
　「東京都若者しごと応援月間」は、「東京都若年者就業推進ネットワーク会議」※の構成団体が、11月に面接会やセミ
ナー等を連携・協力して集中的に実施し、若年者の早期就職を支援する事業です。以下に記載したイベントをはじめ、
多数の催しを実施します。詳細は、 HP  をご覧下さい。※「東京都若年者就業推進ネットワーク会議」は、行政機関(東京都・厚
生労働省東京労働局・足立区・立川市)、教育界、産業界等の各団体で構成され、若年者の職業的自立支援に取り組んでいます。

〔日時〕 11月25日(水)・26日(木)13時30分～ 16時30分
 (受付：13時～ 15時30分)

〔対象〕 来春大学等卒業予定者、
既卒者
〔会場〕 京王プラザホテル八王子
〔参加企業数〕90社(各日45社予定)
入退場自由・予約不要です。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/gomen/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課
　　　　　☎03-5320-4720
　　　　　東京新卒応援ハローワーク 
　　　　　☎03-5339-8609

　「就活実践ブース」「企業研究ブース」「マインドアッ
プブース」の３ブースを設け、就職活動に役立つノウ
ハウ・スキルを学べるセミナーを開催します。
〔日時〕 11月19日(木)13時～ 17時
〔対象〕 34歳以下の求職者(学生可)
〔定員〕 100名　　　　
〔会場〕 東京ビッグサイト　レセプションホールB
申込みは、電話または HP  で、10月26日(月)から受付。

HP  http://tokyoshigoto-young.jp/event_cat/eve01_02
注：事前に、東京しごとセンターへの利用者登録が必要です。

【申込み先】東京しごとセンター　
　　　　　☎03-5211-6351

　「生命あるサックスを作る！！
音を創り、楽器を育てる魂の『もの
づくり』」
〔日時〕 11月11日(水)13時30分～ 16時 
 (受付：13：00 ～ )

〔講師〕 柳澤管楽器(株)代表取締役社長　
柳澤 信成 氏
〔対象〕 44歳以下の求職者、学生、ものづくり企業に
関心のある方
〔定員〕 70名　　〔会場〕東京しごとセンター・地下講堂
申込みは、電話で、先着受付中です。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/chuo/topic.html
【申込み・問合せ先】東京しごとセンター
　　　　　　　　  ☎03-5211-2851

〔日時〕 11月30日(月)13時～ 16時30分
 (受付：12時30分～ 15時30分)

〔対象〕 来春大学等卒業予定者、既卒３年以内の求職者
〔定員〕 100名　　　
〔会場〕 立川グランドホテル
〔参加企業数〕20社(予定)
申込みは、電話または HP  で、先着受付中です。

HP  http://www.tokyoshigoto.jp/tama/
※事前に、東京しごとセンターへの利用者登録が必要です。

【申込み先】東京しごとセンター多摩
　　　　　☎042-329-4524
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 P2 11月は「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です
 P3　 11月は「職業能力開発促進月間」です
 P4 東京労働局からのお知らせ
 P5　 セミナー・職業能力開発センター入校生募集等お知らせ
 P6 「東京の中小企業魅力発見ツアー」を開催します！！

平成27年(2015年)10月23日発行

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　☎03(5320)4646
印刷物規格表１類　印刷番号(26)58

東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト
　　　TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

東京都産業労働局雇用就業部調整課

TOPICS 11月は「東京都若者しごと応援月間」です

平成27年度第２回 新規大卒者等合同就職面接会

One day 就活カレッジ

ものづくり企業就職セミナー

新卒応援！多摩プロジェクト　合同企業説明会

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/ouen/
【事業全般に関する問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4720
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東京都産業労働局雇用就業部調整課

　労働相談情報センターでは、11月を「パート・派遣・契約社員等の労働月間」と定め、非正規労働者や非正規労働者
を雇用する事業主等を対象とした電話総合相談、セミナー＆相談会を開催します。

