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シンポジウム「経営力アップ↑今こそ正社員化」開催します
職場内障害者サポーター養成講座 受講者募集⽑
東京労働局からのお知らせ
中小企業従業員生活資金融資 利率の引き下げを実施中⽑
都立職業能力開発センター等 ４月入校生募集のお知らせ

TOPICS ２月８日　開催！

東京都では、従業員が生活と仕事を両立しながら、いきいきと働き続けられる職場の実現を目指す中小企業
を応援するため、平成20年度から「ワークライフバランスフェスタ東京」を開催してきました。
第９回目を迎える今年度から、誰もが人生、生活をもっと大切に考えるべきという「ライフ・ワーク・バラン

ス」のメッセージを発信し、働き方の意識や仕事の進め方の改革の社会的機運の醸成を図るため、「ライフ・ワ
ーク・バランスフェスタ東京2017」に名称変更して開催します。また、このたび「平成28年度東京ライフ・ワー
ク・バランス認定企業」13社を決定しましたので、フェスタにおいて認定状を授与します。
働きやすい職場環境づくりに取り組みたい人事労務担当者、管理職、経営者の方、必見のイベントです。ぜひ

ご来場ください。

※詳細は公式 をご覧ください。
http://www.lwb-festa.metro.tokyo.jp/

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課 ☎03-5320-4649

※メインステージの各イベントは事前予約制ですメインステージ

 

 











●日 時 平成29年２月８日(水)10時～17時 ●会 場 東京国際フォーラム ホールＥ

10時15分～11時15分 基調講演「経営戦略としての“働き方の見直し”」
ඉ口 美雄 氏（慶應義塾大学商学部教授）

11時30分～12時45分 東京ライフ・ワーク・バランス認定企業 認定状授与式
授与者 小池 百合子 東京都知事

13時30分～15時00分 パネルディスカッション：「柔軟な働き方で生産性向上
～働きやすい職場づくりと企業成長～」

•パネリスト：織田 浩義 氏（日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 パブリックセクター担当)
高橋 俊介 氏（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授）
武田 かおり 氏（社会保険労務士法人 NSR 社会保険労務士）
岩崎 裕美子 氏（株式会社ランクアップ 代表取締役）

•コーディネーター：馬場 典子 氏（フリーアナウンサー）
15時30分～16時30分 トークセッション「ライフ・ワーク・バランスを実現するために求められる意識改革」

•蟹瀬 誠一 氏（国際ジャーナリスト、明治大学教授）
•林田 香織 氏（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）

▲小池百合子 東京都知事

▲昨年の様子

会場内のその他の催事
東京ライフ・ワーク・バランス認定企業をはじめとした、出展企業・団体に

よるミニセミナー、取組紹介ブースなどをご用意しています。

東京ライフ・ワーク・バランス
認定企業
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取 材 レ ポ ー ト
東京都では、11月17日(木)、日経ホールにて、「ポジティブメンタルヘルスシンポジウ

ム」を開催し、企業の人事労務担当者など413人が参加しました。
最初に、東京大学大学院准教授の島津 明人 氏による基調講演「職場のポジティブメ

ンタルヘルス：健康でいきいきと働ける職場に向けて」が行われました。島津氏は、「こ
れまではメンタルヘルスといえば「不調者をいかに支えるか」「病気にならないためには
どうするか」ということに重点が置かれてきたが、これからは、ワークエンゲイジメン
ト、つまり、多くの人が仕事に誇りを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ていきいきしている、という状態
を目指すことが重要である。そのためには、ジョブ・クラフティング（匠の技）という考え方で、仕事のとらえ方
などを変化させ、工夫によって仕事をやりがいのあるものにすることも大切である」と述べました。
続いて、パネルディスカッションが行われました。特定社会保険労務士・産業カウンセラーの中 めぐみ 氏

がコーディネーターをつとめ、島津 明人 氏、甲南大学経営学部教授 北居 明 氏、日本ビルコン(株)管理部係長
深田 尚弘 氏、(株)マックツイスト取締役・営業部長 奥田 美保 氏がパネリストとして登壇しました。北居氏は、
組織や人のポジティブな側面に焦点を当てて問題解決をはかっていく、AI（アプリシエイティブ・インクワイアリ
ー）という組織活性化の手法について説明しました。深田氏と奥田氏は、企業の取組事例を紹介し、深田氏から
は、異動希望者の本音を聞く取組や、飲食を伴う「ブラザー・シスター制度」の取組などによって、職場環境の改
善を行っていることが紹介されました。奥田氏からは、社員のほぼ全員がクライアント先に常駐するという状況
の中で、現場での孤独感や不安感をやわらげるため、社員と幹部が毎日メールのやりとりを行う「３行日報」とい
う取組を行っていることが報告されました。
続いて、企業から寄せられた質問に対して答える形で、ディスカッションが行われました。
会場では、個別相談会も行われ、産業カウンセラー等の専門家が、企業からの相談に応じていました。

