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第１章 白書の趣旨 

白書作成の目的 

 平成 30年３月に策定した「世田谷区産業ビジョン」は、従来の商業・工業・農業の枠組

みを越えて、福祉、環境、建設といった様々な産業分野を横断的に捉え、区民生活を支え

る観点から、区内の全ての産業が時代の変化に合わせた新たな視点より活性化を図ること

を目的として策定しました。 

世田谷区経済産業白書は、産業ビジョンで示した、世田谷区のありたい姿やせたがや価

値創造プロジェクトの実現に向け、世田谷区を取り巻く社会経済環境の変化、区内産業の

動きや区民の経済活動（就労、消費生活、創業・起業等）の状況等を把握し、その動向を

まとめるため作成するものです。 

現在、経済だけでなく多くの分野でグローバル化が進み、また、インターネットの普及

等により商圏やサプライチェーンが拡大する傾向がある中、世田谷区の産業や区民生活は、

国の枠を越えた国際情勢の影響を大きく受けるものとなっております。一方、コミュニテ

ィビジネスや地域を支える商店街の活性化といった地域や地区を舞台にした生活に密着し

た経済活動の重要性も増しています。 

 このような状況を踏まえ、白書では、第２章以降で世田谷区に影響を及ぼす国際情勢や

国の経済動向から書き起こし、東京都、世田谷区の状況を順に整理していきます。 

世田谷区では、産業ビジョンの実現をはじめとした経済産業政策の充実に、今回作成す

る経済産業白書を生かして取り組んでまいります。 

 

位置づけ及び関係性 

 本白書は、社会経済等の環境変化と、これまでに世田谷区で行ってきた産業政策の評価

等を踏まえて、区民生活、区内産業や仕事等についての状況や課題を整理し、それらに対

して平成 29 年度に策定した産業ビジョン等によりどのように対応していくのかを明確に

する目的で、下図のように位置づけや関係性を整理します。 
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第２章 世田谷区を取り巻く社会経済環境の変化 

考え方の整理～世界情勢、国内動向、首都圏の状況、世田谷へ～ 

■世界情勢は日本、東京、世田谷に直接、間接の影響を与えうる 

 平成 21 年度に「世田谷区産業経済白書」を作成してから、約 10 年が経過しようとして

います。当時は、平成 20 年９月に米国でリーマンショックが起き、世界経済は 100年に一

度の同時不況の時期でした。世界的に金融市場が混乱する中、日本経済においても急激な

円高の影響も加わり、マイナス成長を経験する等、厳しい状況に直面し、輸出数量も約４

割減少しました。 

 その後、世界経済は新興国の経済成長や世界的な自由貿易の拡大に支えられる形で、緩

やかに回復しつつあり、昨今の情報技術等の進展により世界各国との結びつきを強めなが

ら、産業活動を行っています。 

そのような中、近年保護主義の台頭や、地政学リスクをはじめ、国際情勢が目まぐるし

く変化しており、国際的な結びつきが強く、多国間にわたり、サプライチェーンを構築し

ている昨今、世界における動向や影響は、容易に日本にも波及します。 

特に日本の主要輸出先であり、かつ貿易額世界第１位の米国と第２位の中国における貿

易戦争が激化しており、日本企業においても関税引き上げによる収益悪化を防ぐため、海

外における生産拠点の移転、調達先の見直し等の検討が余儀なくされつつあります。 

また、中東情勢が目まぐるしく変わる現在、原油価格が高騰しており、ガソリン価格に

も価格転嫁が及んでいます。ガソリン価格の高騰により、消費者心理の冷え込みによる消

費の下押し、原油と関わりが深い業種の収益悪化にもつながる可能性があります。 

これらの状況が深刻化すると、企業採算の悪化や個人消費の減少等の経済面への影響に

加え、グローバルで生産・販売を手掛ける企業を中心とした世界的なサプライチェーンの

再構築が求められる可能性があります。 

このように世界経済との結びつきが、ますます強くなりつつある現在、世界情勢の変化

は日本全体に限らず、世田谷区に立地している企業や、生活している消費者にも及ぼすよ

うになりました。現在どのような世界情勢になっており、世界経済が日本へどのような影

響を与えうるのか、また国内や東京、そして区民の生活や産業へ与える影響としてどのよ

うなことが考えられるのかをしっかりと把握しておくことが重要になります。 

そこで、これから世界経済の情勢や、世界産業・技術等の主な潮流等の現状、それらが

日本等へもたらす影響、日本国内や東京の状況等を中心に検討します。 
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国際情勢の整理・分析 

２-１.世界経済 

２-１-１.世界経済の動向 

■世界経済は緩やかに回復 

世界金融危機後の世界経済は、新

興国や途上国を中心とする経済発

展に支えられる形で緩やかに回復

しています。国際通貨基金(IMF、平

成 30年４月時点)によると、平成 29

年の世界の実質 GDP成長率は、世界

貿易の回復が大きく寄与し、平成 23

年以来最も高い 3.8％となっていま

す。地域別にみると、先進国の成長

率は 2.3％(平成 28年：1.7％)、新興国・途上国の成長率も 4.8％(平成 28年：4.4％)とど

ちらも上昇しており、世界の成長率は中期的には 3.7％程度に落ち着くと推計されていま

す。世界金融危機後、世界の貿易量の伸びが経済成長率を下回るいわゆる「スロー・トレ

ード」の状態に陥っていましたが、平成 28年秋以降、貿易量の伸びが急回復しました。 

この貿易拡大の流れは、生産や設備投資の拡大にも波及し、世界経済の成長率が予測を上

回るペースで回復しており、特に中国を含む新興アジアの伸びが顕著となっています。 

しかしながら、米国の保護主義的な政策に端を発した貿易摩擦の激化に加え、中国の景

気減速が世界的に波及することにより、産油国や欧州等の成長率も鈍化する見方が強まり、

平成 31年１月における IMF の経済見通しでは、平成 31年の世界成長率予測を 3.5%へ下方

修正しています。世界的に経済成長が急速に減速するリスクが増したとの認識を示し、警

鐘を鳴らしています。 

表２-２-１IMFによる経済見通し(平成 31年１月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(備考)１．IMF"World Economic Outlook Database, January 2019"より作成。2018年は推計値、2019年、2020年は 

予測値。 

  
2018年 

(前年比、%) 
見通し(前年比、%) 

2019年 2020年 

世界 3.7 3.5 3.6 

  

先進国 2.3 2.0 1.7 

  

日本 0.9 1.1 0.5 

米国 2.9 2.5 1.8 

ユーロ圏 1.8 1.6 1.7 

  
ドイツ 1.5 1.3 1.6 

フランス 1.5 1.5 1.6 

英国 1.4 1.5 1.6 

カナダ 2.1 1.9 1.9 

新興国 4.6 4.5 4.9 

  

中国 6.6 6.2 6.2 

インド 7.3 7.5 7.7 

ASEAN5 5.2 5.1 5.2 

ブラジル 1.3 2.5 2.2 

ロシア 1.7 1.6 1.7 
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出典：経済産業省「平成 30年版通商白書」 
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世界金融危機 

2009 年：欧州

債務危機 

図２-２-１世界の GDP成長率 

出典：IMF「世界経済見通し改訂見通し 2019年１月」 
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■自由貿易協定が拡大 

 世界的に自由貿易協定(FTA)締結が加速してきましたが、平成 28 年以降、米国を中心に

保護主義的な動きがみられ、世界の貿易自由化の流れに変化が現れつつあります。その一

方で、急速な技術革新等の背景もあり、貿易に関連する国際ルールの整備が必要とされつ

つあり、日本をはじめとした世界各国で環太平洋経済連携協定(TPP11)や日欧経済連携協定

(日 EU EPA)、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)等、自由貿易を重要視する動きもありま

す。TPP11 の規模は人口が約５億人(世界に占める割合約６％)、GDP が約 1,100 兆円(同約

13％)、RCEP の規模は人口が約 34 億人(同約 50％)、GDP が 2,200 兆円(同約 26％)、日 EU 

EPA の規模は人口が約６億人(同約 7.2％)、GDP が約 2,370 兆円(同約 28％)となっており、

大規模な経済連携協定であり、自由貿易を柱とした成長戦略につなげようとする動きがあ

ります。 

 

図２-２-２自由貿易連携協定の動向 

 

 
出典：外務省「我が国の経済連携協定(EPA)の取組」(2018年 11月現在) 
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【日本に与える影響】 

■TPP11 協定により農林水産業や工業製品を中心に影響あり 

 自由貿易により関税の撤廃等がなされると、日本の輸出企業、輸入企業をはじめ、消費

者生活にも直接的・間接的な影響が出てきます。ここでは平成 30 年 12 月に発効された

TPP11協定を例に、日本にどのような影響を及ぼす可能性があるか整理をします。 

TPPは、アジア太平洋地域において、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を

進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律等、幅広い分野で

21 世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、日本からの輸出では工業品の 99.9％、

農林水産物の 98.5％で最終的に関税が撤廃されます。日本政府は、世界の GDPのうち 13％

を占める TPP 協定を締結し、国内産業の保護を図りながら、自動車等の工業製品に加え、

農林水産物の輸出等を推進し、日本の成長率を持続的に高めていくことを目指しています。

政府は TPP11協定締結により、貿易や投資の拡大等に伴い、新たに約 46 万人の雇用が生ま

れ、GDPを約 7.8兆円、率にして 1.49％押し上げる効果があると試算しています。TPP11協

定は主に農林水産業や工業製品を中心に下記の取り決めがなされており、それぞれ影響が

及ぼされる可能性が高いです。 

表２-２-２TPP11による関税、日本に与えうる影響 

 関税について 日本への影響 

農

林

水

産

業 

【日本への輸入】 

・コメの関税維持(オーストラリアに対して新たに 8,400tの輸入枠設置) 

・牛肉：38.5％の関税を段階的に引き下げ、協定発効から 16年目に 9％へ 

・豚肉：価格の安い肉への最大 482円/kgの関税を段階的に引き下げ、10年

目に 50円へ 

・小麦、大麦：事実上の関税を段階的に引き下げ、９年目までに 45％削減 

・水産物：ベトナムがブリやサバ、サンマにかけている 18％の関税を即時撤

廃 

・バター、脱脂粉乳：ＴＰＰ参加国を対象にした新たな輸入枠を設定 

・チーズ：「粉チーズ」と「チェダー」「ゴーダチーズ」等の関税を 16年目に

撤廃 

【日本からの輸出】 

・日本酒：カナダがかけている 13セント/ℓの関税を即時撤廃 

・しょうゆ：ニュージーランドがかけている 5％の関税を 5年目に撤廃 

・農林水産業の

主要 33 品目の

生産額が最大

で約 1,500 億

円減少 

・消費者にとっ

ては、安い輸入

肉や小麦類、水

産物、乳製品等

が手に入りや

すくなる 

工

業

製

品 

日本が TPP に参加する 10 か国に輸出する工業製品の関税：協定の発効後、

即時撤廃されるものと、段階的に引き下げられるものを合わせて最終的に全

品目の 99.9％を撤廃 

・カナダ：乗用車にかかる 6.1％関税が５年目に撤廃されるほか、エンジン

等の自動車部品は 95.4％の品目で関税を即時撤廃 

・ニュージーランド：乗用車にかかる 10％の関税のほか、エアコンや土木機

械等工業製品の 93.9％の関税を即時撤廃 

・オーストラリア：バスやトラックの新車にかかる関税を即時撤廃  

・ベトナム：乗用車にかかる最大 70％の関税のうち、排気量が 3,000cc以下

の車は 13年目に、3,000cc を超える車は 10年目にいずれも関税を撤廃 

・輸送用機器メ

ーカーを中心

に輸出が拡大

しやすくなる 

出典：内閣官房「ＴＰＰ等政府対策本部ＴＰＰにおける関税交渉の結果」等を元に作成 
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２-１-２.世界経済のリスク要因 