　近年、パートや契約社員、派遣労働者などの非正規労働者は増加傾向にあります。
　東京都では、安定した仕事に就きたいと望む非正規労働者の正社員化を促進するため、様々な非正規雇用対策を
推進しています。その一環として、主に都内企業を対象に、シンポジウムを開催します。正社員化に関心のある企
業の皆さんのご参加をお待ちしています。 
日程　12月３日(木)14時から17時まで　※受付は13時から
会場　品川インターシティ　ホール(東京都港区港南二丁目15番４号)
対象　主に企業経営者及び人事労務担当者　
定員　500名(事前申込制、申込は下記 HP  から)
内容　•基調講演 (株)吉野家ホールディングス 会長　安部 修仁 氏

　　　　•企業の取組事例発表 (株)トーリツ　代表取締役社長　鈴木 恵里子 氏
 (株)タニタハウジングウェア　代表取締役社長　谷田 泰 氏
　　　　•パネルディスカッション パネリスト：安部 修仁 氏、鈴木 恵里子 氏、谷田 泰 氏
 コーディネーター： 小島 慶子 氏　
　　　　•東京都及び国の非正規雇用対策の紹介(パネル展示)
詳細は公式 HP  をご覧ください。 HP  http://www.seishainka.metro.tokyo.jp
【問合せ先】産業労働局雇用就業部正規雇用対策推進担当　☎03-5320-4657

【事業全般に関する問合せ先】労働相談情報センター事業普及課　☎03-5211-2209

日時　11月５日(木)・６日(金) ９時～ 17時　　東京都ろうどう110番　☎0570-00-6110

NEW!!

11月は「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です

パート・派遣・契約社員等電話総合相談・・・・労働条件等の疑問や悩みにお答えします！

非正規雇用対策シンポジウム「TOKYO正社員化促進計画～人を活かそう、未来のために～」

セミナー＆相談会・・・ 非正規労働者に関する法律・社会保険の仕組み等の知識を深めることができます！

日時 セミナー 相談会 セミナーテーマ 定
員 セミナー講師 会場 申込み先

11月20日
(金)     

14:30 ～
16:30

16:30 ～
17:30

パートタイム労働者が知っておきた
い法の知識 (労) 60名

特定社会保険労
務士／元監督署
長
森井　博子 氏

労働相談情
報センター
セミナー室

労働相談情報セン
ター (飯田橋)
℡03-5211-2209
fax03-5211-3270

11月27日
(金)     

14:30 ～
16:30

16:30 ～
17:30 パートタイムで働くときの基礎知識 (労) 60名

11月19日
(木)    

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

改正派遣法のもとで、働き方はどう
変わる？ (労) 60名 弁護士

江上　千惠子 氏
南部労政会
館　

労働相談情報セン
ター大崎事務所
℡03-3495-4872
fax03-3495-4916

11月26日
(木)  

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

改正派遣法、派遣元と派遣先が注意
すべき点は？ (使) 60名

11月25日
(水)     

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

パートで働くときの基礎知識
～労働法編～ (労) 60名 特定社会保険

労務士
大西　綾子 氏

労働相談情
報センター
池袋事務所
セミナー室

労働相談情報セン
ター池袋事務所 
℡03-5954-6505
fax03-5954-6502

11月30日
(月)      

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

パートで働くときの基礎知識
～社会保険、労働保険、税金編～ (労) 60名

11月11日
(水)  

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

【パート社員の労務管理】
改正パートタイム労働法のポイント             (使)

60
名 特定社会保険
労務士
渡辺　葉子 氏

江東区亀戸
文 化 セ ン
ター

労働相談情報セン
ター亀戸事務所 
℡03-3682-6321
fax03-3684-6026

11月16日
(月)      

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

【契約社員の労働管理】
改正労働契約法のポイント                (使) 60名

11月19日
(木)       