シンポジウムを開催します⽑
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、国（東京労働局）と連携し

て、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・個別相談会
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。

〔対 象〕企業経営者及び人事労務担当者 ※一般の方も参加可能です

シンポジウム 13時30分～16時30分（定員 500人 事前申込制・定員になり次第締切）
❶ 基調講演 泉川 玲香 氏(イケア・ジャパン株式会社 カントリーHRマネージャー）
経営力の強化につながる正社員化の取組について、自社の事例を交えて紹介します。

❷ 企業の事例発表 正社員化に取り組んだ中小企業の経営者が事例を紹介します。
(1) 株式会社亀屋万年堂 代表取締役社長 引地 大介 氏 【小売業】

一定の要件を満たした、意欲と実力を備えた契約社員を積極的に正社員に登用する「正社員登用制度」を実施。
(2) 株式会社浜野製作所 代表取締役CEO 浜野 慶一 氏 【製造業】

若手の育成に力を入れ、非正規労働者の若者も積極的に活用し、経験を積ませて正社員としている。
❸ パネルディスカッション
正社員化したことによる自社の変化やメリット等について議論します。
•コーディネーター：生島 ヒロシ 氏（フリーアナウンサー）
•パネリスト：泉川 玲香 氏、引地 大介 氏、浜野 慶一 氏

個別相談会 13時～17時30分（定員 48名 事前申込制・定員になり次第締切）
社会保険労務士・中小企業診断士・弁護士等による個別相談を行います。

〔申込み〕 にてお申し込みください。
http://www.seikitenkan.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 ☎03-6205-6702



▲泉川 玲香 氏

▲生島 ヒロシ 氏

❷ 企業の事例発表

 

 









【日 時】 平成29年１月17日(火) 13時～17時30分 ※受付12時30分～
【場 所】 有楽町朝日ホール(千代田区有楽町2-5-1)
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高齢者の単身世帯や共働き世帯の増加に伴い、家事援助や子育てサービス分野の拡充が喫緊の課題となる中、そ
の主要な担い手の１つとして、シルバー人材センターの会員の活躍が期待されています。そこで、シルバー人材セ
ンターの行う家事援助・子育て支援について多くの方に知っていただき、活動に参加していただくため、講演会や、
同センターの活動状況の紹介等を行うイベントを開催します。皆様のご参加をお待ちしています。





ー ス のー ス の

日 時 平成29年２月13日(月) 13時～16時30分
場 所 小金井 宮地楽器ホール

（最寄駅：武蔵小金井駅）
対 象 都内在住で、60歳以上の方
講演会 13時～14時30分
◎テーマ：60才からの育自法(自分を育てよう)
◎講 師：藤田 弓子 氏(女優）
◎定 員：500名(要予約）
◎申込み締切：１月25日(水)必着
◎申込み方法：はがき、 また
は で。必要事項を記入の
上、右記の事務局までお申込み
ください。詳細は で。

会場に併設するコーナー(申込み不要）
家事・子育て応援コーナー
シルバー人材センター紹介コーナー
展示・販売コーナー
クイズラリー 体力測定コーナー

【問合せ・講演会の申込み先】
いきいきシルバー 活躍応援フェスタ事務局
住所 渋谷区東3-15-6 百百代ビル２階
☎03-5464-9688 03-6418-0563
https://ikiikisilver.tokyo/

【事業全般の問合せ先】
(公財)東京しごと財団 シルバー人材センター課
☎03-5211-2372▲藤田 弓子 氏

※第２回は、３月12日(日)、江戸東京博物館で開催します。講演会の講師は、落語家の三遊亭好楽氏です。

東京都は、今年度から、企業における自立的な障害者支援を推進するため、企業の人事担当者や、障害者と一緒に
働く職場の社員を対象に、「職場内障害者サポーター養成講座」を開始しました。さらに、講座修了者が「職場内障
害者サポーター」として、職場の障害者を６か月間支援した場合は、奨励金を支給します。今年度の講座も残りわず
かとなりました。ぜひご参加ください。