■国際的な結びつきが深まる中、他地域でのリスク要因は容易に日本にも波及する 

世界経済は、グローバル化やイノベーションの進展と共に、相互依存がこれまで以上に

強まっています。世界的にサプライチェーンが構築され、国境を越えた貿易が拡大しつつ

あり、これらは更なる成長の機会を生み出す一方、各国の景気や商品相場の変動等の要素

が、国境を越えて他地域又は世界経済全体に対して影響を及ぼしやすくなっています。 

ここでは、今後の世界経済のリスク要因を、(１)保護主義の台頭(米中貿易摩擦、英国の

EU 離脱)、(２)原油価格動向の２つの観点で整理します。 

 

(１)保護主義の台頭 

①米中貿易摩擦について 

■米中貿易戦争が激化しており、世界各国への影響が懸念 

平成 30年３月に米国政府が鉄鋼・アルミニウムへの追加関税を発動して以降、特に米国

と中国との間で制裁措置の応酬が激しくなっており、平成 31年１月より一時休戦状態にな

っているものの、今後も予断を許さない状況です。 

企業がグローバルバリューチェーンを構築する世界経済において、二国間での貿易制限

措置の影響は容易に他国にも波及します。経済協力開発機構(OECD)は、平成 28 年 11 月の

Economic Outlookの中で、仮に米国、中国、EU が全ての貿易相手国に対して全ての財の貿

易コストを 10％引き上げた場合、中期的に世界の貿易量は約６％減少し、世界の GDPは約

1.4％減少する可能性があると試算しています。また、IMFは、米中等で実施済みの追加関

税措置に加え、すでに公表済みで未実施の措置等も実施に移され（平成 30 年７月 18 日現

在）、その影響が最も深刻な場合、世界の GDPを１年目に約-0.4％、２年目に約-0.5％押し

下げる可能性があると試算しています。 

経済・貿易規模が大きい米中間や、米中間にとどまらず世界において貿易制限措置が拡

大した場合には、貿易に支えられてきた世界経済の回復に大きな影響が及ぶ可能性が高く

なります。 

表２-２-３平成 30年 貿易制限措置について 

日時 
米国 中国 

制裁関税内容 対象 対抗措置内容 

2018.3 輸入関税引き上げ措置発動 鉄鋼・アルミニウム 
30億ドル 
豚肉・ワイン等に 25%上乗せ 

2018.7 

中国による技術移転の強要、
知的財産権の侵害を理由に
制裁関税の第一弾を発動(追
加関税 25%) 

340億ドル(818品目) 
自動車、航空・宇宙関連、原子炉、
産業用ロボット等 

340億ドル(545 品目) 
大豆など農産品、自動車等に 25%上
乗せ 

2018.8 
制裁関税の第二弾発動 
(追加関税 25%) 

160億ドル(279品目) 
半導体、プラスチック等 

160億ドル(333 品目) 
自動車関連・鉄鋼製品、古紙等に 25%
上乗せ 

2018.9 
制裁関税の第三弾発動 
10%上乗せ(2019年より 25%) 

2,000億ドル(5,745 品目) 
家具・家電、衣類等 

600億ドル(5,207 品目) 
液化天然ガス・中型航空機、木材等
に 5～10%上乗せ 

2018.12 
中国の構造改革実施を条件に、米国が中国への関税の引き上げについて最大 90日間の猶予を設ける 
※構造改革内容は、(1)技術移転の強要、(2)知的財産権保護、(3)非関税障壁、(4)サイバー攻撃、 
 (5)サービスや農業分野の市場開放の５つ 

2019.3 米国が 3月 2日に予定していた 2,000億ドル分の中国製品に対する制裁関税の引き上げを延期 

出典：経済産業省「平成 30年版通商白書」等を元に作成 
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【日本に与えうる影響】 

■日本にも影響が及びはじめ、国内企業は検討を迫られている 

米国の貿易制限措置が、日本にどのような影響を及ぼす可能性があるかについて整理し

ます。日本においても、既に米国から、鉄鋼・アルミニウムに関して 25％の関税が課せら

れていることに加え、平成 30年９月に行われた日米首脳会議において、２国間で農産品や

工業品等の関税引き下げを約束する日米物品貿易協定(TAG)の交渉が開始されることが決

まりました。TAG 交渉中は、日本に対して自動車への追加関税は発動しないことで一致し

ましたが、米国側は、今後、投資・サービス分野が含まれる自由貿易協定（FTA）の締結を

目指すとしています。米国は日本にとって主要な輸出相手国であり、主に自動車を中心と

した製造業製品の輸出先となっていることから、今後の交渉において自動車・同部品に対

する追加関税が実際に発動された場合、日本にも相当の悪影響を及ぼす可能性が高く、注

意が必要です。 

また、日本へ直接的に貿易制限措置が発動されない場合でも、米中貿易戦争の影響は日

本にも波及します。例えば中国の製品の中には、日本から部品を調達し、中国で製品を組

み立て、最終製品を米国等の世界各国に輸出をしています。中国から米国への輸出製品に

制限が下されると、日本の中間材輸出にも打撃が生じます。また、米国、中国には日系企

業も多数立地しており、関税が課せられると、日本企業も対応策として、製品への価格転

嫁や生産拠点・調達拠点等のシフト等を検討せざるを得ない状況になりつつあります。 

 

図２-２-３米国貿易制限措置による日本への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

米国貿易制限措置

直接的な影響 間接的な影響

• 米国からの鉄鋼・アルミニウム
25%関税

• 今後の日米物品貿易協定の行方
に留意が必要

• 他国(特に中国)を通じた影響
 製品への価格転嫁
 生産拠点の移転
 調達先の見直し
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②英国の EU離脱について 

■英国の EU 離脱により、円滑な生産活動の阻害、英国経済、EU 経済の減速につながるこ

とが懸念 

平成 28 年６月、英国の EU 離脱の是非を問う国民投票が行われ、移民・難民受け入れに

よる国民税負担の増加、失業リスクの高まり、治安の悪化等の懸念から、離脱支持が 51.9％、

残留支持が 48.1％となり、EU離脱が決定しました。 

この結果を受け、英国は平成 29 年３月より原則２年間の EU 離脱交渉のプロセスを開始

しました。EUとの実質の交渉期限が迫る中、アイルランド国境問題やモノの自由貿易圏創

設等の交渉が難航しており、英国と EU首脳との意見の隔たりは大きくなっています。 

EU域内では、人・モノ・資本・サービスの４つの移動が自由となっており、英国と EUは

多くの分野において、互いにサプライチェーンの一部を構成しながら、生産活動を行って

きました。実際、英国の貿易においても、EUは輸出の 48.8％、輸入の 54.8％と大きなシェ

アを占めていることから、これまで関税同盟による無税の恩恵を受けていました。 

EUでドイツに次ぐ経済規模を誇る英国が離脱することにより、円滑な生産活動が阻害さ

れるおそれがあり、また英国経済、EU 経済の減速につながることが懸念されているほか、

英国通貨ポンドやユーロの下落が予想されています。 

 

【日本に与えうる影響】 

■英国に立地の金融機関、製造業等を中心に事業戦略の見直しが必要になる可能性大 

英国が EUを離脱することで、日本企業や金融機関をはじめ、様々なところに影響が及ぼ

されることが想定されます。 

外務省の外国在留邦人数調査統計によると、平成 29年時点で 986社の日系企業が英国に

拠点を置いており、国別では 13番目、ヨーロッパではドイツに次いで２番目に多くなって

います。 

英国で生産を行い、EU に生産物を輸出している日系企業にとっては、英国の EU 離脱に

より、これまで無関税で貿易を行っていたものの、関税や事務手続き等コストや手間を要

することになります。 

また、日本の大手金融機関はロンドンに拠点を設け、ヨーロッパ内で広く事業を行って

います。多くの大手金融機関は、EUに所属している１つの国で許可を得れば、他の加盟国

でも金融サービスを提供できる単一パスポート制度を利用していますが、脱退後は免許制

度が適応されないため、英国拠点のビジネス機会の喪失や人材流出の懸念があり、拠点の

移転や人員体制の見直し等事業戦略の見直しが必要となる可能性が高くなっています。 
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(２)原油価格動向 

■中東の地政学リスクにより、原油価格が高騰 

原油価格は、需要と供給の中長期的な要因に加え、原油国の地政学リスクや投機資金の

流入といった短期的要因により変化します。特に原油の埋蔵量の３分の２、生産量の３分

の１は中東が占めていることから、中東諸国情勢の悪化により、原油高になりやすく、こ

れまで国際情勢の影響を受けながら原油価格は大きく変化してきました。例えば近年では、

平成 13 年の米国同時多発テロや平成 15 年のイラク戦争勃発等が挙げられます。また、平

成 20 年以降の中国をはじめとした新興国の経済発展に伴う需要拡大及び金融緩和におけ

る投機資金流入等の影響を受け、原油価格が一気に高騰しました。その後、リーマンショ

ックにより、投機資金が引き上げられ、原油価格が下落するとともに、平成 23年頃のアラ

ブの春以降、中東・北アフリカ地域の地政学的リスク等により原油価格は 100 ドル前後で

推移し、需要の伸び悩み、米国のシェールオイルの堅調な生産等により供給過剰となり、

原油価格が下落しました。 

平成 28 年になると、石油輸出国機構（OPEC）本部で OPEC とロシア等の非加盟の主要産

油国が、閣僚会合を開き、15年ぶりに協調減産することで合意されました。加盟国全体で

日量 60 万バレル弱を減産する方針で、OPEC と合わせて世界生産の２％近くを削減し、原

油市場の需給改善を後押ししています。また、平成 30年米国は一方的にイラン核合意から

脱退し、イランへの経済制裁を開始し、世界各国に対してイランからの輸入停止を求めて

おり、イラン産原油の供給が細るとの懸念から原油価格も高騰しています。 

原油価格の高騰は、企業収益や消費等様々な面で、世界経済に大きな影響を与えます。

例えば原油と関わりが深い化学、自動車、運輸等を中心とした幅広い業種で、原材料費の

高騰が起き、製品への価格転嫁が生じます。価格転嫁が不十分の場合、企業収益の悪化に

つながるとともに、製品価格が上昇すると家計を圧迫し、消費者心理に悪影響を与えるこ

ととなり、消費の下押し要因となります。中東情勢が不安定となる中、今後の動向に留意

が必要です。 

図２-２-４原油価格の主要な変動要因原油価格推移 

  

