
都内７金融機関と「東京における働き方改革の推進等」に 
関する連携協定を締結しました！！！

　東京都は、働き方改革の推進など東京の課題解決に向けて、都内金融機関と連携・協力し、普及促進などの取組を実施
することとしました。 この度、「東京における働き方改革の推進等」に関する連携協定を平成 30 年 10 月 23 日に都内
７金融機関と締結しました。
　締結式では、小池知事が「働き方改革は、人材確保の一つの大きなメルクマールになっており、生産性の向上に資するもの。
時間と場所にとらわれずに働くことができるテレワークなど、ぜひ金融機関で導入していただいて、働き方改革の先鞭を
つけていただきたい。しっかりと連携を取り、より東京都が大都市として、そして都民にとっても住みやすい、働きやすい、
子育てをしやすい、介護をしやすい、そういう東京に共にして参りたい。」と挨拶しました。これを受け、金融機関を代表し、
東京きらぼしフィナンシャルグループの味岡桂三社長は、「『働き方改革』は、企業にとっては『経営改革』、企業で働く人々
にとっては『生活改革』と捉えている。金融機関は多くの企業と接点を持っており、『働き方改革』を推進していく上で重
要な役割を果たしていくことが期待されている。金融機関自身も『働き方改革』を積極的に進めていく必要がある。今後は、
企業の働き方改革をサポートしていく役割もしっかり果たして参りたい。」と挨拶しました。

協定の目的（事項名） 協定締結後の具体的な取組実施案

（１） 連携又は共催による事業（セミナー・
見学会等）の実施

○働き方改革推進等に関するセミナー
　協定締結記念セミナー（11 月 27 日）開催
○顧客向け東京テレワーク推進センターの見学会の実施

（２） 優良な取組事例や企業の情報につい
て相互共有・紹介 ○テレワークや女性活躍等に取り組む企業・優良事例の相互紹介

（３） 各金融機関における、顧客に対する
都施策の紹介及び顧客ニーズの都
への提供

○各金融機関の窓口におけるチラシ等の配付・配架、顧客向けのメルマガの配信など
○各金融機関の営業行員における都の施策紹介
○都と各金融機関との意見交換会の実施
　・日本政策金融公庫のコミュニティサイトで連絡掲示板を設置

（４） 上記（１）から（３）を推進するた
めの職員相互の交流や各金融機関
における自らの取組推進等

○営業職員向け施策説明会やテレワーク推進センターの見学会の実施

▲連携協定書を手に記念撮影
（左から）
（株）日本政策金融公庫
専務取締役
企画管理本部長
浜辺 哲也

（株）東日本銀行
代表取締役頭取
大神田 智男

（株）きらぼし銀行
取締役頭取
渡邊 壽信

（株）東京きらぼし
フィナンシャルグループ
代表取締役社長
味岡 桂三

東京都知事
小池 百合子

（株）東京スター銀行
取締役会長
江 丙坤

（株）東京スター銀行
取締役兼
代表執行役頭取
佐藤 誠治

（一社）東京都
信用金庫協会
会長
澁谷 哲一

（一社）東京都
信用組合協会
会長
安田 眞次

★連携協定詳細については、「TOKYOはたらくネット」
⇒　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/plan/renkei_kyotei/kinyu.html
� 【問合せ先】産業労働局雇用就業部労働環境課　☎03-5320-4657
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◆ 11 月はテレワーク月間です！～東京テレワーク推進センター等のご案内～◆

　「テレワーク」とは、ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。
　東京都はテレワークの普及を推進し、企業における優秀な人材の確保や生産性の向上を支援するため、国と連携して「東
京テレワーク推進センター」を運営しております。お気軽にご活用ください。

