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関係行政機関
□□□東京都産業労働局　ホームページ「TOKYO…はたらくネット」http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

名　　　称 所　　在　　地 電話番号 最 寄 駅

東京都産業労働局
　雇用就業部労働環境課

新宿区西新宿 2-8-1　都庁第一本庁舎 21 階 03（5320）4649 JR・地下鉄「新宿」
都営「都庁前」

□□□労働相談情報センター
＊　労働条件に関することや職場での様々な問題について、ご相談に応じています。
＊　労働問題や人権啓発についてのビデオソフトの貸し出しも行っています。
◆電話相談　東京都ろうどう110番　0570-00-6110
　上記の電話相談専門ダイヤルで、月～金曜日の午前９時～午後８時（終了時間）まで、土曜
日の午前９時～午後５時（終了時間）まで相談に応じています（祝日及び 12 月 29 日～１月３日
を除く。土曜相談は祝日及び 12 月 28 日～１月４日を除く）。
◆来所相談（予約制）
　ご相談にあたっては、会社所在地を担当する事務所をご利用ください。

窓口 所　在　地 電話番号 最寄駅 担　当　区　域（会社所在地） 夜間
労働相談情報
センター（飯田橋）

千代田区飯田橋 3-10-3
東京しごとセンター９階

03（3265）6110 飯田橋 千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、
中野区、杉並区、島しょ

月曜日・
金曜日

大崎事務所 品川区大崎 1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー２階

03（3495）6110 大　崎 港区、品川区、目黒区、大田区、世
田谷区

火曜日

池袋事務所 豊島区
東池袋 4-23-9

03（5954）6110 池　袋 文京区、豊島区、北区、荒川区、板
橋区、練馬区

木曜日

亀戸事務所 江東区亀戸 2-19-1
カメリアプラザ７階

03（3637）6110 亀　戸 台東区、墨田区、江東区、足立区、
葛飾区、江戸川区

火曜日

国分寺事務所 国分寺市南町 3-22-10 042（321）6110 国分寺 立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、昭島市、
小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国
立市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、羽村市、あきる野市、西東京市、
西多摩郡

月曜日

八王子事務所 八王子市明神町 3-5-1 042（645）6110 八王子 八王子市、府中市、調布市、町田市、
日野市、狛江市、多摩市、稲城市

水曜日

※１…　担当区域（会社所在地）に応じて、各事務所が、月〜金曜日の午前９時〜午後５時（終了時間）まで実施してい
ます。（祝日及び 12 月 29 日〜１月３日を除く）

※２…　夜間来所相談（予約制）は、各事務所が担当曜日に午後８時（終了時間）まで実施しています。（祝日及び 12月 29
日〜１月３日を除く）

※３…　土曜日は、飯田橋で、午前９時〜午後５時（終了時間）まで実施しています。（祝日及び 12月 28日〜１月４日を
除く）

※４　来所相談は予約制です。必ず事前に予約をしてください。
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□□□東京労働局… ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html

名　　　称 所　　在　　地 電話番号 最 寄 駅

東京労働局
職業安定部職業対策課

千代田区九段南 1-2-1
九段第 3合同庁舎 12 階

03（3512）1661 地下鉄
「九段下」

□□□ハローワーク（公共職業安定所）
＊　職業紹介や雇用保険の給付、職業能力開発センターへのあっせんなどを行っています。
＊　人権啓発DVDの貸出しも行っています。

安定所 所　在　地 電話番号 最　寄　駅 管　轄　区　域

飯田橋 文京区後楽 1‒9‒20 03（3812）8609 JR・地下鉄
「飯田橋」

千代田区、中央区、文京区、島しょ

上　野 台東区東上野 4‒1‒2 03（3847）8609 JR・地下鉄「上野」台東区

品　川 港区芝 5‒35‒3 03（5419）8609 JR「田町」
地下鉄「三田」

港区、品川区

大　森 大田区大森北 4‒16‒7 03（5493）8609 JR「大森」 大田区

渋　谷 渋谷区神南 1‒3‒5 03（3476）8609 JR・東急・京王・
地下鉄「渋谷」

渋谷区、世田谷区、目黒区

新　宿 新宿区歌舞伎町 2‒42‒10 03（3200）8609 JR・小田急・京王・
西武・地下鉄
「新宿」

新宿区、中野区、杉並区

池　袋 豊島区東池袋 3‒5‒13 03（3987）8609 JR・西武・東武
地下鉄「池袋」

豊島区、練馬区、板橋区

王　子 北区王子 6‒1‒17 03（5390）8609 地下鉄南北線「王子神谷」 北区

足　立 足立区千住 1‒4‒1 03（3870）8609 JR・東武・TX・
地下鉄「北千住」

足立区、荒川区

墨　田 墨田区江東橋 2‒19‒12 03（5669）8609 JR・地下鉄「錦糸町」墨田区、葛飾区

木　場 江東区木場 2‒13‒19 03（3643）8609 地下鉄東西線「木場」江東区、江戸川区

八王子 八王子市子安町 1‒13‒1 042（648）8609 JR「八王子」 八王子市、日野市

立　川 立川市緑町 4‒2 042（525）8609 JR「立川」 立川市、昭島市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、
武蔵村山市