※年間の平均価格 

※数値は 1月～最新月の平均価格 

出典：IMF「Primary Commodity Prices」、資源エネルギー庁「エネルギー白書 2017」より作成 
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【日本へ与えうる影響】 

■原油価格高騰により、原油と関わりが深い製造業を中心に収益悪化の可能性大 

日本は国内資源に乏しく、平成 28 年におけるエネルギー自給率は 8.4％となっており、

生活や経済活動に必要なエネルギーのほとんどを海外からの輸入に依存しています。特に

石油に関しては、情勢が不安定な中東からの輸入を 80％以上占めており、国際情勢の変化

や、資源価格の高騰等により、日本国内の経済情勢にも影響を及ぼす可能性が高くなりま

す。 

実際に平成 12～21年頃における原油価格の上昇により、石油精製、電力・ガス、自動車、

運輸、化学、製紙、漁業においては、業種ごとに下記の対応を施したものの、収益悪化等

につながりました。 

 

表２-２-４各業種における対応及び影響 

業種 影響 対応 

石油精製 石油製品の価格高騰が需要減少の一因 

原料調達コストを製品価格に反映するタイムラ

グ等のために収益が悪化 

輸出能力の強化 

需要減少に対応した減産 

電力・ガス 原燃料価格を料金に反映するタイムラグのため

に収益が悪化 

原燃料費調整制度の見直し 

自動車 燃料価格高騰が販売減の一因 

低燃費車志向の高まり 

低燃費車、次世代自動車の開発に

注力 

運輸 軽油等の値上がりによる収益悪化 荷主に対する運賃値上げ交渉、サ

ーチャージ制度の導入 

化学 価格転嫁が進まず、収益を圧迫 価格決定方針の変更を検討 

製紙 燃料の高騰による経営難 重油使用量を削減する計画の推進 

漁業 燃料の高騰による経営難 平成 20 年６～７月の一斉休漁近

距離漁業への変更、経済スピード

での航行、集魚灯の方針変更 

出典：資源エネルギー庁「平成 20年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書 2009)解説版」 

 

企業収益が悪くなると、企業側が採用を控えて雇用環境の悪化につながる可能性や、従

業員の給与が上昇しない等の影響も挙げられ、また物価上昇に伴い、消費者心理の下押し

等にもつながる可能性があります。さらには、米国の経済制裁でイラン産原油の輸出が減

るとの懸念に加え、国内の石油元売り会社の再編も影響し、消費者に身近なガソリン価格

が急騰することで、家計の負担が増しつつあります。 
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２-２.世界産業・技術等の主な潮流 

２-２-１.データを巡る動向 

①近年の産業構造の変化 

■IT 企業の台頭～特に米国、中国が顕著～ 

 平成元年における世界の時価総額ランキング Top10のうち、７企業が日本企業でしたが、

それから 30 年経過した現在、日本企業最上位は 32 位のトヨタとなっており(平成 30 年８

月時点)、世界トップを占めている企業は米国の巨大 IT企業である GAFA(「Google」「Apple」

「Facebook」「Amazon」の頭文字)や、中国のインターネット企業である「Alibaba」や「Tencent」

等が占めています。このように、平成７年に windows95 が発売され、インターネットの急

速な普及とともに、IT企業が台頭しはじめ、GAFA は膨大な個人データを集約し活用するプ

ラットフォーマーとして、それぞれの分野で成長を遂げています。 

表２-２-５平成元年 世界時価総額ランキング 

順位 企業名 時価総額(億ドル) 国名 

1 NTT 1,638.6 日本 

2 日本興行銀行 715.9 日本 

3 住友銀行 695.9 日本 

4 富士銀行 670.8 日本 

5 第一勤業銀行 660.9 日本 

6 IBM 646.5 米国 

7 三菱銀行 592.7 日本 

8 エクソン 549.2 米国 

9 東京電力 544.6 日本 

10 ロイヤル・ダッチ・シェル 543.6 英国 

出典：米ビジネスウィーク誌(1989 年 7月 17日号)「THE BUSINESS WEEK GLOBAL 1000」 

表２-２-６平成 30年 世界時価総額ランキング 

順位 企業名 時価総額(億ドル) 国名 

1 アップル 9,409.5 米国 

2 アマゾン・ドット・コム 8,800.6 米国 

3 アルファベット 8,336.6 米国 

4 マイクロソフト 8,158.4 米国 

5 フェイスブック 6,092.5 米国 

6 バークシャー・ハサウェイ 4,925.0 米国 

7 アリババ・グループ・ホールディングス 4,795.8 中国 

8 テンセント・ホールディングス 4,557.3 中国 

9 JPモルガン・チェース 3,740.0 米国 

10 エクソン・モービル 3,446.5 米国 

出典：「週刊ダイヤモンド」2018年 8月 25日号 
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②データ覇権を巡る動向 

【EUにおける一般データ保護規則(GDPR)、英国におけるデジタル課税導入】 

■EU を中心にデータ規制に向けた動きが活発化 

 急速に IT技術革新とグローバリゼーションが進展する昨今、経営資源であるヒト、モノ、

カネに、近年データの概念も新たに加わり、そのデータは活用次第で新産業やイノベーシ

ョンを創出し、国の経済力を高める重要な資源となっています。 

そのような中、米国の GAFA等が世界中の膨大な個人データを集約し活用していることも

踏まえ、平成 30 年５月、EU は一般データ保護規則(GDPR)を導入しました。GDPR の導入に

より、世界各国は、EU域内で取得した個人情報を適切に管理し、EU域外に個人情報を持ち

出すことが原則禁止され、違反した場合は巨額な課税金が課せられる規制となっています。

現地従業員情報や日本から派遣されている駐在員の情報も対象となっており、企業規模に

関わらず、中小・零細企業も対象となっています。日本企業においても適切な対応が必要

となっています。 

 また、英国政府は 平成 32年(2020年)４月から、他国に先駆けて、IT 大手に対して新た

なデジタル課税の導入に踏み切ることを発表しました。これまで IT企業に対して適切な課

税が課せられていないことが国際的な議題になっており、20カ国・地域（G20）や欧州連合

(EU)等の場でも、デジタル課税は主要テーマになっていました。しかしながら、米国や中

国の反対により、デジタル課税に向けた議論は難航しており、今回英国独自で課税導入に

踏み切った形になりました。新税制案は、世界の売上高が年間５億ポンド(約 720 億円)以

上の黒字事業部門を対象に、IT企業が英国で稼いだ売上高に２％課税する方針となってい

ます。英国のデジタル課税導入を皮切りに他国でもデジタル課税の導入が進むことが想定

され、データを巡る攻防が繰り広がることが予想されます。 

日本においても、GAFA 等の IT 大手が、個人の購買履歴等の大量データを顧客獲得や技

術革新で優位に立つ傾向が強まっており、政府はデータを囲い込む IT大手を規制する独占

禁止法上の新たなルールを整備することを決定しました。 
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【対中国に向けたデータ攻防戦、データ版 TPPの枠組へ】 

■データ争いを巡り中国をけん制する動きあり 

 中国では産業政策である「中国製造 2025」に基づき、次世代の ITやハイテク産業を重点

分野に指定し、国を挙げて産業育成に取り組んでおり、目覚ましいスピードで成長してい

ます。中国政府は、米国の Facebook、Google 等をはじめとした IT 企業を排除し、中国で

のアクセスを遮断しています。それらの影響もあり、中国においては「Alibaba」や「Tencent」、

「百度」等をはじめとした IT企業がデータを保持し、著しく成長しています。中国は、世

界のデータ通信の 99％が通る海底ケーブルを東南アジアからインド洋、アフリカまでケー

ブル網を広げようとしており、それに対して米国やオーストラリア政府は、機器を通じた

情報の漏洩を恐れ、中国の通信企業大手企業を締め出しています。 

 また、中国包囲網として、データ版 TPP とも言えるデジタル貿易に係る枠組みを日米で

主導しようとする動きもあります。データ覇権争いを巡って、国家同士のグローバル競争

が激化していくことが想定されます。 

 

【第５世代移動通信システム(５Ｇ)を巡る動向】 

■次世代の通信技術を巡り、争いが激化 

 ５Ｇとは、現在規格の標準化が進められている次世代の通信技術のことです。５Ｇの通

信速度は４Ｇの約 100 倍と言われており、現在１本の映画をダウンロードする時間が５分

のところ、５Ｇではわずか３秒で完了します。また、自動車への応用が期待されており、

５Ｇ回線が車に使用されることにより、より安全な自動運転の実現が可能になります。さ

らには、同時に接続可能な端末が数台から一部屋あたり約 100台接続可能となることから、

IoT が更に進化を遂げ、工場の完全自動化の実現が可能になると言われています。米国や

欧州、中国や日本をはじめとしたデータ先進国において、５Ｇ商用化に向けた争いが激化

しています。 

 

【日印デジタル協定】 

■日印で連携し、デジタル分野での競争力向上へ 

 平成 30 年 10 月、日本とインドはデジタル協定を締結しました。デジタル分野では、世

界各国が激しい競争を繰り広げており、IoTの拡大に向け、ハードウェアが強い日本、ソフ

トウェアが強いインドが連携し、競争力を高めることを目指しています。 

今後は、インドと共に人工知能(AI)技術の共同研究に取り組むほか、スタートアップ企

業や人材の相互進出を促していきます。経済産業省は日本では平成 32年(2020年)に AIや

ビッグデータ等を担う高度な IT人材が約４万８千人不足すると予想しており、日本にはイ

ンド出身の高度な人材を国内に呼び込もうという狙いもあります。 
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２-２-２.シェアリングエコノミー 

■シェアリングエコノミーの台頭、既存産業にも影響あり 

 ICTの進展により、商品の利用状況を把握し続けることが可能になり、ICTプラットフォ

ームによる需要と供給の見える化が進むことにより、商品やサービスを保有する個人と利

用したい個人をマッチングすることが可能になりました。そのような中、個人の意識が「所

有」から「利用」に変化しつつあり、個人の資産やスキル等を共有するシェアリングエコ

ノミーが広がっています。 

 

表２-２-７シェアリングエコノミーの５類型 

シェアの対象 概要 サービス例 

空間 空き家や別荘、駐車場等の空間をシェアする。 Airbnb、SPACEMARKET、akippa 

移動 自家用車の相乗りや貸自転車サービス等、移動

手段をシェアする。 

UBER、notteco、Anyca、Lift、 

滴滴出行 

モノ 不用品や今は使っていないものをシェアする。 Mercari、ジモティー、 

air Closet 

スキル 空いている時間やタスクをシェアし、解決でき

るスキルを持つ人が解決する。 

Crowd Works、アズママ、 

TIME TICKET 

お金 サービス参加者が他の人々や組織、あるプロジ

ェクトに金銭を貸し出す。 

Makuake、READY FOR、STEERS、

Crowd Realty 

出典：総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」(平成 30年) 

  