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

雇う上で知っておきたいパート労働
基礎知識             (使) 60名 社会保険労務士

田島　ひとみ 氏
国分寺労政
会館

労働相談情報セン
ター国分寺事務所 
℡042-323-8511
fax042-323-8512

11月26日
(木)     

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

働く上で知っておきたいパート労働
基礎知識 (労) 60名

11月10日
(火)      

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

パート・契約社員で働くときの労働
法の基礎知識 (労) 60名 社会保険労務士

横山　玲子 氏
多摩市関戸
公民館

労働相談情報セン
ター八王子事務所 
℡042-643-0278
fax042-645-7185

11月13日
(金)     

13:30 ～
15:30

15:30 ～
16:30

パート・契約社員で働くときの雇用
保険、社会保険、税金の基礎知識 (労) 60名

※(労)は労働者向け　(使)は使用者向け

http://www.seishainka.metro.tokyo.jp
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　厚生労働省では、昭和45年にアジア初の技能五輪国際大会が東京で開催されたことを記念し、開会式が行われた
11月10日を「技能の日」、11月を「職業能力開発促進月間」と定めています。月間中、東京都では、各職業能力開発セ
ンター・校で「技能祭」を開催し、また技能振興に貢献した企業・技能者等を表彰しています。

〔日時〕11月12日(木)10時～ 11時15分　　〔会場〕 東京都庁第一本庁舎５階大会議場
　表彰式では、東京都優秀技能者(東京マイスター )※１、東京都中小企業技能人材育成大賞※２、優良認定職業訓
練実施団体及び認定職業訓練功労者、技能検定功労者、技能競技大会成績優秀者、技能検定試験成績優秀者を表
彰します。
※１　東京マイスター： 都内に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と認められる方に贈呈
※２　東京都中小企業技能人材育成大賞： 都内の中小企業等で技能者の育成と技能継承に取り組み、特に成果をあげた企業に贈呈

【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4715

　「アビリンピック」とは、障害のある方が技能を
互いに競い合う障害者技能競技大会のことで、東
京都では、毎年「東京アビリンピック」を開催して
います。
　このたび、「第14回東京アビリンピック」の出場
選手を募集します。
　申込みを希望する方は、下記申込み先へ必要書
類を郵送して下さい。(申込期間内必着)
〔申込期間〕 11月２日(月) ～ 20日(金)
【申込み先】高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　　　　東京支部　高齢・障害者業務課
　　　　　　(〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12)

　　　　　☎03-5638-2794　  03-5638-2282
詳細は HP  で。

HP  http://www.jeed.or.jp/location/shibu/tokyo/13_ks.html 
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4717　

第14回東京アビリンピックの概要
〔日時〕平成28年２月13日(土) ９時～ 15時30分
〔競技種目〕 ①身体障害者・知的障害者・精神障害者対象
 　 　ワード・プロセッサ ………………定員12名
 　 　DTP …………………………………定員10名
 　 　ホームページ ………………………定員５名
 　 　表計算 ………………………………定員５名
 　 　オフィスアシスタント ……………定員15名
 　 　ビルクリーニング …………………定員14名
 　 　喫茶サービス ………………………定員15名
  ②視覚障害者対象
 　 　パソコン操作 ………………………定員10名
  ③知的障害者対象
 　 　パソコンデータ入力 ………………定員10名
〔会場〕 東京障害者職業能力開発校
 (小平市小川西町2-34-1)
 職業能力開発総合大学校
 (小平市小川西町2-32-1)

【事業全般に関する問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4715

技能祭…職業訓練の実演、生徒作品の展示・即売、ものづくり体験教室など楽しいイベントがいっぱい！

11月は「職業能力開発促進月間」です～未来につなごう　光る技能　輝く技～

東京都優秀技能者(東京マイスター )等表彰式・・・東京の技能振興を支える企業・職人を表彰

第14回東京アビリンピック(東京障害者技能競技大会)出場選手を募集

日時 開催校 最寄駅 問合せ先
10月24日(土) 多摩職業能力開発センター JR青梅線　西立川 ☎042-500-8700

11月３日(火・祝日)

