
実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先

１月14日（木）
12：00～17：00

第８回とうきょうJOBフェスタ
企業理解を深めるセミナーを開催するとともに、
若年者と企業との出会いの場として合同企業説明
会を開催
参加企業数：10社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  40名

東京しごとセンター
地下２階講堂

要予約
03-5211-6351
東京しごとセンター

１月25日（月）
14：00～16：00

（生徒受付13：30～15：15）

第３回高校生のための合同企業説明会
参加企業数：22社（予定）

対象    2016年３月新規高等学校
等卒業予定者

東京新卒応援ハロー
ワーク

03-3512-1658
東京労働局新卒支援係

１月26日（火）
13：00～17：00

（受付12：30～16：30）

合同企業説明会
新卒未内定者等と採用に意欲的な中小企業等が直
接交流できるプレマッチングの場
参加企業数：40社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・既卒３年以内の方

定員  200名

秋葉原UDX２階
アキバ・スクエア

要予約
（12月18日

予約開始）

03-5211-6351
東京しごとセンター

就職応援
キャンペーン！

新卒者
1月から3月は

１月 合同就職面接会・説明会

新卒者就職応援キャンペーン事業 １月

実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先
１月12・19・26日
２月２日（すべて火曜）

（全４回）
13：00～16：00

（希望者は10：00～12：00で
仕事体験）

ジョブトレIT基礎講座
パソコンを使った履歴書作成や仕事体験を中心
に、パソコン作業の基礎からIT分野の基礎を習熟

（全４回）

対象    15～39歳までの方 
（学生可）

定員  ８名

育て上げネット
（立川市高松町２-９-
22生活館ビル３階）

要予約

042-527-6051
認定特定非営利活動法人育て
上げネット

（地域若者サポートステーショ
ン実施団体）

１月15日（金）
13：00～16：30

（受付12：30～16：00）

企業交流会 in 国分寺
企業の経営者等によるセミナーと人事担当者への
質疑応答ができる交流会
参加企業数：４社

対象    学生及び 
29歳以下の既卒者

定員  50名

東京しごとセンター
多摩

要予約
042-329-4524
東京しごとセンター多摩

１月26日（火）
13：30～16：30

面接対策セミナー
面接マナーなどの知識習得や模擬面接を実施

対象    2016年３月卒業予定及び
2017年３月卒業予定の学
生・既卒３年以内の方

定員  30名

東京しごとセンター
多摩

要予約
042-329-4524
東京しごとセンター多摩

１月29日（金）
10：00～17：00

現役採用担当者が教える面接対策講座
面接対策に関するセミナーと３回の面接練習が
セットになった実践講座

対象    2016年３月卒業予定及び
2017年３月卒業予定の学
生・既卒３年以内の方

定員  30名

東京しごとセンター
４階402教室

要予約
03-5211-6351
東京しごとセンター

１月 セミナー等



実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先

２月３日（水）
13：00～16：30

（受付12：30～15：30）

新卒応援多摩プロジェクト 
第５回新卒向け合同企業説明会 
in八王子
参加企業数：20社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・既卒３年以内の方

定員  100名

京王プラザホテル 
八王子

要予約
042-329-4524
東京しごとセンター多摩

２月３日（水）
13：30～16：30

（受付13：00～15：30）

平成27年度 
第３回新規大卒者等合同就職面接会
参加企業数：170社（予定）

対象    2016年３月大学院・ 大
学・短大・高専・専修学
校等卒業予定者、既卒者

新宿NSビル
イベントホール

03-5339-8609
東京新卒応援ハローワーク

２月５日（金）
13：00～17：30

ミニ企業説明会
各回テーマを絞って実施する小規模の企業説明会
参加企業数：５社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  20名

東京しごとセンター
３階セミナー室

要予約
（１月15日
予約開始）

03-5211-2851
東京しごとセンター

２月10日（水）
12：00～17：00

第９回とうきょうJOBフェスタ
企業理解を深めるセミナーを開催するとともに、
若年者と企業との出会いの場として合同企業説明
会を開催
参加企業数：10社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  40名

東京しごとセンター
地下２階講堂

要予約
（１月27日
予約開始）

03-5211-6351
東京しごとセンター

２月19日（金）
【午前】10：00～13：00
【午後】14：30～17：30

合同企業説明会（２部制）
新卒未内定者等と採用に意欲的な中小企業等が直
接交流できるプレマッチングの場
参加企業数：午前・午後各20社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・既卒３年以内の方