その一方で、シェアリングエコノミーの進展による新市場の拡大に伴い、既存産業に負

の影響が及ぼされる可能性もあります。例えば、既存タクシー業界における Uber(車のシ

ェアビジネス)の存在、ホテルや旅館における Airbnb(民泊のシェアビジネス)の存在、小

売業や物流業における Amazon(インターネット販売)の存在等が一例として挙げられます。 

このように新しいテクノロジーを活用し、新たなビジネスモデルを用いて商品・サービ

スを提供することで、既存産業や業界に創造的破壊を起こす現象が現れています。それに

対し既存産業は、新しいサービスに淘汰されないよう、戦略の見直しや適切な企業との連

携等の対策が迫られています。  
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２-２-３.第４次産業革命に係る主要国の取組み 

■世界各国で第４次産業革命の取組みが推進 

第４次産業革命とは、18世紀末以降の

水力や蒸気機関による工場の機械化で

ある第１次産業革命、20世紀初頭の分業

に基づく電力を用いた大量生産である

第２次産業革命、昭和 45 年頃からの電

子工学や情報技術を用いた一層のオー

トメーション化である第３次産業革命

に続く、AI や IoT 等をはじめとした複

数のコアとなる技術革新を指します。第

４次産業革命により、生産、販売、消費

といった経済活動に加え、健康、医療、

公共サービス等の幅広い分野や、人々の 

働き方、ライフスタイルにも影響を与えると言われています。 

欧州や米国をはじめとした世界各国が戦略を打ち出し、取組みを推進しています。 

表２-２-８主要な各国の取組み 

国名 概要 

米国 IoTの高度化を目指すコンソーシアムを立ち上げる等業界を挙げた取組みを加速。ICTや

ハイテク企業の積極的な活動はみられるが、労働生産性等マクロ経済における顕著な向

上はみられていない。 

ドイツ 製造業の IoT化を通じて、産業機械・設備や生産プロセス自体をネットワーク化し、注文

から出荷までをリアルタイムで管理することでバリューチェーンを結ぶ社会実装を目指

している。「生産のためのエネルギーや資源の効率性」、「製品の市場導入時間の短縮」、「フ

レキシビリティー」の３つを解決すべきものとして挙げている。 

イギリス スマートシティやスマートグリッド等、生活関連・エネルギー関連を中心とした、コンシ

ューマー向けの産業分野に注力。製造業は国家イノベーション政策として「ハイ・バリュ

ー・マニュファクチャリング(高価値製造)」が推進されている。 

中国 工業化と情報化の結合、IT 技術と製造業の融合促進をはじめ、工業基礎能力の強化、品

質とブランドの強化、環境に配慮したものづくりの推進、製造業の構造調整、サービス型

製造業と生産性サービス業の発展、製造業の国際化水準の向上等が協調されており、「イ

ノベーションによる駆動」、「品質優先」、「グリーン発展」、「構造の最適化」、「人材が中心」

といった５つの方針が掲げられ、中国製造業の主要な問題点を強く意識し、その改善を喚

起している。 

日本 IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボット、シェアリングエコノミー等のイノベーシ

ョンを、あらゆる産業や社会生活に取り入れ、生産・流通・販売、交通、健康医療、金融、

公共サービス等、あらゆる場面で快適で豊かに生活できる社会の実現を目指す。 

出典：総務省「平成 29年版 情報通信白書」より作成  

出典：総務省「第４次産業革命における産業構造分析と IoT・

AI等の進展に関わる現状及び課題に関する調査研究(H29)」 

図２-２-５第４次産業革命に係る主要国の取組み 
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２-２-４.キャッシュレス化 

■アジアや欧米を中心にキャッシュレス化が進展 

 世界各国で、生産性向上やデータ利用、犯罪対策等を背景にキャッシュレス化が進展し

ており、キャッシュレス決済比率を比較すると、韓国の 89.1％をはじめ、キャッシュレス

が浸透している国では軒並み 40％～60％台となっています。デジタル手段で支払うことで、

データが利活用でき、国全体の生産性向上、実店舗、消費者、支払いサービス事業者がそ

れぞれ付加価値を享受できる社会の実現が求められています。既に諸外国において、キャ

ッシュレスはインバウンド、アウトバウンド、越境取引へと範囲が拡大しており、今後ま

すますキャッシュレス化が浸透していくことが想定されます。 

 

図２-２-６各国のキャッシュレス決済比率の状況(平成 27 年) 

  
 

 

表２-２-９各国のキャッシュレス推進事例 

国名 背景 取組みと実績 

スウェ

ーデン 

金融機関を中心に国家を挙げた生産性

向上、冬季期間の現金輸送の困難さや

慢性的な人手不足、犯罪対策としてキ

ャッシュレス推進。 

小切手からデビットカードへの移行、犯罪対策

による現金取扱の廃止、個人間送金・支払いサ

ービスの登場、実店舗における「現金拒否」。 

韓国 平成９年の東南アジア通貨危機の打開

策として、実店舗等の脱税防止や消費

活性化を目的として政府主導によるキ

ャッシュレス推進。 

政府によるクレジットカード利用促進策(クレ

ジットカード利用分の所得控除、宝くじ権利付

与、店舗でのクレジットカード取扱義務付

け)、硬貨発行の削減に向けた電子マネーの活

用。 

中国 現金の安全性(偽札問題)、透明性(脱税

問題)、コスト(印刷・流通コスト)にか

かる課題の存在、決済システムやルー

ルの統一に向けた刷新。 

金融機関間の決済システムやルールの標準化、

決済オンラインネットワークの整備、低廉な加

盟店手数料、アリペイの登場(１つのアプリで

様々なサービスにつながる生活アプリ)等。 

出典：経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」より作成  
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出典：世界銀行「Household final consumption expenditure(2015 年)」及び BIS「Redbook 

Statistics(2015 年)」の非現金手段による年間決済金額から算出 

※中国に関しては、Better Than cash Allianceのレポートより参考値として記載 
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２-２-５.地球環境への配慮 
■環境に配慮した産業の在り方が模索されている 

 世界的に地球温暖化が急速に進みつつあり、気温の上昇のみならず、異常気象や災害等

を引き起こし、その影響は生態系への影響、水資源や農作物への影響等、深刻な影響が表

れています。 

そのような中、平成 27 年には平成 32年(2020 年)以降の温室効果ガス排出削減等のため

の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されました。化石燃料の燃焼に伴う CO₂排出

量の 1/4 は運輸部門が占めるため、各国は運輸部門からの排出削減を重要視しており、特

に自動車部門でガソリン車やディーゼル車の販売を禁止する等の動きが明確化されていま

す。そこでは、中国をはじめ EV 車や PHV 車の導入を開始する等、EV 化へ向けた開発が活

発化しており、各国で EV 化に向けた開発がますます加速化していくことが想定されます。 

表２-２-１０各国の自動車に係る動向 

各国 動向 

フランス 2040年までに国内のガソリン車とディーゼル車の販売を禁止する方針。 

イギリス 2040年までに石油を燃料とするガソリン車とディーゼル車の販売を禁止する方針。 

中国 手厚い補助金やナンバー発行の優遇措置等により EVや PHVの導入を推進。 

2019年より自動車会社に対し、一定割合の EV販売を義務化。 

日本 自動車新時代戦略にて、2030年までに乗用車の新車販売に占める「次世代自動車」の割合を 50～70％

に増やすことを目標として設定。 

出典：経済産業省「自動車新時代戦略会議中間整理(平成 30年 8月 31日)」等を元に作成 

 

 同年、地球規模の環境の危機を反映し、国連総会で持続可能な開発目標を掲げる「持続

可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、先進国を中心とした世界各国で国際合

意に関して、様々な取組みを推進しています。例えば、目標 12「持続可能な生産消費形態

を確保する」に関しては、平成 42年(2030年)までに小売・消費レベルにおける世界全体の

一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失等の生産・サプライチェーンにおける食

品の損失を減少させることが明記され、日本においても、商慣習の見直しの促進や最新の

技術を活用した需要予測サービスの普及等をはじめ、製造から流通、消費までの各段階に

おける食品ロス削減の取組みを加速化させていく方針です。 

図２-２-７SDGs17 のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：外務省「持続可能な開発目標」(SDGs)について 
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近年、海洋プラスチックごみが地球環境問題として注目されつつあります。ポリ袋やペ

ットボトル、プラスチックストロー等が海洋汚染の要因となっており、海洋生物への影響

や、魚等を介して人体への影響も与えうるとして国際的な問題となっています。 

 このような中、EUをはじめとした世界各国ではプラスチックごみ削減に向けた取組みが

なされており、今後プラスチック材料の代替品開発等の動きが活発化していくことが想定

されます。 

表２-２-１１各国における動向 

各国 動向 

EU 2030年までに、使い捨てプラスチックの製品の使用を禁じる方針。 

イギリス 2019年からプラスチック製ストロー、マドラー及び芯がプラスチックの綿棒の販売を禁止する方針を

発表。2022年 4月より、レジ袋等プラスチック包装への課税を導入予定。再生プラスチックの割合が

30％未満のプラスチック容器を製造・輸入した事業者に課税。 

フランス 2016年からプラスチック製レジ袋の使用を禁止、2020年以降は使い捨てプラスチック容器の使用を原

則禁止する法律が成立。 

インド 2022年までに使い捨てプラスチック製品の全廃を掲げる。 

台湾 2030 年までに使い捨てプラスチック製ストローや容器等の段階的な使用の禁止を掲げる。 

出典：環境省「プラスチックを取り巻く国内外の状況(平成 30年８月)」等を元に作成 
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日本国内の状況の整理・分析 

３-１.世界の中の日本の位置づけ 

■日本は世界第３位の経済大国 

日本の GDPは、高度経済成長に伴い拡大し、昭和 43年には GDP規模が米国に次ぐ第２位

まで成長し、経済大国へ成長しました。しかしながら、高度経済成長は昭和 48年の石油シ

ョックをきっかけに終焉を迎え、平成３年以降のバブル崩壊後、不況期に突入しました。

平成 20 年、平成 21 年は、米国のサブプライム住宅ローン危機をきっかけとする世界的な

不況の影響でマイナス成長に陥り、平成 22 年には中国が日本の名目 GDP を初めて上回り、

日本は世界第２位の座を明け渡しました。平成 29 年における日本の国内総生産は４兆

8,721 億円ドルであり、米国、中国に次ぐ世界３位となっています。 

世界の GDPに占める日本の割合の推移をみると、平成６年には 17.7％を占めていたもの

の、長期の景気低迷や中国をはじめ巨大な新興国の台頭等の影響により、平成 29 年には

6.1％まで縮小しています。平成 26 年における IMF の予測によると、現在のまま推移する

場合、平成 32年(2020年)には 5.3％、平成 52年(2040年)には 3.8％、平成 72年(2060年)

には 3.2％まで低下するとされており、このような予測を変えていく必要があります。 

また、平成 29年時点で各国の国民一人あたりの名目 GDPを算出すると、ルクセンブルク

やスイス、ノルウェー、アイルランド等のヨーロッパ勢が上位５位を占め、日本は 25位で

38,440ドルとなっています。中国の約 4.4倍の水準であるものの、経済協力開発機構（OECD）

加盟国の中では 93 年の２位から 25 位にまで低下しており、今後生産性を高めていく必要

があります。 

図２-３-１名目 GDP推移(世界 Top５抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：IMF（International Monetary Fund）  
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３-２.国内の人口動向と少子高齢化社会 