場内ーー 場内ーー

受講要件
都内に本社または事業所があり、

障害（発達障害・難病含む）のある
社員と同一の事業所に勤務(予定を
含む)していること 等
事業全体の流れ
養成講座の実施

都内企業の人事担当者や、障害
者と一緒に働く社員に対し、障害
者支援のノウハウが学べる養成講
座を実施します。
【第15回】１月11日(水)、18日(水)、

25日(水)
時間はいずれも13時～17時 大手町パソナグループ本部で開催

※申込み受付中。また、第16回、第17回もあります。詳細は以下の をご覧ください。
サポーターへの手厚いフォローアップ

養成講座修了者が「職場内障害者サポーター」として、職場の障害者を支援する６か月の間に、支援員が月１回
程度職場を訪問し、支援状況の確認やアドバイスを行います。また、フォローアップ研修を実施します。

奨励金の支給(中小企業24万円、大企業・特例子会社12万円）
職場内障害者サポーターが、職場の障害者を６か月間支援し、フォローアップ研修を修了した場合、企業に対し

奨励金を支給します。（１事業所につき１年度あたり１回限り。他にも支給要件があります。）
【問合せ先】
(講座について）職場内障害者サポーター運営事務局 ☎03-6734-1096 https://www.shougaisya-support.jp
(奨励金・事業全般について）(公財)東京しごと財団 障害者就業支援課 ☎03-5211-2303





※ 部分は、申請企業が実施

｢職場内障害者サポーター事業｣全体の流れ

•職場内障害者
サポーター
登録
•支援計画作成

奨励金
支 給

職場内障害者サポーター支援員による訪問
支援状況の確認･助言(月１回･計６回程度)

支援計画に基づく支援活動(６か月間)

フォローアップ研修(１日)
養成講座
(３日間)
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東京労働局からのお知らせ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

チェックした？東京都最低賃金はです
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければな

らない賃金の最低額を定めた国の制度です。東京都最
低賃金は、都内で働く全ての労働者のセーフティーネ
ットとして適用され、最低賃金未満の労働契約は無効
となります。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

【問合せ先】東京労働局 賃金課 ☎03-3512-1614

「業務改善助成金」の拡充について
～中小企業・小規模事業者の生産性向上支援に

ぜひご活用ください～

業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資（機
械設備、POSシステム等の導入）などを行い、事業場
内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投
資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
【拡充のポイント】
１) 助成対象事業場

事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場
２) 助成コース（事業場内最低賃金引上げ額）

引上げ額：60円以上、90円以上、120円以上の
３コース

３) 助成率・助成額上限

詳細は以下の をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135277.html

【問合せ先】東京労働局 企画課(助成金担当）
☎03-6893-1100

者支援者支援

〔対象〕雇用保険の受給資格がない求職者等一定の要
件を満たす方 ※詳細は でご確認下さい。

〔訓練科目〕事務・医療事務・介護・IT等約30コース
〔開講日〕平成29年２月８日(水)
〔募集期限〕平成29年１月11日(水)
※原則として、受講料無料です(テキスト代等は自己負担)。
申込み・ご相談は、お住まいの住所を管轄するハロ

ーワークの訓練担当窓口まで。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_
tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html

【問合せ先】都内各ハローワーク
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/

休暇取得に向けた環境づくりを行い、
年次有給休暇の取得率向上を実現しましょう
年次有給休暇の取得促進に向けて、労使が協力して

取り組むことが必要です。
働き方・休み方を変える第一歩として、労使協調のも

と、土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせる《プラス
ワン休暇》で、年末年始の連続休暇を実施しましょう。
また、年次有給休暇の《計画的付与制度》は、付与日

数のうち５日を除いた残りの日数について、労使協定
を結ぶことにより、計画的に年次有給休暇取得日を割
り振ることができる制度です。事業主は労務管理がし
やすく計画的な業務運営ができ、従業員はためらいを
感じずに年次有給休暇を取得することができます。
【問合せ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課

☎03-6867-0211
詳細は厚生労働省 で。

http: //www. mhlw. go. jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster11-00.pdf

引上げ額 助 成 率 助成上限
60円以上 1/ 2 (労働者30人以下 3/4) 100万円
90円以上 7/10(労働者30人以下 3/4)※ 150万円
120円以上 7/10(労働者30人以下 3/4)※ 200万円

（※：一定条件で上乗せあり)

中小企業等で働く方の生活の安定を図るため、特
別対策として生活資金融資の融資利率を期間限定で
0.2％引き下げています。（平成29年３月31日まで）
ぜひご利用ください。

※返済期間・方法等詳細はお問い合わせください。
※審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。
詳細は で。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/
yushi/index.html

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課
☎03-5320-4653(個人融資、子育て･介護支援融資)
☎03-5320-4654(家内労働者融資）