中央・城北職業能力開発センター板橋校 JR埼京線　浮間舟渡 ☎03-3966-4131
城南職業能力開発センター大田校 京浜急行空港線　大鳥居 ☎03-3744-1013
城東職業能力開発センター (台東分校と共同開催) JR・東京メトロ　綾瀬　ほか ☎03-3605-6140
城東職業能力開発センター江戸川校 JR総武線　新小岩からバス　 ☎03-5607-3681
多摩職業能力開発センター八王子校 JR中央線　八王子ほか ☎042-622-8201
多摩職業能力開発センター府中校 京王線　中河原 ☎042-367-8201

11月６日(金) 中央・城北職業能力開発センター JR・東京メトロ・都営　飯田橋 ☎03-5800-2611
11月７日(土) 中央・城北職業能力開発センター赤羽校 JR埼京線　十条　ほか ☎03-3909-8333
11月10日(火) 中央・城北職業能力開発センター高年齢者校 JR・東京メトロ・都営　飯田橋 ☎03-5211-2340
11月14日(土) 東京障害者職業能力開発校 西武国分寺・拝島線　小川　ほか ☎042-341-1411
11月23日(月・祝日) 城南職業能力開発センター りんかい線　品川シーサイド　ほか ☎03-3472-3411
※時間はすべて10時～ 15時
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東京労働局からのお知らせ

「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」が成立しました！！

　女性が、職業生活において、その希望に応じて十分
に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女
性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成
立しました。
　平成28年４月１日までに、労働者301人以上の企業
は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定・届出な
どの措置を講ずることが義務づけられます。内容、説
明会など詳しくは HP  で。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【お申込み・問合せ先】東京労働局雇用均等室
　　　　　　　　　☎03-3512-1611

個別労働紛争解決セミナー
「職場のパワーハラスメント対策」

〔日時〕 11月17日(火)13時30分～ 16時10分
〔定員〕 1,000名
〔会場〕 きゅりあん　大ホール(品川区立総合区民会館)
〔講演内容〕
①「なぜ企業としてパワハラ対策に取り組む必要があ
るのか」
　講師：中央大学ビジネススクール教授　佐藤 博樹氏
②「パワハラ対策の具体的な取組と進め方」
　講師：東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
　主任研究員　淺海 充正 氏
〔申込み〕  で受付中。※申込用紙は以下の HP  より入手可。　　　

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【問合せ先】東京労働局総務部企画室
　　　　　☎03-3512-1609

平成27年度「均等・両立推進企業表彰」表彰式を
開催します！

　厚生労働省では、「職場における女性の能力発揮を促
進するための積極的な取組(ポジティブ･アクション)」
及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」に
ついて、他の模範となる取組を推進している企業を表
彰しています。
　このたび、以下のとおり表彰式を開催します。一般
の方も参加いただけます。
〔日時〕 11月４日(水)13時30分～
〔場所〕 日本工業倶楽部会館　大会堂
〔問合せ先〕東京労働局雇用均等室　☎03-3512-1611 

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です
　厚生労働省では、「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)
を実施し、相談に対応します。
〔日時〕 11月７日(土) ９時～ 17時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくしましょう　　   長い残業

〔ダイヤル〕  0 1 2 0 - 7 9 4 - 7 1 3
9月１日から「こころほっとライン」を実施しています
　メンタルヘルス不調や、12月から新たに実施される
ストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防
止対策などについての困りごと、お悩みなどをご相談
ください。
【専用ダイヤル】  0 1 2 0 - 5 6 5 - 4 5 5 【無料】
【受付日時】月・火　17時～ 22時
　　　　　土・日　10時～ 16時
　　　　　　※祝日、年末年始を除く

【問合せ先】東京労働局労働基準部健康課
　　　　　☎03-3512-1616

バックナンバー　 HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/tokyorodo/keyword/