青　梅 青梅市東青梅 3‒20‒7
山崎ビル

0428（24）8609 JR「東青梅」 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、
西多摩郡

三　鷹 三鷹市下連雀 4‒15‒18 0422（47）8609 JR「三鷹」 三鷹市、武蔵野市、西東京市、清瀬市、
東久留米市

町　田 町田市森野 2‒28‒14 042（732）8609 JR・小田急
「町田」

町田市

府　中 府中市美好町 1‒3‒1 042（336）8609 JR「北府中」「府中本町」
「分倍河原」
京王「府中」

府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市



124

□□□公益財団法人東京都人権啓発センター
＊ 　 人権問題に関する相談や啓発活動を行っています。人権研修講師の出講事業及び視聴覚

ビデオ等の貸出しについては 69 ページを参照してください。

名　　　　　称 所　　在　　地 電…話…番…号 最　寄　駅

公益財団法人東京都人権啓発センター 港区芝 2‒5‒6
芝 256スクエアビル2階

03（6722）0082 都営三田線「芝公園」、
都営大江戸線・浅草線「大
門」、JR・東京モノレー
ル「浜松町」
※詳細については、
お問い合わせください。

□□□図書館等
＊　次の施設には、同和問題をはじめとする人権問題普及啓発関係資料があります。

施　　設　　名 所　　在　　地 電　　話 ビデオテープ等 関係図書

東…京…都…立…中…央…図…書…館 港区南麻布 5‒7‒13 03（3442）8451
○

（資料の館外貸出
はしていません）

○
（資料の館外貸出
はしていません）

東…京…都…立…多…摩…図…書…館 国分寺市泉町 2‒2‒26 042（359）4020 ○
（16 ミリフィルムのみ）

○
（資料の館外貸出
はしていません）

東京都人権プラザ図書資料室 港区芝 2‒5‒6
芝 256 スクエアビル 2階 03（6722）0123 ○ ○

人権ライブラリー
（（公財）人権教育啓発推進センター併設）

港区芝大門 2‒10‒12
KDX…芝大門ビル４階 03（5777）1919 ○ ○

□□□東京法務局
＊　 「人権問題」   「えせ同和行為」等についての相談活動を行っています。

施　　設　　名 所　　在　　地 電　　話 最　寄　駅

東京法務局
（常設相談所）

千代田区九段南 1‒1‒15
九段第２合同庁舎 12 階

0570（003）110
03（5213）1372（PHS・IP 電話の方）

地下鉄
「九段下」

※　「えせ同和行為」等については下記においても相談活動を行っています。
□□□各弁護士会　民事介入暴力被害者救済センター
　　　　東京弁護士会　　　　03（3581）3300
　　　　第一東京弁護士会　　03（3595）8575
　　　　第二東京弁護士会　　03（3581）2250
□□□公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	 03（3291）8930
□□□警視庁組織犯罪対策部	 03（3581）4321
□□□東京都　総務局人権部	 03（5388）2595
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参 考 資 料 等 の ご 案 内
東京都及び国では、各種媒体により情報提供を行っています。
公正な採用選考をはじめ、企業における人権問題について理解を深めるために、
ぜひご活用ください！

▶東京都産業労働局作成チラシ
＜事業主向け＞＜求職者向け＞
＊職業安定法第５条の４の説明、採⽤選考時に配慮

すべき事項、不適正事案に対する対応などのポイントを
掲載しています。

【主な配布場所】 東京都労働相談情報センター（６か所）
東京しごとセンター（２か所）

▶厚⽣労働省作成リーフレット
＜事業主向け＞＜求職者向け＞
＊公正な採⽤選考のポイントや不適切な採⽤選考の

実態などを⾒開きで詳しく紹介しています。
【主な配布場所】都内ハローワーク（17か所）

チラシ・リーフレット・冊⼦を活⽤する ※下記のHPからもダウンロード可能です。

▶冊⼦『これだけは知っておきたい︕働くときの知識』＜⾼校⽣向け＞
＊⾼校⽣の就職時・アルバイト時に役⽴つ労働法のポイントを解説しています。
▶冊⼦『就活必携・労働法 知っておきたい法律と相談窓⼝』＜⼤学⽣向け＞
＊⼤学⽣・専⾨学校⽣等の就職活動時・就職時に必要な労働法の基礎知識を解説しています。

【主な配布場所】東京都産業労働局雇⽤就業部労働環境課

▶東京都産業労働局雇⽤就業部ホームページ（TOKYOはたらくネット）「公正な採⽤選考に向けて」
＊公正採⽤選考の基本や、東京都が作成している冊⼦・チラシのデータを掲載しています。
【URL】http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/kosei/

▶東京労働局ホームページ「公正な採⽤選考を⾏うために」
＊新規学校卒業者の採⽤選考や公正採⽤選考⼈権啓発推進員制度などについて、幅広く掲載しています。
【URL】https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/    

hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/saiyou.html

▶厚⽣労働省ホームページ「公正な採⽤選考を⽬指して」
＊公正採⽤選考に関するQ&Aや解説動画などをわかりやすく掲載しています。
　【URL】https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/
（解説動画はこちら）https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/video.html