個人融資 家内労働者融資 子育て・介護支援融資

対 象

※右記以外
にも条件
あり。

中小企業
従業員

専業的
家内労働者

次のいずれかに該当する
中小企業従業員
①子育て期間中
②育児・介護休業中
③要介護認定又は要支援
認定を受けた三親等以
内の親族がいる。

資金使途 生活資金
一般生活資
金、作業場
の改善等の
資金

子育て・介護に必要な費
用又は育児・介護休業中
の生活費

融 資
限 度 額

70万円
※特例あり

70万円
※特例あり 100万円

融資利率 1.8％ 1.6％ 1.5％ 1.3％

 東京都中小企業従業員生資金融資 利率の引下げを実施中
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東京都では、都立職業能力開発センター等において、

求職中の方や新たに職業に就こうとしている方等を対象
に、就職に向けて、職業に必要な知識・技能を習得して
いただくための職業訓練を実施しています。
このたび、４月入校生の募集を以下のとおり行います

のでお知らせします。

■都立職業能力開発センターで実施する訓練
都内12か所の職業能力開発セ

ンター・校で行う職業訓練です。
〔募集科目〕機械、建築、造園、

電気、情報、印刷、
塗装、介護、ファッ
ション等、様々な分
野の訓練科目を設けています。

〔訓練期間〕①普通課程：２年または１年
②短期課程：１年以下(６か月、３か月など）

〔申込み〕１月10日(火)～２月３日(金)に、住所地を管轄
するハローワークか各職業能力開発センター・
校へ。見学可。

〔選考〕２月14日(火)～16日(木)
〔授業料〕①授業料年額118,800円、入校選考料1,700円。

②授業料、入校選考料無料。
※教科書・作業服代は自己負担。

【問合せ先】雇用就業部 能力開発課 ☎03-5320-4716

■民間の教育機関に委託して実施する訓練
〔募集科目〕①介護福祉士養成科（17校で実施）

②保育士養成科（８校）
③義肢装具科（啓成会高等職業技術専門校）
④医療事務科（４校） ほか９科目

〔訓練期間〕①②２年、③１年、④６か月（科目・実施施
設により開始日等は異なります）

〔申込み〕１月４日(水)～２月１日(水)に住所を管轄する
ハローワークへ。見学可。

〔選考〕２月14日(火)～16日(木)
〔授業料〕無料。教科書代等は自己負担。
【問合せ先】雇用就業部 能力開発課 ☎03-5320-4807

■東京障害者職業能力開発校で実施する訓練
障害者のための職業訓練を実施しています。

〔募集系・訓練期間〕
①就業支援系：３か月（精神・発達・身体障害）
②職域開発系：６か月（精神・発達障害）
③OA実務系：１年（視覚障害）
④情報系、グラフィック系、ビジネス系、医療事務系、
CAD系、ものづくり系：１年（身体障害）

〔申込み〕１月10日(火)～２月３日(金)に住所地を管轄す
るハローワークへ。見学可。

〔選考〕①②２月15日(水) ③④２月14日(火)
〔授業料〕無料。教科書は貸与されます。作業服代等は自

己負担。
【問合せ先】東京障害者職業能力開発校 ☎042-341-1427

※この他にも様々な職業訓練を実施しています。
詳細は、「TOKYOはたらくネット」（ http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/）をご覧ください。
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11月11日(金)、東京都優
秀技能者等表彰式が行われ
ました。「東京都優秀技能
者（東京マイスター）」とは、
極めて優れた技能を持ち、
他の技能者の模範者と都知
事に認定された方で、今年
度も40名が受賞しました。また、技能者育成・技能継承
において成果を上げた中小企業に対し、都知事が表彰す
る「東京都中小企業技能人材育成大賞」は、(株)飯山特
殊硝子（大田区）が大賞を受賞したほか、２社が優秀賞、
２社が奨励賞を受賞しました。このほか、優良認定職業
訓練実施団体、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等、本表彰式で合計146人・６団
体・企業が表彰されました。

業生の業生の
を催を催

都立職業能力開発センター・校、認定職業訓練校の生
徒作品と技能士会の作品を展示する「職業訓練校生徒作
品展ʼ17＆匠の技展」を開催します。作品の販売等も実
施します。是非ご来場下さい。
〔日時〕１月11日(水)・12日(木)