「女性の活躍推進」
keyword労働　　　豆知識41

11月は「労働保険適用促進強化期間」です！労働保険の成立手続はお済みですか？
労働保険（労災保険・雇用保険）は、原則一人でも労働者を雇用している事業について加入が義務
付けられています。加入手続は所在地管轄の労働基準監督署・公共職業安定所で行ってください。 
【問合せ先】東京労働局労働保険徴収部適用・事務組合課　☎03-3512-1628

労働保険
雇用
保険

労災
保険

職業生活において女性の活躍を推進するためには、女性が働きやすい職場環境の整
備やライフステージ、キャリアに合った就業を進める必要があります。
ライフイベントによる女性の就業

形態の変化をみると、結婚後に就業を継続している女性の割合
は結婚前の約７割、また、第１子出産後は結婚前の約３割にま
で低下しており、ライフイベントにより女性の就業状況が大き
く変化する様子がうかがえます(図)。また、管理職に占める女性
の割合を国際的に比較すると、日本では約１割となっており、
諸外国に比べて低い水準にとどまっています。
少子高齢化により労働力人口が減少する中、結婚や出産など
のライフイベントにかかわらず女性が就業を継続し、社会で幅
広く能力を発揮することは重要であり、東京都では、引き続き
女性の活躍推進に向けた取組を行っていきます。
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図１　ライフイベントによる女性の
就業形態の変化(全国、2011年)

図２　管理職に占める女性の割合
(世界、2013年)

注　結婚前に仕事ありの女性（農林漁業を除く）を100としている。
資料　厚生労働省「第10回21世紀成年者縦断調査」、「男女共同参画白書」

注　国際比較における「管理職」は、管理的職業従事者をいう。
　　国によって統計上の定義、調査方法が異なるため、当該数値を
　　直接比較できない場合がある。
資料　(独)労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較」
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注　結婚前に仕事ありの女性(農林漁業を除く)を100としている。
資料　内閣府「男女共同参画白書」
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～東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト～　TOKYOはたらくネット　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
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東京都労働相談情報センター
からのお知らせ

都立職業能力開発センター
からのお知らせ

■平成28年１月入校生募集
①一般(６か月)溶接、配管、介護サー
ビス、マンション改修施工など７
科目
②高年齢者(概ね50歳以上)
　(６か月)ビル管理、電気設備管理
　(３か月)施設警備、マンション維持管理 
　(３か月・夜間)ビル設備管理
〔選考日〕  ①、②とも、12月４日(金)
申込みは、11月20日(金)までに、ハローワークか各セン
ター・校へ。教科書代・作業服代等は自己負担。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sisetunai/annai/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4716
■キャリアアップ講習11月受付
スキルアップや資格試験受験対策の
ための短期講習
〔講習内容〕測量士補受験対策(実技)、
第三種電気主任技術者入門等全37
コース    
〔対象〕 現在、主に中小企業で働いて
いる方で、都内に在住または在勤の
方　
〔費用〕 授業料900円～ 6,500円(他に教科書を各自購入)
〔申込み〕11月１日(日) ～ 11月10日(火)に、往復はがき、

HP  、  で、必要事項を記入の上、直接実施校へ。
※期間内必着のこと。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4719

〔申込み条件〕以下の条件を全て満たす方
①中小企業の従業員　②現在の勤務先に６か月以上勤務
③年収(税込み)が800万円以下
④現住所に３か月以上居住
⑤都内に在住または在勤 
⑥住民税を滞納していない
〔融資限度額〕70万円(特例100万円)
特例： 医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費にご利用の場合
〔年利〕固定金利1.8％　※平成27年４月1日現在
〔融資期間〕３年以内(借入額が70万円超の場合、５年以内)
※金融機関の審査によりご希望に沿えない場合もございます。
※個人融資「さわやか」のほか、子育て・介護支援融資「すくすく・
ささえ」もございます。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/
【問合せ先】中央労働金庫　  0120-86-6956
　　　　　産業労働局雇用就業部労働環境課
　　　　　☎03-5320-4653