＜東京テレワーク推進センターでできる３つのこと＞

01
テレワーク機器の

体験

テレワーク導入の目的や企業課題に合わせて、機器やサービスを体
験できます。先進技術を利用したテレワークツールも体験できます。

〈テレワーク体験ツアー〉
また、テレワーク活用のメリットやシーン紹介、情報共有・会議・
勤怠管理等に役立つシステムを比較体験できるツアーを毎日開
催しています。

02
テレワークに関する

情報収集

最新のテレワーク関連書籍や制度改訂についての情報、テレワー
ク導入の際に利用できる東京都や国の助成金・コンサルティン
グ等の支援制度など、テレワーク導入の進捗状況に応じた最適
な情報を収集できます。
また、テレワーク実践企業の事例を動画等でも紹介しています。

03
テレワークに関する

相談

受付時にコンシェルジュがテレワーク導入の状況や課題を伺い、
その状況に応じて製品やサービス、事例の紹介、資料の提供を
行います。
また、テレワークを活用した人材確保のアドバイスをはじめ、
システムや制度の整備、社員教育等、各種相談いただけます。

＜展示されている先進機器（一部抜粋）＞

Sota
カメラ・マイク・スピーカ
を搭載し、遠隔操作や外部
機器との連携が可能なコ
ミュニケ―ションロボット

スマートグラスクラウド
作業現場と熟練者がいる本
部を映像コミュニケーショ
ンでつなぎ、フィールドワー
クを支援するメガネ型ウェ
アラブルデバイス

Kubi
上下左右に自在に稼働し、
通話相手がまるで目の前に
いるかのように操作できる
タブレットスタンド型ロ
ボット

CISCO�Webex�Board
ワイヤレスプレゼンテー
ション機能、ホワイトボー
ド機能、ビデオ／音声会議
機能などを搭載した一体型
テレワークツール

東京テレワーク推進センター
〒 112-0004 東京都文京区後楽二丁目 3 番 28 号 K.I.S 飯田橋ビル 6 階
TEL：03-3868-0708
営業時間：平日 9 時～ 17 時（国民の祝日、年末年始を除く）

最寄駅 
飯田橋駅

都営大江戸線「C3 出口」より 徒歩 2 分
JR 中央総武線「東口」より 徒歩 4 分
東京メトロ東西線「A1 出口」より 徒歩 4 分

Web https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
madoguchi/terework-center/

ACCESS�MAP
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＜テレワークに関する各種セミナー等の開催予定（12月）＞
（１）テレワーク＆働き方改革最新情報セミナー【開催場所：東京テレワーク推進センター】

12 月は、来年度の法改正に伴う働き方改革・テレワークの扱いや、テレワークによる多様な人材活用の広がり、テレワー
ク導入による懸念として挙げられるコミュニケーションのポイント等をご紹介します。また、各セミナー後半では、テレワー
ク導入時に活用できる東京都や国の助成金、無料のコンサルティング支援などについてご案内します。

開催日時 定員 開催内容 講師

12 月 6 日（木）
14:00 ～ 16:00

50 名
働き方改革関連法の施行目前！
法改正の概要とテレワーク活用のポイ
ントとは

特定社会保険労務士　片岡 正美氏
（一社）日本テレワーク協会 主席研究員　中本 英樹氏

12 月 11 日（火）
14:00 ～ 16:00

30 名
育児・介護・闘病などライフステージ
を乗り切るテレワーク活用整備

株式会社ルシーダ代表取締役　椎葉 怜子氏
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
人事部ディレクター　川島 けい氏

12 月 12 日（水）
14:00 ～ 16:00

30 名
「心を動かす」共創マネジメントデザイン
～多様性を力にし、男⼥共創企業とな
るヒント～

（一社）ウーマンイノベーション代表理事／
HAPPY WOMAN 株式会社代表取締役　小川 孔一氏

12 月 18 日（火）
14:00 ～ 16:00

30 名
組織を動かす働き方改革～テレワーク
推進に向け管理職がなすべきこと～

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
経営企画部人事グループマネジャー　立花 則子氏

＜お申込み・詳細＞
※事前申込制・先着順
https://tokyo-telework.jp/seminar/
tw_seminar/

（２）テレワーク体験型セミナー【開催場所：都内各地】

最新の PC を 1 人 1 台利用しながら、テレワーク勤務の１日を疑似体験できる“体
験型”のセミナーです。講義と体験の相乗効果により、テレワーク導入後のイメー
ジを掴むことができるプログラムとなっています。