定員  午前・午後各100名

東京しごとセンター
地下２階講堂

要予約
（１月29日
予約開始）

03-5211-6351
東京しごとセンター

２月22日（月）
13：00～16：30

ミニ企業説明会
各回テーマを絞って実施する小規模の企業説明会
参加企業数：５社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  20名

東京しごとセンター
３階セミナー室

要予約
（２月１日
予約開始）

03-5211-2851
東京しごとセンター

２月24日（水）
14：00～17：30

ミニ企業説明会
各回テーマを絞って実施する小規模の企業説明会
参加企業数：５社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  20名

東京しごとセンター
３階セミナー室

要予約
（２月１日
予約開始）

03-5211-2851
東京しごとセンター

２月24日（水）・25日（木）
13：00～19：30

まだ間に合う、４月入社！面接会
参加企業数：各日100社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

新宿エルタワー30階
サンスカイルーム

03-3512-1658
東京労働局　新卒支援係

２月25日（木）
13：00～16：00

（受付12：30～15：30）

合同就職面接会
参加企業数：25社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

東京しごとセンター
多摩

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

２月 合同就職面接会・説明会

実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先

２月１日（月）から
３月26日（土）まで

（週２日、８週間）
10：00～16：00（この時間
帯の中で３時間。曜日、時間
は応相談。）

若年者社会参加準備支援プログラム
「プレップ」

セミナーや単発型仕事体験を通して働く上で必要
なコミュニケーション力や体力、ビジネスマナー
を身に付ける

対象    15歳から39歳までの若者
（学生含む）

定員  ６名

育て上げネット
（立川市高松町２-９-
22生活館ビル３階）

要予約

042-527-6051
認定特定非営利活動法人 育て
上げネット

（地域若者サポートステーショ
ン実施団体）

２月９日（火）
13：00～16：30

（受付12：30～15：30）

企業交流会 in 多摩
企業の経営者等によるセミナーと人事担当者への
質疑応答ができる交流会
参加企業数：４社

対象    学生及び 
29歳以下の既卒者

定員  50名
多摩市関戸公民館

要予約
（１月４日
予約開始）

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

２月22日（月）
10：00～16：30

【第１部】10：00～12：30
【セミナー】13：30～14：20
【第２部】14：30～16：30
（受付は開始30分前）

企業交流会 in 三鷹
企業の経営者等によるセミナーと人事担当者への
質疑応答ができる交流会
参加企業数：４社（第１部・第２部で入替）

対象    学生及び 
29歳以下の既卒者

定員  50名

三鷹産業プラザ
7階会議室

要予約
（１月４日
予約開始）

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

２月 セミナー等

新卒者就職応援キャンペーン事業



実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先

３月４日（金）
12：00～16：00

グッJOB！
（合同企業説明会）

参加企業数：15社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  30名

東京しごとセンター
多摩

要予約
（１月15日
予約開始）

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

３月８日（火）
12：00～17：00

第10回とうきょうJOBフェスタ
企業理解を深めるセミナーを開催するとともに、
若年者と企業との出会いの場として合同企業説明
会を開催。
参加企業数：10社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