10時～18時（12日は16時まで）
〔場所〕新宿駅西口広場イベントコーナー
【問合せ先】東京都職業能力開発協会

☎03-5211-2352

▲カレンダー ▲ゲーム機 ▲木工製品

(昨年の様子）



東京都産業労働局雇用就業部 とうきょうの労働 平成28年(2016年)12月22日 第1332号

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｣をご覧ください。

＊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、利用者登録をしていただきます。
＊セミナー等の募集は、原則として、先着順での受付となります（「就活エクスプレス」「女性再就職サポートプログラム」を除く）。
※一部のセミナーは から申し込み可能です。 http://tokyoshigoto.jp/
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◆東京しごとセンター（千代田区飯田橋3-10-3）のセミナー
対象 講習・セミナー名 内 容 日 時 会 場 定 員 申 込 先

34
歳
以
下

採用される人になる⽑
３日間

企業が求める人材像を意識
しながら仕事の進め方を体
感し身に着ける。
※募集開始：１月４日(水)

１月24日(火)、27日(金)、
31日(火)

10時～17時

東京しごと
センター

各日20人 ヤングコーナー
☎03-5211-2851

30
～
44
歳

就活エクスプレス
(面接突破コース)

面接対応力を強化したい
方・活動を振返りたい方向
け。５日間コース。
※募集期限：１月13日(金)

１月17日(火)～
１月23日(月)

９時30分～15時30分

25人
(面接選考
あり)

ミドルコーナー
☎03-3234-1433

55
歳
以
上

就業支援総合セミナー
「定年退職後の働き方
を考える」

年金・健康・就労の総合的
な視点を持ったライフプラ
ン作りを学ぶ。

２月４日(土)
11時～17時

80人 シニアコーナー
☎03-5211-2335

25
歳
～
54
歳

の
女
性

女性再就職サポート
プログラム地域型 in
中野

家庭と両立して働くために
必要な準備やビジネスマナ
ー、PCスキル等を学ぶ。
※募集開始：１月12日(木)

２月21日(火)、22日(水)、
23日(木)、24日(金)、
27日(月)

10時～16時

中野区産業
振興センター､
中野サンプラザ

25人
(面接選考
あり)

女性しごと
応援テラス
☎03-5211-2855

再
就
職
を
希
望

す
る
女
性

女性再就職支援セミ
ナー in 中野

女性の就職活動に必要なノ
ウハウ等を学ぶ。希望者
（先着10名）には個別相談
も有り。

１月26日(木)
10時～12時

中野区産業
振興センター

50人

◆東京しごとセンター多摩（国分寺市南町3-22-10）のセミナー
対象 講習・セミナー名 内 容 日 時 会 場 定 員 申 込 先
29
歳
以
下

若者と企業の交流会
in 国立

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。

１月20日(金)
セミナー:12時30分～13時30分
交 流 会:13時30分～16時30分

コミュニティ･
スペース旭通
り

50人 ☎042-329-4524

全
年
齢

就職面接会 in 東村
山市

参加予定企業10社程度。当
日は複数の企業と面接が可
能。

１月17日(火)
13時～16時
(受付時間：12時30分～15時)

東村山市市民
ステーション
サンパルネ

予約不要

女

性

女性のための再就職
支援セミナー＆個別
相談会 in 武蔵野

仕事の選び方、成果を出す
就職活動の方法を学ぶ。無
料託児有り（要事前申込み）

１月25日(水)
セミナー:13時～15時30分
相 談 会:15時30分～17時

武蔵野商工会
館

セミナー:50人
相 談 会:10人




 ー 相談ンター ー 相談ンター

〔テーマ〕労働者向けセミナーⅡ「基礎からじっくり学びたい 働く人のための企業分析ＡＢＣ」
〔日時〕１月18日(水)、１月19日(木) 18時30分～20時30分
〔講師〕明治大学教授 山口 不二夫 氏 〔会場〕国分寺労政会館４階第５会議室
〔対象〕働いている方、テーマに関心のある方 〔定員〕100名 〔共催〕国分寺市
【申込み先】労働相談情報センター 国分寺事務所 ☎042-323-8511
詳細は で。TOKYOはたらくネット 労働セミナーご案内 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu




  ンター  ンター

スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習です。主に平日の夜間、土日祝日の昼間に行います。
〔講習内容〕３次元CAD/CAE(SolidWorks）【基礎】、第二種電気工事士(実技)【基礎】、Visual C#によるプログラミ
ングの全３コース(予定)
〔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
〔実施場所〕各職業能力開発センター・校 〔費用〕授業料 6,500円(他に教科書を各自購入)
〔申込み〕１月１日(日)～10日(火)に、往復はがき、 、 で、必要事項を記入の上、直接、講習を実施する職業能
力開発センター・校へお申込みください。 ※期間内必着のこと。

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