＊セミナー等の募集は、全て先着順の申込みです。定員に達した場合は、
申込受付を終了いたしますので、あらかじめご了承下さい。
■ワークライフバランス(基礎)研修会
企業の成長を目指すワークライフバランスⅠ　―多

様な価値観とライフスタイルを受容し、育児や介護と仕
事の両立を考える―
〔日時〕 11月11日(水) 14時30分～ 16時30分
〔講師〕 東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフ
バランス推進部 コンサルタント　永池 明日香 氏
〔会場〕 東京都労働相談情報センター　セミナー室
〔定員〕 70名
【申込み先】労働相談情報センター事業普及課
　　　　　☎03-5211-2248
■ワークライフバランス(レベルアップ)研修会
企業の成長を目指すワークライフバランスⅡ

～育児や介護と仕事の両立を考え、柔軟な組織づくりを
目指す！～
〔日時〕 11月19日(木) 14時～ 16時30分
〔講師〕
≪コーディネーター≫
特定社会保険労務士　新田 香織 氏
≪パネリスト≫
• 小菅(株)代表取締役会長　小菅 崇行 氏　
• (株)コスモトレードアンドサービス総務部人事グルー
プ長　重歳 由理子 氏
〔会場〕 東京都労働相談情報センター　セミナー室
〔定員〕 70名
【申込み先】労働相談情報センター事業普及課
　　　　　☎03-5211-2248
詳細は HP  で。→TOKYOはたらくネット
ワークライフバランス研修会のご案内

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/kensyuu/
index.html
■雇用管理改善リーダー育成研修会
ポジティブアクションⅢ「女性の活躍推進に向けて！」　

〔日時〕 11月13日(金) ９時30分～ 15時30分
 　　18日(水) 14時30分～ 16時30分
   25日(水) ９時30分～ 16時30分
〔講師〕 • 特定社会保険労務士　小林 浩志 氏　
 • (株)ザ・アカデミージャパン　窪田 晃和 氏
 • 弁護士　増田 陳彦 氏
　　　 • 麗澤大学経済学部教授　木谷 宏 氏
〔会場〕 労働相談情報センター　セミナー室
〔定員〕 20名
【申込み先】労働相談情報センター事業普及課
　　　　　☎03-5211-2248
詳細は HP  で。→TOKYOはたらくネット
雇用管理改善リーダー育成研修会のご案内

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/seminar/koyou/
index.html

安心の低金利！東京都中小企業従業員融資制度

個人融資「さわやか」のご案内

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/kensyuu/index.html
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/seminar/koyou/index.html
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東京都産業労働局雇用就業部調整課

東京しごとセンターの
セミナー

会場：東京しごとセンター
住所：〒 102-0072
　　　千代田区飯田橋 3-10-3
■34歳以下
①「合同就職面接会」
営業・事務職など15社の採用担当者
と直接面接ができる。学生不可。予
約不要。
〔日時〕  11月６日(金)13時30分～ 16時

30分(受付13時～ 16時)
②「採用される人になる！３日間講座」
企業が求めるのは「一緒に仕事をし
たい人」。仕事の進め方を体感し、
身につける。
〔日時〕  11月10日(火)・12日(木)・16日

(月)　各日10時～ 17時
〔定員〕 各20人
■30歳～ 44歳
③「就活エクスプレス(適職探索コー
ス)」
これから就活を始める方・方向性に
迷いがある方向け。５日間コース。
※募集開始：11月４日(水)

〔日時〕 12月７日(月) ～ 12月11日(金) 
 ９時30分～ 15時30分
〔定員〕25名(面接選考あり)
■30歳～ 54歳
④求職活動支援セミナー「書類選考
突破のポイント」
企業の視点に立った応募書類作成の
ために必要なノウハウを伝える。
〔日時〕 11月12日(木)
 13時30分～ 15時30分
〔定員〕 100人 