（各回定員 20 名）

開催日時 開催場所

12 月 4 日（火）
14:00 ～ 16:00

株式会社 Phone Appli
（港区虎ノ門４- ３-13　ヒューリック神谷町ビル８F）

12 月 19 日（水）
14:00 ～ 16:00

Creative Lounge MOV
（渋谷区渋谷 2-21-1　渋谷ヒカリエ８F）

＜お申込み・詳細＞　※事前申込制・先着順　https://tokyo-telework.jp/seminar/taiken_seminar/

※１月以降の各種セミナーの実施予定は、詳細が決まり次第、Web サイトに掲載していきます。

テレワークや働き方改革に関連する
お役立ち情報を発信しています。
フォローといいね！をお願いします！ https://www.facebook.

com/tokyotelework/
https://twitter.com/
tokyotelework/

▲（１） テレワーク＆働き方改革最新情報セミナーの様子

▲（２） テレワーク体験型セミナーの様子



東京都産業労働局雇用就業部� とうきょうの労働　　平成30年（2018年）11月22日　第1355号
4

東京働き方改革推進支援センターを活用しませんか？
『働き方改革』に取り組む中小企業・小規模事業者の皆さまを支援します！

　「東京働き方改革推進支援センター※」では、働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや
賃金制度の見直し、就業規則の作成方法、労働関係助成金の活用など、『働き方改革』『賃金引上げ』に関連する様々
なご相談に対応します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※東京労働局委託事業：公益社団法人東京労働基準協会連合会（東基連）受託 

◆ 求職者支援訓練１月開講コースのご案内 ◆
〔対象〕�雇用保険受給資格がない求職者等一定の要件を満たす方  

※詳細はＨＰでご確認ください。
〔訓練科目〕事務・医療事務・介護・ＩＴ等約 30 コース
〔開講日〕平成 31 年 1 月 25 日（金）
〔募集期限〕平成 30 年 12 月 20 日（木）
〔受講料〕無料（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。
　　　�https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/
shienkunren.html

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

　　　　東京労働局からのお知らせ　　　　　　　　　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

ジョブ・カード制作総合サイト 検 索

～ ジョブ・カードを活用しましょう！～～ジョブ・カードを活用しましょう！～

地域の商工会議所・商工会等

ジョブ・カード制作総合サイト 検 索

東京働き方改革推進支援センター

都内の中小企業等

商工会議所・商工会、中央会等で、セミナーの開催や出張相談会を実施

ご希望に応じて、労務管理・企業経営等の専門家が
企業への個別訪問によリコンサルティングを実施
（就業規則や賃金制度等の見直し、労働時間短縮、 

賃金引上げ　など）

電話・メール、来所による相談
（労働時間変更、賃金制度等に関する一般的な質問）
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都立職業能力開発センターからのお知らせ

■ 職業能力開発センター  
 平成 31 年２月入校生募集 ■

①住宅内外装仕上科（６か月）、②エンジニア基礎養成
科（４か月）、③電気制御基礎養成科（４か月）、④ジョ
ブセレクト科（２か月）
〔対象〕 ①一般求職者、転職希望者。  

②③④30歳未満で、就業経験がない、又は少ない方。
〔�実施校〕①②城東職業能力開発センター、③多摩職業能

力開発センター、④城東及び多摩職業能力開発センター
〔定員〕①②③各10名、④5名　〔選考日〕1月16日（水）
〔�申込み〕①②③ 12 月 4 日（火）～ 1 月 8 日（火）