■人口減少が進む中、少子高齢化が急速に進展 

日本の総人口は、平成 27 年 10 月時点での国勢調査において、１億 2,709 万 4,745 人で

あり、同調査開始以来、初めての人口減少(前回平成 22 年調査の 0.8％減)となりました。

地方では人口減少が進む中、若者等の都心回帰の傾向があり、特に都心３区を中心とした

特別区における人口増が顕著となっています。 

また、15歳未満人口の割合は、12.5％と調査開始以来最低であり、逆に 65歳以上の人口

の割合は、26.6％と調査開始以来最高となっています。総人口の減少が進む中で、少子高

齢化が急速に進展しており、社会保障制度と財政の持続可能性、地域社会の衰退等が大き

な社会問題となっています。 

家族の形態にも変化があらわれており、核家族世帯が減少している一方、晩婚化や未婚

化の影響もあり、単独世帯が急速に増加しています。国立社会保障・人口問題研究所によ

ると、平成 27 年に 34.5％だった単独世帯は、平成 52 年(2040 年)には全世帯の 39.3％に

達すると推計されています。平成 52 年(2040 年)の単独世帯の内訳として、全単独世帯の

44.9％が 65 歳以上、25.7％が 75 歳以上となっており、高齢化と単独世帯増加が同時に進

んでいくことが予測され、今後はますます社会的孤立のリスクや空き家問題等の社会問題

が顕在化されることが想定されます。 

 

図２-３-２国内年齢３区分別将来人口推計（死亡中位・出生中位） 
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出典：国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成 29年推計)」より作成 
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３-３.景気状況 

■穏やかな景気回復が継続 

日本経済全体は平成 24 年を底に、穏やかな景気回復が続き、戦後最長に迫る景気回復期

となっています。景気回復の背景としては、堅調な世界経済による輸出・生産の回復に加

え、日本銀行による異次元の金融緩和が円安につながり、企業収益を支えていること等が

挙げられます。特に平成 28年半ば以降の景気回復の堅調さは、「世界経済の同時回復」、「雇

用・所得改善の改善と個人消費の持ち直し」、「技術革新、人手不足等を背景とした民間設

備投資の拡大」等が背景として挙げられます。大企業を中心に企業の稼ぐ力が高まり、企

業収益が過去最高となる中で、雇用・所得環境が改善し、所得の増加が消費や投資の拡大

につながるという「経済の好循環」が着実に回りつつあります。経済の好循環は着実に中

小企業にも浸透しつつあり、中小企業の経常利益も過去最高水準にありますが、依然とし

て大企業との経常利益や生産性格差は広がっています。 

また、国全体の GDP の伸び率が緩慢であることに加え、賃金の上昇率も緩やかにとどま

っており、国民にとっては回復の実感が得られない状況が続いています。 

併せて、急速なスピードで進む高齢化や生産年齢人口の減少等が課題となり、中長期的

な成長という観点から、人材の質を高める「人づくり革命」や成長戦略の核となる「生産

性革命」等の推進等により、潜在成長率をさらに引き上げていくことが重要です。 

 

図２-３-３各 GDP成長率の推移 
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■平成 31 年(2019 年)10 月消費税 10％へ、政府は各種対策により経済への影響の緩和を図

る。事業者は軽減税率対策が求められる 

 平成 31年(2019年)10 月 1日以降、消費税率の８％から 10％への引き上げに伴い、駆け

込み需要とその反動、及び実質所得の減少効果の２つの経路を通じて成長率に影響を及ぼ

すと予測されています。日本銀行によると、消費税引き上げに伴い、家計負担額は 2.2 兆

円となる見通しであり、消費税が３％から５％になった平成９年や、現行の８％となった

平成 26年の家計負担額が８兆円程度だったことと比較すると、軽減税率制度や教育無償化

等が予定されていることもあり、家計負担額は小さい見通しになっています。 

 軽減税率制度は、低所得者対策として、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契

約が締結された週２回以上発行される新聞」を対象に税率を８％のまま据え置かれること

となっています。軽減税率の導入により、小売業、卸売業、飲食業等を中心に複数税率に

対応したレジの導入、受発注システム、消費税対応に係る従業員の教育等の対応が必要に

なります。中小企業を対象にレジやシステム改修・入替に係る補助制度等も存在するため、

それらを活用しながら、適切な対策を施すことが求められます。 

また、消費税増税に備えた主な対策として、プレミアム商品券の発行、住宅購入支援、

キャッシュレスのポイント還元、公共事業の需要創出等の対策も施すことで、経済への影

響を和らげようとしています。 

 

表２-３-１消費税増税に備えた主な対策(平成 30年 12月時点) 

対策 概要 

プレミアム商品券 ２歳以下の子どもがいる世帯、住民税非課税世帯、低年金の世帯を

対象に、最大２万 5,000円分の買い物が可能なプレミアム商品券を

２万円で購入可能。発行自治体内のすべての小売店で利用が可能。 

自動車、住宅購入者

への税・予算措置 

個人消費が落ち込む可能性が高い大型購入の自動車、住宅購入に際

し、給付金の拡充や減税等を施す。 

キャッシュレスの

ポイント還元 

キャッシュレス化を進展させるため、中小の小売店等でのキャッシ

ュレス決済に際し、ポイントを２％還元する施策を検討中。東京五

輪までの９カ月間、還元率を５％に引き上げることも検討中。 

防災・減災、国土強

靭対策 

新規着工の土木工事の減少が見込まれることより、大規模災害等に

より被害を受けた重要インフラの改良工事等を実施予定。 

出典：経済財政諮問会議「消費税引上げに伴う対応」(平成 30年 12月 20日)等を元に作成 
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３-４.雇用・働き方 

①雇用 

■雇用情勢が回復基調の中、人手不足が顕著 

昨今の雇用トレンドをみると、前記の景気状況と連動し、雇用情勢にも回復基調がみら

れます。労働市場では、平成 30 年８月時点で、有効求人倍率（季節調整値）が 1.63 倍と

なり、昭和 49年１月以来の高水準が続いています。 

また、総務省の労働力調査（季節調整値）によると、８月の完全失業率は 2.4％となって

おり、平成５年以来、25 年ぶりの低水準となっています。 

このような中、平成 29 年における厚生労働省の労働経済動向調査において、業種別に常

用労働者の不足感をみると、運輸・輸送業、医療・福祉、宿泊・飲食等のサービス業、建設

業等の非製造業での不足感の高まりが顕著となっています。人手不足の状態が長期化する

と企業収益にも悪影響を及ぼす恐れがあり、中長期的な成長のためにも労働市場のマッチ

ング機能を高める等の諸対策が今後重要になってきます。 

 

      

  

 出典：内閣府「平成 30年度 年次経済財政報告」 

  

図２-３-４雇用人員判断 DI(日銀短観) 図２-３-５常用労働者過不足判断 DI 
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■外国人労働者の受け入れ拡大、外国人が働きやすい環境整備が求められる 

 外国人労働者は技能実習生を中心に

右肩上がりに伸びており、平成 29年 10

月において約 128 万人まで増加し、平

成 20年の約３倍となっています。外国

人労働者の出身国は、中国が約 37万人

と約３割を占め最も高く、次いで、技能

実習生が多いベトナムが約 24万人、フ

ィリピンが約 15万人、ブラジルが約 12

万人となっています。働いている業種

は製造業が約３割と最も高く、次いで

サービス業(他に分類されないもの)が約 15％、卸売業,小売業が約 13％、宿泊業,飲食サー

ビス業が 12.3％となっています。 

 

表２-３-２外国人労働者の在留資格とその概要(平成 30年 12 月時点) 

在留資格 概要 

専門的・技術的分

野の在留資格 

就労目的で在留が認められるものであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の

調理士等が該当する。 

身分に基づく在留

資格 

我が国において有する身分又は地位に基づくものであり、永住者、日本人の配偶

者等が該当する。 

特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うもので、外交官等の

家事使用人、卒業後就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアス

ポーツ選手、EPA協定に基づく看護師・介護福祉士候補生等が該当する。 

資格外活動※ 本来の在留目的である活動以外に就労活動を行うもの(原則週 28時間以内)であ

り、留学生のアルバイト等が該当する。 

技能実習 国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長５年間)に限り

受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度で、農業、漁業、建設、食品製造、

繊維・衣服、機械・金属等、全体で 80職種 144作業が該当する。(平成 30年 12

月 28日時点) 

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ(平成 29年 10月末現在）」、法務省 「技能実習法による新しい技

能実習制度について(平成 30年 12月 28日時点)」により作成 

※「資格外活動」とは、外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許

可を受け、収入を伴う活動を行うこと。（許可は本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与） 

  主な資格外活動許可の在留資格には、「留学」「家族滞在」「特定活動」「文化活動」「短期滞在」等がある。 

「留学」、「家族滞在」については、就労先を特定せず、包括的に申請することができ、継続就職活動若しくは内定後

就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動として

の「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができる。 

 

このような中、少子高齢化で生産年齢人口が減少し、労働力不足が深刻になっており、

政府は単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大し、外国人労働者と共生する社会づ

くりを目指しています。平成 31年(2019年)度から５年間で約 26万～約 34万人の受け入

れを想定し、新たな在留資格として「特定技能」を２段階で設けています。 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

専門的・技術的分野の在留資格 特定活動
技能実習 資格外活動
身分に基づく在留資格 不明

出典：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧（H29年 10月）」 

図２-３-６外国人労働者の推移 (人) 
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対象業種は、農業や介護、建設、造船、宿泊等 14業種を想定しており、今後、現行制度

の技能実習を修了し、特定技能１号に移行する外国人が多くなることが想定されます。 

表２-３-３新たな在留資格について 

 特定技能１号 特定技能２号 

技能 一定の技能 熟練 

家族の帯同 不可能 可能 

在留期間 ５年 更新可能 

取得要件 最長５年の技能実習を修了か、技能と日

本語能力の試験に合格により取得可能。 

試験に合格すれば得られる。今後試験

の制度設計を行う予定。 

出典：法務省「新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について」(平成 30年 10月 12日) 

 

一方で、外国人労働者の受け入れに際しては、違法残業や賃金未払い等の法令違反等の

問題や、平成 29年には７千人の技能実習生の失踪等も報告されており、労働環境の改善と

共に、外国人が働きやすい環境の整備が急務となっています。 

政府は、労働者の権利保護等を目的とした２国間協定をベトナム、中国、フィリピン、

インドネシア、タイ等をはじめとしたアジアの９ヵ国と締結するとともに、外国人労働者

の銀行口座の開設の簡便化や住宅の確保支援、公共機関の窓口への翻訳システムの導入等

の支援策を図っていく予定です。 

今後、受け入れ先企業に加え、公共機関や、金融機関、不動産会社等をはじめ、外国人

が安心して暮らし、働ける環境を構築していく必要があります。 
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②働き方 

