多い中高年層

育児休業制度、介護休業制度、育児時間、
短時間勤務制度のある事業所割合

法改正により整備の進む両立支援制度
男女別育児休業取得率（2006年）

低い男性の育児休業取得率

資料 東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」 資料 東京労働局「高年齢者雇用状況報告」

資料 東京都「労働力調査」
注  1947～ 51年生まれが対象で、重複回答
資料 （独）労働政策研究・研修機構「団塊の世代の就業と生活ビジョン調査」

資料 内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」
注  各年10月現在
資料 東京労働局「職業安定業務年報」

希望する退職年齢の国際比較（2005年度）

欧州より高い高齢者の就業希望年齢

55歳以上の就業者数

増加する高年齢就業者
男女別就業者数、女性比率

4割を超えた就業者に占める女性比率
産業別女性就業者数、女性比率（2007年）

女性が7割を占める医療,福祉

高年齢者の有効求人倍率

上昇傾向にある高年齢者の求人倍率

60歳以降に希望する就業形態（全国、2006年）

団塊の世代の高い就業意欲

年齢別人口と団塊の世代

労働力の担い手として期待される団塊の世代
雇用確保措置の実施状況

雇用確保措置導入企業の状況（2007年）

進む企業の雇用確保措置
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東京の雇用就業 ─ 高年齢者 東京の雇用就業 ─ 女性
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資料 東京都｢労働相談及びあっせんの概要」

資料 東京都｢労働組合基礎調査」
注ーーーーーー推定組織率＝労働組合員数／推定雇用者数×100（％）
資料 東京都｢労働組合基礎調査」

注  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）
資料 厚生労働省「労働組合基礎調査」 資料 東京都「東京レイバーリポート」

注  2006年度から「職場の嫌がらせ」は「人間関係」で集計        
資料 東京都｢労働相談及びあっせんの概要」

自立と社会参加が進む障害者 就業形態の多様化に伴い変化する労使関係

都内民間企業の障害者実雇用率は上昇を続けており、雇用障害者数も年々増加しています。実雇用率は、電気・ガス・熱供給・水道業や医療, 福祉で
高くなる一方、情報通信業、卸売・小売業では低くなっています。企業規模別では、企業規模が大きくなるにつれ実雇用率は高くなっています。特例子
会社を持つ親会社と関係する企業グループ全体での雇用率算定が可能となったことから特例子会社の設立も進み、障害者の雇用促進に向けた動きは
活発化してきています。

労働組合数が減少する一方、労働組合員数は増加し、推定組織率も上昇に転じています。近年、パートタイム労働者のほか、派遣社員などの非正社員や管
理職などに労働組合への加入の動きがみられます。労働争議発生件数はここ数年大きな動きはみられません。労働相談件数は過去最高の５万６千件に達
し、解雇、賃金不払など深刻な相談が依然として上位を占めています。また、近年では就業形態の多様化などから職場の人間関係が複雑となり、人間関係に
関する相談も増加傾向にあります。

パートタイム労働者の組合員数が大幅増加
労働争議発生状況

横ばいで推移する労働争議発生件数
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   特例子会社とは、事業主が設立する障害者の雇用に特別の配慮をした会社をいう。
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東京都産業労働局組織図 （平成20年度） 東京都産業労働局施策体系図 （平成20年度）

産業労働局の施策   中小企業対策  経営革新支援 
345,092,000 千円   305,922,353 千円  103,388 千円 
        
       経営安定支援 
        2,952,396 千円 
        
       販路開拓支援 
       7,559,890 千円 
        
       ネットワークづくり支援 
       300,292 千円 
        
       技術支援 
       821,330 千円 
        
       創業支援 
       776,299 千円 
        
       地域工業の活性化 
       18,396,556 千円 
        
       地域商業の活性化 
       2,659,081 千円 
        
       総合的支援 
       6,075,375 千円 
        
       試験研究機関 
       5,507,746 千円 
        
       金融支援 
       235,276,000 千円 
        
       中小企業設備導入等資金の貸付 （特別会計） 
       25,494,000 千円 
        
    観光産業対策  東京の魅力を世界に発信 
    2,141,000 千円  923,499 千円 
         
       観光資源の開発 
       312,509 千円 
         
       受入体制の整備 
       733,533 千円 
        
       推進体制の構築 
       171,459 千円 
        
    農林水産対策  農業経営の安定 
    10,639,295 千円  3,656,888 千円 
        
        林業経営の安定 
       2,900,000 千円 
        
       水産業経営の安定 
       1,546,236 千円 
        
       緑化の推進 
       301,000 千円 
        
       農林災害復旧 
       1,256,000 千円 
        
       小笠原諸島の振興 
       757,171 千円 
        
       農業改良、林業・木材産業改善、
       沿岸漁業改善の各資金の貸付 （特別会計） 
       222,000 千円 
        
    雇用就業対策  雇用・就業の促進 
    14,236,352 千円  4,695,944 千円 
        
       適正な労働環境の確保 
       1,719,081 千円 
        
       職業能力の開発・向上 
       7,821,327 千円 
    人件費等    
    12,153,000 千円 

産業労働局  総務部    総務課   
          
       企画計理課   
          
       職員課   
          
          
　　          
　　   商工部    調整課   
　　          
       創業支援課   
          
       経営支援課   
          
       地域産業振興課   
          
          
       皮革技術センター   
          
       支　所 （１）   
          
          
          
   金融部    金融課   
          
       貸金業対策課   

          
   金融監理室   監理課   
          
          
          
   観光部    企画課   
          
       振興課   
          
          
          
   農林水産部   調整課   
          
       食料安全室  病害虫防除所
          
       農業振興課   
          
       水産課   
          
       森林課   
          
          
       家畜保健衛生所  支　所 （３）
          
          
          
          
   　農業振興事務所   農業改良普及センター （３）   
          
   　森林事務所      
          
   　島しょ農林水産総合センター 事業所 (２)   
          
          事業所 (１)
    
      
          
          
   雇用就業部   調整課   
          
       就業推進課   
          
       労働環境課   
          
       能力開発課   
          
          
   　労働相談情報センター  事務所 (５)   
          
    　職業能力開発センター （４） 校 （９）   
　          
       分　校 （１）   
          
   　東京障害者職業能力開発校      

7部
21課（室）
37事業所

職員定数
1,234人

注：金額は各施策の予算額

（行政委員会）
東京海区漁業調整委員会
東京都内水面漁場管理委員会
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東京の伝統工芸品

東京染小紋
とうきょうそめこもん

東京銀器
とうきょうぎんき

江戸鼈甲
えどべっこう

江戸象牙
えどぞうげ

江戸衣裳着人形
えどいしょうぎにんぎょう

江戸切子
えどきりこ

江戸甲冑
えどかっちゅう

東京打刃物
とうきょううちはもの

東京三味線
とうきょうしゃみせん

江戸からかみ
えどからかみ
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