定員  40名

東京しごとセンター
地下２階講堂

要予約
03-5211-6351
東京しごとセンター

３月11日（金）
13：30～16：30

（受付13：00～16：00）

合同就職面接会
ハローワークと連携した面接会
参加企業数：15社（予定）

対象    2016年３月卒業予定の学
生・34歳以下の既卒者

東京しごとセンター
地下２階講堂

03-5211-2851
東京しごとセンター

３月 合同就職面接会・説明会

実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先

３月７日（月）
10：00～16：30

【第１部】10：00～12：30
【セミナー】13：30～14：20
【第２部】14：30～16：30
（受付は開始30分前）

企業交流会 in 八王子
企業の経営者等によるセミナーと人事担当者への
質疑応答ができる交流会
参加企業数：４社（第１部・第２部で入替）

対象    学生及び 
29歳以下の既卒者

定員  50名

八王子市学園都市 
センター

要予約
（２月１日
予約開始）

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

３月17日（木）
10：00～16：30

【第１部】10：00～12：30
【セミナー】13：30～14：20
【第２部】14：30～16：30
（受付は開始30分前）

企業交流会 in 国分寺
企業の経営者等によるセミナーと人事担当者への
質疑応答ができる交流会
参加企業数：４社（第１部・第２部で入替）

対象    学生及び 
29歳以下の既卒者

定員  50名

東京しごとセンター
多摩

要予約
（２月１日
予約開始）

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

３月23日（水）
10：00～16：30

【第１部】10：00～12：30
【セミナー】13：30～14：20
【第２部】14：30～16：30
（受付は開始30分前）

企業交流会 in 立川
企業の経営者等によるセミナーと人事担当者への
質疑応答ができる交流会
参加企業数：４社（第１部・第２部で入替）

対象    学生及び 
29歳以下の既卒者

定員  50名
立川商工会議所

要予約
（２月１日
予約開始）

042-329-4524
東京しごとセンター多摩

３月 セミナー等

実施日時 実施内容 対象者及び定員 場所 備考 問合せ先

詳細日程はお問合せください

就活基礎セミナー、ステップアップ
セミナー、社会人基礎力セミナー
自己理解、応募書類の書き方、模擬面接、SPI筆
記試験等のセミナーを複数開催

対象  34歳以下の方
東京しごとセンター
３階セミナー室

要予約
03-5211-2851
東京しごとセンター

１月～３月各月
10：30～17：00

（詳細日程はお問合せください）

ジョブクラブ
同じ悩みや目的を持った仲間とセミナーやグルー
プワークで学び、自分の力で就活できるようにな
る就活応援塾
①東京わかものハローワーク　　全６日間
②新宿わかものハローワーク　　全４日間
③日暮里わかものハローワーク　全３日間

対象  
①正社員で就職を目指す34歳
以下の方
②正社員で就職を目指す29歳
以下の方
③正社員で就職を目指す方
定員  各16名

①東京わかもの
ハローワーク
②新宿わかもの
ハローワーク
③日暮里わかもの
ハローワーク

要予約
（各わかものハ
ローワークへ御
連絡ください。）

①03-3409-0328
東京わかものハローワーク
②03-5909-8609
新宿わかものハローワーク
③03-5850-8609
日暮里わかものハローワーク

１月 ３月に複数回開催するプログラム〜

２月〜３月

実施日時 実施内容 対象及び定員 場所 備考 問合せ先

２月９・16・23日
３月１日（すべて火曜）

（全４回）
13：00～16：00

（希望者は10：00～12：00で
仕事体験）

ジョブトレIT基礎講座
パソコンを使った履歴書作成や仕事体験を中心
に、パソコン作業の基礎からIT分野の基礎を習熟

（全４回）

対象    15～39歳までの方 
（学生可）

定員  ８名

育て上げネット
（立川市高松町２-９-
22生活館ビル３階）

要予約

042-527-6051
認定特定非営利活動法人 育て
上げネット

（地域若者サポートステーショ
ン実施団体）
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就職応援
キャンペーン！

新卒者
1月から3月は

若者の職業的自立支援に取り組む、行政、教育界、産業界などが連携・協力し、若者の早期就職を応援します。

「東京都若年者就業推進ネットワーク会議」構成団体
○東京都（産業労働局／青少年・治安対策本部／生活文化局／教育庁）　○東京労働局　○足立区　○立川市 
○公益財団法人東京しごと財団　○公立大学法人首都大学東京　○大学職業指導研究会 ○東京私立中学高等学校協会 
○公益社団法人東京都専修学校各種学校協会　○東京経営者協会　○東京商工会議所　○東京都商工会連合会 
○東京都中小企業団体中央会　○一般社団法人東京工業団体連合会　○地域若者サポートステーション実施団体代表者