東京しごとセンター
多摩のセミナー

東京しごとセンター多摩
住所：〒185-0021国分寺市南町 3-22-10
( 東京都労働相談情報センター国分寺事務所内 )

■29歳以下
⑤「若者・中小企業交流会in東村山」
中小企業の魅力や仕事のやりがいな
どを理解するため人事担当者と交流
を行う。
〔日時〕 11月26日(木)13時～ 16時30分
〔定員〕 50人
〔会場〕 東村山市市民ステーション　 
 サンパルネ

■全年齢
⑥「面接会直前対策セミナー＆面接
会in清瀬」
参加企業10社程度の面接会(複数企
業と面接が可能)と、面接会の直前
対策。
〔日時〕 11月18日(水)　
 セミナー：10時～ 12時
 面接会：13時30分～ 16時30分
　　　　　　  (受付13時～15時30分)
〔定員〕 セミナー：30人
 面接会：予約不要
〔会場〕 清瀬市生涯学習センター
■女性
⑦「女性のための再就職支援セミ
ナー」
自分らしい仕事の選び方、就職活動
の方法を学ぶ。無料託児あり。個別
相談あり。
〔日時〕 12月４日(金)
 セミナー：13時～ 15時30分
 個別相談会：15時30分～ 17時
〔定員〕 セミナー：50人
 個別相談会：10人
〔会場〕 羽村市生涯学習センター
 ゆとろぎ

求職者
対象

求職者
対象

＊初めて東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩をご利用の方は、事前に利用者登録をしていただきます。
＊セミナー等は、原則として先着順の申込みです。(③を除く。)

公正な採用選考のために～
 東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人の適性や能力に基づく公正な採用選考を推
進しています。詳細は、東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト「TOKYOはたらくネット」をご覧下さい。

HP  http://www.tokyoshigoto.jp/　一部のセミナーは、 HP  から申込み可能です。

【申込み先】　ヤングコーナー　①②☎03-5211-2851　
　　　　　　ミドルコーナー　③☎03-3234-1433　④☎03-5211-2803
　　　　　　東京しごとセンター多摩　⑤～⑦☎042-329-4524

　東京都では、学生等と中小企業とが直接交流し、相互理解を深めてもらうため、国内最大級のトレードショー「産
業交流展2015」の開催に合わせ、「東京の中小企業魅力発見ツアー」を実施します。「産業交流展2015」の各出展企業
ブースをツアー形式で訪問し、経営者等と交流するほか、就職活動を始める前に押さえておきたいポイント等が学
べる「特別応援企画」を実施します。ぜひご参加ください。
〔日時〕 11月19日(木)10時～ 16時45分　
※開催時間は各内容により異なります。(詳細は HP  で。)
〔会場〕 東京ビッグサイト　レセプションホールB
(江東区有明3-11-1)
〔対象〕 学生(大学院・大学・高専・専修学校・高等学校等)及び概ね
20歳代の若年者
【申込み先】「東京の中小企業魅力発見ツアー」事務局

HP  http://www.kaisyahakken.metro.tokyo.jp/miryoku/
(事務局の運営は、東京都から㈱アクセスヒューマネクス
トに委託しています。)
【問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課
　　　　　☎03-5320-4628

〇製品等を目の前にし、ビジネスの現場で経営者等から説明が聞けるので、
　企業説明会とは違う臨場感を体験できます。

集合
オリエン
テーション

１社目 ２社目 ３社目 まとめ
アンケート

全体約70分

10時20分から順次スタート(最終回は15時10分スタート)

約15分 約15分 約15分

➡ ➡ ➡ ➡

魅力発見ツアー(ガイダンスツアー)

NEW!! 「東京の中小企業魅力発見ツアー」を開催します！！

＜特別応援企画＞
• 成功するための就職活動の歩き方　基本編 　応用編
• 自分に合ったインターンシップの選び方と活用方法
• 自分と本当に相性の良い会社の見つけ方 

http://www.tokyoshigoto.jp/