■働き方改革の推進により労働生産性の向上や柔軟な働き方のが期待 

少子高齢化の進展に伴い、日本の生産年齢人口は今後も減少が見込まれており、政府は

「働き方改革」として、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかか

わらない公正な待遇の確保等の取組みを推進し、労働生産性向上等を図っています。 

表２-３-４日本の労働制度と働き方にある課題、今後の方向性 

働き方にある課題 方向性 

長時間労働 

健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活と

の両立を困難にし、少子化の原因や、女性

のキャリアアップ形成を阻む原因、男性の

家庭参加を阻む原因。 

長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・

バランスを改善し、女性や高齢者も仕事に

就きやすくなり、労働参加率の向上に結び

付く。経営者は、どのように働いてもらう

かに関心を高め、単位時間当たりの労働生

産性向上につながる。 

日本のキャリアパス 

ライフステージに合った仕事の仕方を選択

しにくい。 

柔軟な労働市場や企業慣行を確立すれば、

自分に合った働き方を選択して自らキャリ

アを設計可能に。付加価値の高い産業への

転職・再就職を通じて国全体の生産性向上

にも寄与。 

正規、非正規の不合理な処遇の差 

正当な処遇がなされていないという気持ち

を非正規労働者に起こさせ、頑張ろうとい

う意欲をなくす。 

正規と非正規の理由なき格差を埋めていけ

ば、自分の能力を評価されている納得感を

醸成。納得感は労働者が働くモチベーショ

ンを誘引するインセンティブとして重要、

それにより労働生産性が向上していく。 

出典：首相官邸 HP「働き方改革実行計画」 

実際に、労働時間法制の見直しや、非正規社員と正規社員の格差解消に努めるとともに、

女性や高齢者の労働人口を増加に努めています。例えば、産休・育休制度の整備や保育所

の増設等に努めることで、女性就業率を向上させつつあり、また、今後の少子高齢化や人

生 100年時代を見据え、65歳以上の継続雇用の年齢の引き上げに向けた環境整備を図る等、

高齢者雇用の促進も掲げています。 

また政府は、ワーク・ライフ・バランスの推進、業務の効率化、生産性向上、地方創生

等の観点から、テレワークを推進しており、官公庁や大企業を中心に、在宅勤務やサテラ

イトオフィス勤務が普及しつつあります。今後は、子育て世代やシニア世代、障害のある

方も含め、国民一人一人のライフステージに応じて生活スタイルに合った柔軟な働き方が

できる手段として定着していくことが望まれます。 

人口減少の局面を迎えつつある日本にとって、ますます女性や高齢者が活躍できる環境

の整備が期待されるとともに、多様で自分らしい働き方が求められていくことが想定され

ます。  
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３-５.第４次産業革命の進展 

■技術革新により、社会問題の解決が期待 

近年、IoT(モノのインターネット)の進展、ビックデータの活用、AI(人工知能)やロボッ

トの登場・普及等に伴う「第４次産業革命」が到来し、製造業におけるサプライチェーン

や製品ストックや在庫データ収集、運輸業におけるルート最適化等を中心とした活用に期

待が集まっています。 

第４次産業革命による技術革新が進む中、民間企業も新製品開発や情報化投資等を中心

に設備投資を進めており、これらの技術活用は、近年の労働不足の深刻化、生産性向上等

産業課題解決の糸口になることも期待されています。 

 

表２-３-５第４次産業革命が各産業へ与える影響 

業種 第４次産業革命により実現が期待されること 

小売業 売上データ等のビックデータ分析による需要予測、在庫最適化等。 

製造業 IoT を駆使したサプライチェーンの自動化・効率化、IoT、ロボット等による省人化・無

人化工場化、自社製品の稼働状況データを活用した保守・点検の提供。 

運輸業 AIを活用したルートの最適化。 

金融業 AIを活用した資産運用、取引データの見える化、融資審査・与信審査の自動化。 

医療業 AI による画像認識技術等による病気の自動診断、ウェアラブル機器による健康管理、医

療分野でのオーダーメイド治療。 

介護業 ロボットを活用した介護補助アシスト、センサー等の活用による見守りサービス。 

建設業 IoTやロボットの導入により、業務の自動化、効率化。 

教育業 動画や音声、データの蓄積等 ICTの特性を生かした効果的な教育の実現。 

出典：経済産業省「第４次産業革命への対応の方向性」、内閣府「日本経済 2016-2017」等を元に作成 
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３-６.Society 5.0の実現に向けた動向 

■先端技術の活用により、経済発展と社会課題の解決ができる社会が期待 

近年、IoT や AI 等、多種多様な大量のデータを収集・活用する技術が進化しつつあり、

第４次産業革命を加速させ、社会実装を進め、その成果を経済成長や国民生活の豊かさに

つなげる「Society5.0」の実現が期待されています。 

Society5.0とは、「必要なもの・サービスを、必要な人に必要な時に、必要なだけ提供し、

社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、

年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことの

できる社会」のことです。 

IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビッグデータ等の先端技術を活用することで、「交通」、

「医療・介護」、「ものづくり」、「農業」、「食品」、「防災」等をはじめとする、あらゆる分

野で新たな価値が創出され、経済発展と社会的課題の解決を両立させることを目指してい

ます。 

 

図２-３-７Soceity5.0 で実現する社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：内閣府「Society5.0 科学技術イノベーションが拓く新たな社会説明資料」 
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３-７.訪日外国人旅行者の増加 

■訪日外国人が増加し、インバウンド効果が全国に波及 

 平成 29 年の訪日外客数は、前年比

19.3％の 2,869 万人であり、日本政府観

光局が統計を取りはじめた昭和 39 年以

降、最多となりました。訪日外国人旅行者

数の内訳は、アジア全体で 2,434万人(全

体の 84.8％)となり、北米は 168万人、欧

州主要５ヵ国(英・仏・独・伊・西)で初め

て 100万人を突破しています。 

平成 29年の訪日外国人旅行消費額は、

前年比 17.8％増の４兆 4,162 億円となっ

ており、この５年間で訪日外国人旅行者数 

は 3.4倍、旅行消費額は 4.1倍に拡大しています。 

インバウンドの効果は、旅行消費に限らず、中国を中心に訪日観光をきっかけとした越

境電子商取引による日本製品購買の動きが広まっています。また、平成 29年には宿泊業に

おいて１兆円弱程度の建設投資が創出され、素材、機械、飲料、製菓、交通事業者、外食

産業等幅広い業種、かつ全国各地においてもインバウンド対応投資が誘発されており、今

後さらに幅広い地域、業種において投資が活発化されていくことが期待されます。 

また、訪日外国人のうち４割が、現金しか使用できないことに不満を抱えており、現状

のカード払いのインフラを改善しないと、平成 32 年(2020 年)に訪日インバウンド旅行者

が 4,000 万人となった場合、約 1.2 兆円の機会損失が発生するとの試算もなされています

(Visa 社委託調査：BLACKBOX 社「外国人旅行者に関する調査」)。 

政府は平成 32年(2020 年)までに主要な商業施設や観光スポット等における「100％のク

レジットカード対応化」や「100％の決済端末の IC 対応」を取組みとして掲げており、今

後キャッシュレス化の導入に向けた動きが活発化していくことが想定されています。 

表２-３-６訪日外国人旅行者数及び旅行消費額の推移 

 
2012年 2017年 

増加幅 

（2012-2017） 

増加率 

（2012-2017） 

訪日外国人旅行者数 836万人 2,869万人 2,033万人 3.4 

訪日外国人旅行消費額 10,846億円 44,162 億円 33,316億円 4.1 

宿泊費 3,713億円 12,451 億円 8,738億円 3.4 

飲食費 2,229億円 8,857億円 6,628億円 4.0 

交通費 1,179億円 4,870億円 3,691億円 4.1 

娯楽サービス費 293億円 1,439億円 1,146億円 4.9 

買い物代 3,406億円 16,398 億円 12,992億円 4.8 

 

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」(2012年、2017年実績)を元に作成 
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出典：日本政府観光局「年別 訪日外客数, 

出国日本人数の推移」より作成 

図２-３-８訪日外国人旅行者数の推移 
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東京首都圏の状況の整理・分析 

４-１.日本の中の東京 

■東京都の総生産は世界 16 位に相当 

 世界３位の国内総生産を誇る日本の首都である東京都は、その総生産はメキシコ（11.5

千億ドル）に次ぐ 16位に相当し、8.7千億ドルにも上ります。 

 国内の他の道府県と比較すると、総生産（名目）全国２位の大阪府と比較して約 2.5倍、

１人当たり県民所得は、全国２位の愛知県と比較して約 1.3倍になっています。 

 この都内総生産は、その対前年度増加率でみると平成 20～21年度はリーマンショックの

影響等により落ち込みましたが、以降は多少の落ち込み時期はあるもののプラスで推移し

ています。 

 

４-２.東京の概況 

(１)人口 

■都内人口は外国人を含め社会増で増加 

平成 27年における東京の常住人口は、

約 1,352 万人となっており、全国の約１

割を占めています。 

東京都の人口の約 70％は区部に集中し

ており、近年区部を中心に社会増が増え

ており、平成７年以降人口が増加し続け

ています。また、東京都の在留外国人も増

加傾向になっており、全国の約２割を占

める約 54万人となっています。一方で、平成 37 年(2025年)をピークにして、それ以降

は減少に転じるとの推測もされています。平成 62年(2050年)には、「15 歳未満」の人口

が全体の約１割に、「65 歳以上」の人口が全体の３割強を占めると推計されており、少

子高齢化にますます拍車がかかっていくことが想定されています。 

 東京における家族類型別の一般世帯

数の推移をみてみると、単独世帯が平成

７年の 1.7 倍に増加しており、65 歳以

上の単独世帯は約３倍に増加し、2050年

には約 119 万世帯になると推計されて

います。 
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出典：総務省「各年国勢調査」より作成 

注)2005 年以前は「国勢調査」に基づく実績値。2010 年と 2015 年は

国勢調査の結果をもとに世帯不詳を按分した基準世帯数。2020年

以降は東京都政策企画局による推計値。 

出典：総務省「各年国勢調査」、東京都「2020 年に向けた実行プラン」 

図２-４-１東京都人口推移 

図２-４-２家族類型別一般世帯数の推移(東京) 
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(２)経済情勢 

■景気は改善傾向、都内総生産額は国内の約 20％を占める 

平成 28 年度の都内総生産額は 105 兆５千億円となっており、国内総生産の約 20％を占

めています。東京の都内総生産の対前年度増加率の推移は、リーマンショックの影響等に

より落ち込んだ後、全体としてプラスで推移しています。 

 都内総生産額の内訳の経年変化をみると、「金融・保険業」、「卸売・小売業」等は減少し

ている一方、「不動産業」等では増加がみられます。なお、総生産額の約９割が第３次産業

となっており、東京の産業の特徴として第３次産業比率が非常に高いことが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都内企業のうち約 99％が中小企業、地域経済を支える基盤として役割を果たしている 