検索TOKYOはたらくネット

　「働きたいけど一歩が踏み出せない。」など、働くこと
に悩みを抱えるあなたを応援します。

あだち若者サポートステーション
☎ 03-3882-4307

（月～土）10：00～18：00　（日・祝日休館）

たちかわ若者サポートステーション
☎ 042-529-3378

（月・火・木・金・土）10：00～17：00　（水・日・祝日休館）

みたか地域若者サポートステーション
☎ 0422-70-5067

（月・火・水・金・土）10：00～17：00　（木・祝日休館）

しんじゅく若者サポートステーション
☎ 03-5332-6110

（月～木）10：00～ 18：00　（金）10：00～ 19：00
（第 1・第 3 土）13：00～17：00 （その他土・日・祝日休館）

せたがや若者サポートステーション
☎ 03-5779-8222

（火～土）10：00～18：00　（月・日・祝日休館）

いたばし若者サポートステーション
☎ 03-6915-5731

（火～土）11：00～17：30　（月・日・祝日休館）

ねりま若者サポートステーション
☎ 03-5848-8341

（月・火・水・金・土）10：00～17：00　（木・日・祝日休館）

ちょうふ若者サポートステーション
☎ 042-444-7975

（月・火・木・金・土）　10：00～17：00　
（水・日・祝日・施設点検日休館）

八王子若者サポートステーション
☎ 042-649-3534

（月～金）9：00 ～ 17：00（土・日・祝日休館）

多摩若者サポートステーション
☎ 042-513-0577

（火～土）11：00～18：00（月・日・祝日休館）

　日本の大学等に留学している外国人留学生（大学生、
短大生、専修学校生等）を対象とした、求人情報ウェブ
サイトです。

東京商工会議所人材支援センター
☎ 03-3283-7640
http://www.syusyoku-japan.jp/

　東京しごとセンターでは仕事をお探しの方を年齢層別に
支援します。「就職力」アップに、知識や技術の習得に役
立つ就職支援サービスを無料で提供します。
●専門の就職支援アドバイザーによるカウンセリング
●就職活動バックアップセミナー
●企業説明会、企業見学会などのイベント
●ハローワーク飯田橋 U-35 等による職業紹介　など

東京しごとセンターヤングコーナー
☎ 03-5211-2851
http://www.tokyoshigoto.jp
千代田区飯田橋 3-10-3
利用時間　（月～金）9：00～20：00　
 （土）9：00 ～ 17：00
 （日・祝日休館）

東京しごとセンター多摩
☎ 042-329-4510
http://www.tokyoshigoto.jp/tama/
国分寺市南町 3-22-10
利用時間　（月～金）9：00 ～ 20：00
 （土）9：00 ～ 17：00
 （日・祝日休館）

東京しごとセンター
　求人の受理や職業の紹介をはじめ、雇用に関する各種の
相談・指導などを行います。
▼東京労働局ホームページ
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

ハローワーク

　大学等の学生の方や、既卒者の就職を支援する専門のハ
ローワークです。

東京新卒応援ハローワーク
新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 21 階
☎ 03-5339-8609

（月～金）10：00～18:00
（第 1・第 3 土）10：00～17：00
（その他土・日・祝日休館）

八王子新卒応援ハローワーク
八王子市旭町 10-2 八王子 TC ビル 6 階
☎ 042-631-9505

（月～金）10：00～18：00（土・日・祝日休館）

新卒応援ハローワーク

東京わかものハローワーク
☎ 03-3409-0328  （月～金）10：00～18：00

新宿わかものハローワーク
☎ 03-5909-8609  （月～金）10：00～18：00

日暮里わかものハローワーク
☎ 03-5850-8609  （月～金）10：00～18：00

わかものハローワーク

　東京都内のすぐれた技術・事業・雇用環境をもつ中小企
業を紹介します。
http://www.kaisyahakken.metro.tokyo.jp/

東京カイシャハッケン伝！

東京都の雇用就業に関する総合 WEB サイト

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
東京都産業労働局雇用就業部就業推進課
☎03-5320-4720

地域若者サポートステーション

　18 歳以上の若者を対象に、人間関係、不安、孤独など、
どんな悩みでも幅広く相談を受け付けています。
◆メール相談
　パソコンから　http://www.wakanavi-tokyo.net/
　携帯から　　  http://www.wakanavi-tokyo.net/m/
◆電話相談
　☎ 03-3267-0808
　（月～土）11：00～20：00（年末年始除く）
◆面接相談（ココロすっきりカフェ）
　事前予約制
　予約☎ 03-3266-8755
　毎週土曜日実施

東京都若者総合相談（・з・）/ 若ナビ

　ひきこもり等の若者の社会参加を応援するため、都の「ひ
きこもり等の若者支援プログラム」（No.1 訪問相談　No.2 
フリースペース　No.3 社会体験活動）に沿って NPO 法人
等が実施する支援事業です。登録団体についてはホームペー
ジをご覧ください。
http://www.wakamono-ouen.metro.tokyo.jp/

東京都若者社会参加応援事業

就職じゃぱん
テレビ東京・毎週月曜日
21 時 54 分から放送中

http://www.tv-tokyo.co.jp/official/galerie/

若者応援番組

　ひきこもりのご本人やご家族、ご友人からの相談を受け
付けています。
●メール相談
　パソコンから　http://www.hikikomori-tokyo.jp/
　携帯から　　  http://www.hikikomori-tokyo.jp/m/
●電話相談
　☎ 03-5978-2043
　（月～金）10：00～17：00（祝日・年末年始除く）
●訪問相談　申込みはお住まいの区市町村窓口へ
 　http://www.hikikomori-tokyo.jp/soudan/
 　houmon_list.php

東京都ひきこもりサポートネット

若者の「はたらく」を応援します！

資料についてのお問合せ先

東京都産業労働局　雇用就業部　就業推進課
☎：03－5320－4720
※ 各事業の詳細については、個々の問い合わせ先へ