 都内企業のうち、約 99％が中小企業となっており、様々な中小企業が事業活動を展開し、

地域経済を活性化させています。近年の中小企業の業況 DI 及び、資金繰り DI は緩やかに

上昇傾向となっていますが、業種により差がみられ、「卸売業」や「サービス業」を中心に

改善している一方で、「小売業」は全体の水準を下回って推移しています。 

図２-４-５中小企業の業種別業況 DIの推移(東京） 

  

注)2011年基準 2011暦年連鎖価格 

出典：東京都「都民経済計算平成 27年年報」 

図２-４-３都内総生産の対前年度増加率 

(名目・実質連鎖方式の推移) 
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実質 名目

図２-４-４経済活動別都内総生産（名目） 

・第３次産業比率の推移（東京） 

注)輸入品に課せられる税・関税、総資本形成に 

係る消費税の控除を除く。 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業 2018」 

注) 業況 DI＝業況が「良い」とした企業割合－「悪い」企業割合。シャドーは、内閣府が公表した景気後退期。 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業 2018」 

 

(％) 
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(３)雇用・働き方 

①雇用 

■雇用情勢は改善傾向 

東京都の労働力人口は約 790万人であり、全国の約 12％を占めています。リーマンショ

ック後に悪化していた雇用情勢は近年改善傾向にあり、平成 29年における東京の完全失業

率は 2.9％で、７年連続で改善しています。また、東京の有効求人、求職者数の推移も、平

成 23 年以降は、有効求職者数が減少傾向にあ

る一方、有効求人数は増加傾向にあり、平成 29

年の有効求人倍率は 2.08 倍となっています。 

産業別の新規求人数の推移をみると、「医療,

福祉」が最も高いほか、「宿泊業、飲食サービス

業」の伸び率も平成 23 年の約３倍になってお

り、サービス業を中心に求人が高くなっていま

す。 

中小企業における雇用人員 DIでも、年々「不

足」感が高まっており、「サービス業」、「卸売業」

等を中心４業種すべてにおいて「不足」となっ

ていることから、中小企業における人材需要の

高まりがみてとれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-４-６有効求人数(東京)、有効求職者数

(東京)・有効求人倍率(東京・全国)の推移 

注)新規学卒者を除き、パートタイムを含む 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業 2018」 

注)月の値は季節調節値 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業 2018」 

図２-４-８中小企業の雇用人員 DI 

注)DI=「不足」とする企業の割合-「過剰」とする 

企業の割合。「全体」は４業種全体。 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業 2018」 

図２-４-７産業別新規求人数 
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■外国人労働者が増加、「卸売業、小売業」や「宿泊業、飲食サービス業」で雇用が進む 

 平成 29 年 10 月末時点における東京都の外

国人雇用事業所数は、全国の 27.8％を占める

54,020 事業所、外国人労働者数は、全国の

30.9％を占める 394,834 人となっており、届

け出が義務化された平成 19年以降、過去最高

の数値を更新しています。 

 外国人労働者の国籍内訳は、中国が最も多

く 145,004人で 36.7％を占め、次いでベトナ

ムが 29,126 人(同 7.4％)、韓国が 32,014 人

(8.1％)、フィリピン 24,858 人(同 6.3％)と

なっています。 

 

 外国人労働者の状況は、資格外活動

(主として留学生アルバイト)が最も多

く 37.0％を占めています。在留資格別

では、専門的・技術的分野の在留資格

が 31.0％、身分に基づく在留資格が

26.9％となっており、国籍別・在留資

格別にみると、中国は「専門的・技術的

分野の在留資格」が 37.1％、「資格外活

動(留学)」が 28.1％、「身分に基づく在

留資格」が 26.3％と多く、フィリピン、

ブラジル、ペルーは「身分に基づく在

留資格」が多く、ベトナム及びネパールは「資格外活動」が多くなっています。 

 

 産業別外国人雇用事業所割合は「卸売

業、小売業」が 22.8％と最も高く、次い

で「宿泊業、飲食サービス業」が 20.2％、

「情報通信業」が 12.5％となっていま

す。国籍別・産業別では、中国、韓国は

「卸売業、小売業」がそれぞれ 25.4％、

22.2％、ベトナム、ネパールは「宿泊業、

飲食サービス業」がそれぞれ 33.0％、

41.1％を占め、高くなっています。 

 今後、改正入管法が、平成 31年４月から施行され、特定技能制度が新たに設置され、対

象 14業種で外国人労働者の受け入れが進むと、全国の外国人労働者の約３割を占める東京

へ更に集中してくる可能性が高く、特に人手不足が顕著となっている宿泊、外食、介護等

のサービス業で受け入れが進むことが想定されます。  
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出典：東京労働局「H29外国人雇用状況の届出状況」 

0 40,000 80,000 120,000 160,000

中国(香港等を含む)

ベトナム

韓国

フィリピン

ネパール

ブラジル

ペルー

Ｇ7/8等

その他

専門的・技術的分野の在留資格

特定活動

技能実習

資格外活動

身分に基づく在留資格

不明

卸売業、小売業

12,301事業所

22.8%

宿泊業、飲食サービス業

10,894事業所

20.2%
情報通信業

6,756事業所

12.5%

サービス業（他に分類されない

もの）5,083事業所

9.4%

製造業

3,694事業所

6.8%

建設業

2,699事業所

5.0%

教育、学習支援業

1,405事業所

2.6%

その他

11,188事業所

20.7%

n=54,020事業所
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出典：東京労働局「H29外国人雇用状況の届出状況」 

図２-４-９外国人労働状況推移 

図２-４-１０国籍別外国人労働者の割合 

図２-４-１１産業別外国人雇用事業所の割合 

(人) 
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②働き方 

■都が中心に働き方改革を推進、民間企業へ広がりを見せる 

 政府が働き方改革を進めている中、東京都は東京 2020オリンピック・パラリンピック競

技大会の円滑な運営も見据え、また生活と仕事の調和のとれた働き方を実現するとともに

生産性の向上を図るため働き方改革を積極的に推進しています。 

 都が実施している働き方改革宣言は「管理職の意識改革」、「制度の整備・活用推進」、「能

率的なワークスタイル・働きやすい職場環境」の３つの柱があり、フレックスタイム制の

導入や、テレワークの推進等を実施しています。都の組織が率先して行うことで、民間企

業に対しても働き方改革を促したい意図があり、「働き方改革宣言企業制度」を導入し、働

き方改革宣言をした企業に対して様々な支援を行っています。企業が受けられる支援とし

ては、フレックスタイム制、テレワーク制度、週休３日制度等の制度を利用した際の助成

金支給、専門家による巡回・助言、専門家によるコンサルティングの支援等が挙げられま

す。 

 また、働き方改革の１つとして、通勤ラッシュ回避のために通勤時間をずらす「時差 Biz」

を推進しています。時差 Biz を行うことで、満員電車を回避でき、通勤時のストレス軽減

により生産性の向上も期待されており、鉄道各社や企業と協力のもと、広がりをみせてい

ます。 

 大手企業を中心に働き方改革に取り組みつつあり、また長時間労働が問題視されている

昨今、働き方改革を行い適切な労働環境を整備していくことが今後ますます期待されます。 

 

 

 

 

 

 

  

出典：東京都 HP 

図２-４-１２TOKYO 働き方改革宣言企業になるまでの流れ

とその後の支援 

図２-４-１３時差 BiZ 普及

ポスター 
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(４)消費動向 

■全国の水準を上回って推移、教育、住居の比率が高い 

東京都の家計消費支出の推移はいずれの年

も、全国の水準を上回って推移しており、平成

29 年における東京都の全世帯の全世帯の消費

支出は 327,903円で、全国の 283,499円に対し

1.16 倍となっています。 

消費支出で最も高い費目は食料が 85,446 円

(26.1％ )、次いで教養娯楽が 37,292 円

(11.4％)、交通・通信が 36,746 円(11.2％)とな

っています。 

平成９年、平成 19 年、平成 29 年と消費支出の 10 大費目別構成比推移をみると、食料、

交通・通信の２費目では増加し、住居、被服及び履物、その他の消費支出の３費目は減少

しています。 

 

消費支出の費目別の対全国倍率 

をみると、教育(1.76 倍)、住居

(1.44倍)、教養娯楽(1.33 倍)、被

服及び履物(1.30 倍)、保健医療

(1.20倍)、食料(1.17倍)、家具・

家事用品(1.15倍)、その他の消費

支出(1.05倍)の8費目で全国を上

回りました。 

 一方で、光熱・水道(0.98 倍)、

交通・通信(0.93倍)の２費目は全

国を下回っています。 
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図２-４-１４家計消費支出の推移 

図２-４-１５消費支出の 10大費目別構成比の推移(全世帯) 

図２-４-１６消費支出の 10大費目別の対全国倍率 

(全世帯 東京都・全国 全国=1.0) 

出典：東京都「都民のくらしむき 平成 29年 

      東京都生計分析調査報告(年報)」 

出典：東京都「都民のくらしむき 平成 29年 

      東京都生計分析調査報告(年報)」 

出典：東京都「都民のくらしむき 平成 29年東京都生計分析調査報告(年報)」 
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４-３.産業活動 

(１)産業のトレンド 

■事業所数、従業者数ともに減少傾向、第３次産業化が進む 

東京都の平成 28 年の民営事業所数は、621,671 事業所、民営事業所の従業者数は、

9,005,511 人となっており、平成 21 年と比較すると、民営事業所数は 9.2％減少(国：▲

9.3％)、従業者数は 0.5％減少(国：▲2.7％)と、事業所、従業者数共に減少しています。 

 平成 28年時点において、東京都に集積する産業は、「卸売業,小売業」(24.2％)が最も多

く、次いで「宿泊業，飲食サービス業」(14.3％)、「不動産業，物品賃貸業」(9.0％)となっ

ているものの、これらの業種の事業所数は平成 21 年と比較すると減少しています。産業分

類別に、事業所数の平成 21～28年にかけての増減をみると、事業所ベースでは「鉱業，採

石業，砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」

以外の全ての産業分類で減少しています。従業者数ベースでは、「農業」、「漁業」、「鉱業，

採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」等の第一次産業、第二次産業で減少傾向がみ

られる一方、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業」を中心としたサービス業

を中心に増加傾向がみられ、サービス産業化がみられます。 

 東京の事業所数は、「製造業」、「運輸業、郵便業」では大田区が、「生活関連サービス業、

娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」では世田谷区が１位となっています。 
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出典：総務省「平成 21年経済センサス基礎調査、平成 28年経済センサス活動調査」より作成 

図２-４-１８東京都の従業者数(民営事業所)推移(平成 21～28年) 

図２-４-１７東京都の民営事業所数推移(平成 21～28年) 
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(２)商業 

①卸売業 

■近年増加傾向、特に機械器具や建築材料等で顕著に増加 

 卸売業の事業所、従業者数、年間販売額は近年増加傾向にあります。東京における平成

27 年度の卸売業都内総生産は、約 16.7 兆円であり、都内総生産の約 16％を占めており、

従業者数は全国の４分の１、年間商品販売額は全国の４割超を占め、日本の流通に大きな

役割を果たしています。 

業種中分類をみると、機械器具卸売業や建築材料、その他の卸売業、鉱物・金属材料等

卸売業等の産業資材卸売業の占める割合が多くなっており、年間商品販売額に関しては、

総合商社等を含む各種商品卸売業が高くなっています。 

平成 24～28年までの推移をみると、事業所数は「機械器具卸業」で事業所数、従業者数、

販売額が顕著に伸びており、これらは、自動車や電気機械器具の需要が伸びていることが

起因しています。また、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」の伸びも顕著となっており、

これは東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた再開発が各地で進められ

ていることに起因していると推察されます。 

 

図２-４-１９平成 28 年 卸売業 中分類別事業所数・従業者数・年間商品販売額構成比 
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出典：経済産業省「平成 28年経済センサス活動調査」より作成 
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②小売業 

■近年増加傾向、通信販売等を含む無店舗小売業等で顕著に増加 

 小売業の事業所、従業者数、年間販売額は近年増加傾向にあり、いずれも全国の約１割

を占めています。東京における平成 27年度の小売業都内総生産は約 4.4 兆円であり都内総

生産の約４％を占めています。 

業種中分類でみると、事業所数、従業者数はコンビニエンスストア等を含む「飲食料品

小売業」や、ホームセンターやドラッグストア等を含む「その他の小売業」等が多くなっ

ています。年間商品販売額は、「飲食料品小売業」や「その他の小売業」に加えて、百貨店

や総合スーパーを含む「各種商品小売業」等が多くなっています。 

平成 24～28 年までの推移をみると、「その他の小売業」において販売額が急激に伸びて

おり、特にドラッグストアでの伸びが顕著となっています。要因として訪日外国人等の爆

買いや身近な食品を扱うことで、食品スーパー等からの顧客を取り込んでいることが挙げ

られます。 

また、近年通信販売・訪問販売小売業を含む「無店舗小売業」が事業所数、従業者数、

年間商品販売額ともに顕著に増加しており、IT の進展に伴い、インターネット販売が伸び

ていることがみてとれます。 

 

図２-４-２０平成 28 年 小売業 中分類別事業所数・従業者数・年間商品販売額構成比 
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(３)ものづくり・建設 

①ものづくり 

■製造業は減少傾向、小規模事業所が多い 

 製造業を取り巻く環境は、グローバル化の進展による海外への製造拠点の移転、デジタ

ル化・IT化の進展、少子高齢化による技能人材不足等大きく変化しています。また都内製

造業は、地価、物価、人件費等の事業コストの高さや、住工混在や事業スペースの狭さと

いった立地面の課題等を抱えています。そのような中、東京における製造業の事業所数、

従業者数、出荷額等・付加価値額の推移をみると、いずれも減少傾向になり、平成 27年の

事業所数、従業者数はそれぞれ平成 12年の約５割となっています。 

平成 27年における都内製造業の事業所数は、13,459事業所となっており、全国の 6.2％

にあたります。従業者数は 269,197 人で全国の 3.6％、製造品出荷額等は 8 兆 3,742 億円

で全国の 2.7％、付加価値額は 3兆 2,912億円で全国 3.4％を占めています。全国における

東京都の製造業の順位をみると、事業所数は３位、従業者数が７位、製造品出荷額等が 12

位、付加価値額が９位でいずれも全国で上位に位置しています。 

業種中分類をみると、事業所数は「印刷・同関連業」が 15.7％と最も多く、次いで「金

属製品」が 14.4％、「生産用機械」が 8.6％となっています。 

出荷額等をみると、「輸送用機械」が 18.8％と最も多く、次いで「印刷・同関連業」が

11.6％、「電気機械」が 9.6％となっています。 

 

図２-４-２１ものづくり事業所数・従業者数・出荷額等・付加価値額の推移(東京) 

 

 

 

表２-４-１都内製造業の概要 

 東京都 全国 全国シェア 順位 

事業所数 13,459所 217,601所 6.2％ ３位 

従業者数 269,197人 7,497,792人 3.6％ ７位 

製造品出荷額等 8兆 3,742億円 313兆 1,286 億円 2.7％ 12位 

付加価値額 3兆 2,912億円 98兆 280億円 3.4％ ９位 

出典：総務省「平成 28年経済センサス-活動調査 製造業(産業編)」 

  

注) 2011年及び2015年の数値は、「経済センサス-活動調査」を基に集計している。2015年の出荷額等、付加価値額については、

個人経営調査票による調査分を含まない。2008年、2011年及び2015年の数値は、消費税の取扱いや調査時点が異なること等の違い

があるため、比較には注意を要する。 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業2018」 
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②建設業 

■インフラの維持管理、マンションの大規模修繕等の工事が増加する見込み、機械化が進

展 

近年、震災復興や東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の大型工事の影響

で、建設業界の受注量は高水準が続いています。東京における建設業総生産は、約４兆円

から５兆円前後で推移しており、平成 27 年度は約 5.3 兆円となり、全国の約 14％を占め

ています。 

また、既存の社会資本の老朽化を背景に、新設工事高に占める維持・修繕工事割合は増

加傾向で推移しており、老朽化インフラの維持補修が平成 32 年(2020 年)から平成 37 年

(2025 年)度は年平均 2.3％増えると政府は試算しています。公共土木構造物、民間建設物

ともに老朽化が進行しており、今後はインフラや維持管理、マンションの大規模修繕とい

った建設工事が増加することが見込まれます。 

 近年特に、東日本大震災や、熊本地震、北海道胆振東部地震等をはじめとした自然災害

が多くなっており、首都直下地震等の巨大地震発生のおそれがある中、東京都においても

耐震性不足の老朽化マンションの建替え等が喫緊の課題となっています。高度経済成長期

に建設された建築物が更新時期を迎えており、災害に強い都市づくりを目的として、耐震

性のない建築物の更新、木造密集地域の解消が急がれます。 

 一方で、人手不足や、労働者の高齢化等の課題を抱えており、一般社団法人日本建設業

連合会によると、平成 26～37 年(2025 年)にかけて建設技能労働者が全国で約 128 万人程

度減少すると推測されています。平成 28年９月における未来投資会議において、建設現場

の生産性を平成 37 年(2025 年)度までに 20％向上させる目標が掲げられ、建設業界でも若

手中心に 90 万人の雇用確保と、IT 化による 10％の生産性向上を掲げています。既に建設

各社は、ロボット開発に力を入れ、工事現場での活用もはじめており、今後ますますロボ

ット投入及び、生産性の向上が進んでいくことが期待されます。 

図２-４-２２建設業総生産の推移(東京),都道府県別建設業総生産構成比(全国、2014年度) 

 
注) 名目値。構成比は上位７位まで掲載。 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業2018」 
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(４)観光 

■訪都外国人は増加傾向、外国語対応や両替、案内標識等が課題 

 東京の観光 PRや旅行者の受入環境整備等の官民を挙げた取組みのほか、中国やロシア等

における査証発給要件の緩和措置により、平成 29年の訪都外国人旅行者数は、1,377万人

で過去最多となりました。 

訪都目的は「観光・レジャー」が 70.5％で最も多く、次いで「ビジネス」が 20.8％とな

っています。訪都中に行った行動は、「日本食を楽しむ」が 87.7％で最も高く、次いで「日

用雑貨等のショッピング」が 63.3％、「高層ビル等の探索」が 59.8％となっています。訪

都外国人が考える東京の魅力としては、「衛生的」が 64.4％で最も多く、次いで「人が親

切」が 61.9％、「治安がよい」が 55.0％となっており、安心かつ、快適な旅行に対して魅

力を感じていることが分かります。 

訪都外国人旅行者が都内で消費した金額（観光消費額）は約１兆 1,358 億円（同 4.4％

増）及び１人当たりの都内での旅行中支出額（推計値）は 133,731 円(前年比 2.5％増)と増

加傾向にあります。最も支出額が多い費目は「土産買物費」であり、64,183 円(同 0.9％減)

となっています。 

訪都の満足度は 95.2％と高く、なかでも、「おもてなし」88.4％、「食事施設」85.3％、

「観光施設」83.2％がそれぞれ 80％以上の高い満足度となっています。一方で、「外国語対

応能力」43.2％、「両替の利便性」63.9％、「案内標識のわかりやすさ」67.4％は低い満足

度となっており、対策が急務となっています。 

 

図２-４-２３訪都中に行った活動 Top10(複数回答) 
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(５)農業 

■都市化の影響や農家の相続等を契機に、耕作面積、農家数等減少傾向 

東京は大消費地に近い立地条件を活かし、多種多様な作物が生産されています。特に市

街化が進んだ区部では、世田谷区、練馬区、江戸川区、葛飾区等で農業が営まれており、

「コマツナ」や「ホウレンソウ」等の葉物野菜や「エダマメ」、「トマト」等の野菜の他、

「切り葉」、「生乳」等が多く生産されています。 

 東京では、都市化の影響や農家の相続等を契機に、耕地面積、農家数、農業就業人口の

いずれも長期的に減少しています。農家数の内訳をみると、兼業農家を中心に販売農家が

減少しており、平成 27年には約半数が自給的農家となっています。その一方で、意欲的に

経営改善に取り組む認定農業者数は、増加傾向にあり、平成 27年現在、平成 20年の約 1.5

倍まで増加しています。 

 また、特別区や市部等の市街化区域の農地は、計画的な宅地化を促進する「宅地化農地」

と都市計画上保全すべき農地として指定を受ける「生産緑地」に区分けされています。平

成４年に制定された生産緑地法により、生産緑地で農業を継続することを条件に、固定資

産税・相続税等の税務上のメリットを平成 34 年(2022 年)まで受けられます。そのような

背景があり、宅地化農地は減少傾向ですが、平成 28年における生産緑地は平成８年の約８

割を維持しています。平成 34年(2022 年)が間近に迫る中、都市緑地法が改正され、期限が

平成 44年(2032年)まで延長されるとともに、自治体の条例により面積容積の引き下げや、

生産緑地区内で直販所、農家レストラン等の設置を可能にする等の改正がなされました。 

 近年、公園や緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、賑わいの創出等の効果

が見出されつつあり、また災害時の避難地としての役割も担う等、評価が高まっています。 

しかしながら、農林水産省の「都市農業に関する実態調査（2011年）」によると、都市農

業の抱える問題点として「営農者の高年齢化」、「収益性が悪く、儲からない」、「後継者の

不足」の主に３点が挙げられており、生産緑地緩和に向けた動きと同時に、これら課題に

対する対策も今後必要になってきます。 

 

 

 

  

注)畑は「普通畑」と「牧草地」の計。農業就業

人口は 1990 年以降、販売農家のみ集計。農家数

は 1990 年以降も販売農家の他自給的農家も含め

た総農家数。 

出典：東京都「東京都の産業と雇用就業 2018」 

注)2年ごとに掲載。 

出典：東京都「東京都の産業

と雇用就業 2018」 

出典：東京都「東京都の産業と 

雇用就業 2018」 

図２-４-２４耕地面積・農家数・農

業就業人口の推移 

 

 

 

図２-４-２５生産緑地・

宅地化農地面積推移 

 
 

図２-４-２６販売農家・

自給的農家別農家数推移 