に住所地を管轄するハローワーク又は各職業能力開発
センター・校へ。④12 月 17 日（月）～ 1 月 11 日（金） 
に城東又は多摩職業能力開発センターへ。
〔費用〕教科書・作業服代等は自己負担。
　　　�https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

kyushokusha-kunren/school/annai/
【問合せ先】
城東職業能力開発センター　☎03-3605-6140
多摩職業能力開発センター　☎042-500-8700

◆ キャリアアップ講習 12 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～

※主に平日夜間や休日に実施します。

スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習。
〔内　　容〕�二級建築士（学科・計画）受験対策、Mac

による InDesign（基礎）、販売戦略のた
めのホームページ作成等 30 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

〔費　　用〕�授業料 1,100 円～ 6,500 円  
（他に教科書を各自購入）

〔申込期間〕�１2 月 1 日（土）～ 10 日（月）  
※期間内必着のこと。  
　申込みは、往復はがき、HP、FAX で、
必要事項を記入の上、直接実施校へ。  
　　　�http://www.hataraku.metro.

tokyo.jp/zaishokusha-kunren/
carr_up/

【問合せ先】�産業労働局�雇用就業部�能力開発課� �
☎ 03-5320-4719

労働相談情報センターからのお知らせ
★�労働者向けセミナー�★
「労働条件をめぐるトラブルへの対応～不利益変更など、もしもの時の対処法～」
〔日時〕12 月 5 日（水）、11 日（火）　18 時 30 分～ 20 時 30 分
〔会場〕東京都国分寺労政会館４階 第５会議室
〔講師〕弁護士　園部 洋士 氏　　　〔定員〕100 名
詳細は、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/
【申込み・問合せ先】労働相談情報センター国分寺事務所　☎042（323）8511

★�雇用環境整備推進研修会�★　～中小企業の経営者、人事労務担当者向け～
≪12月の研修会のご案内≫【受講料無料！】
　■育児と仕事の両立研修会
　　「男性も育児参加できる柔軟な職場の作り方～求められる支援と生産性向上のマネジメント～」
　　〔日時〕平成 30 年 12 月６日（木）14 時～ 16 時　　　〔会場〕リロの会議室飯田橋 会議室 A
　　〔講師〕㈱小林労務代表取締役社長 特定社会保険労務士　上村 美由紀 氏
　■介護と仕事の両立研修会
　　「目指せ！介護離職ゼロ～優秀な人材の確保により会社を強くする～」
　　〔日時〕平成 30 年 12 月 10 日（月）14 時～ 17 時　　　〔会場〕TKP 新橋汐留ビジネスセンターホール 401
　　〔講師〕社会保険労務士法人グラース代表 特定社会保険労務士　新田 香織 氏
　　※本研修会には、講義のほか、研修テーマについての意見交換会が含まれます。
　■働き方の見直し研修会
　　「働き方改革の意識が根づく会社の仕組みづくり～長時間労働の抑制と休暇取得促進に向けて～」
　　〔日時〕平成 30 年 12 月 14 日（金）14 時～ 16 時　　　〔会場〕東京テレワーク推進センター
　　〔講師〕鳥飼総合法律事務所 弁護士　川久保 皆実 氏

★申込み・詳細は、　　　https://www.tokyo-koyoukensyu.jp/
【問合せ先】労働相談情報センター�事業普及課�企業支援担当　☎03（5211）2248
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しごとを探している方のためのセミナー （公財）東京しごと財団
※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」、「東京しごと塾」を除く）。
※一部のセミナーはＨＰから申し込み可能です。（　　　https://www.tokyoshigoto.jp/）

◆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

29 歳
以下

就活予備校　
就よび！（10 期生）

同期生が互いに協力し早期就職
を目指す、グループワークと個
別カウンセリングがセットになっ
たプログラム。

12 月 11 日（火）
～ 1 月 25 日（金）
毎週火・金（全 12 回）
10 時～ 13 時

東京
しごとセンター

10 人
ヤング
コーナー
☎ 03-5211
-2862

34 歳
以下

第７回
とうきょう
JOBフェスタ

交流会の準備セミナーと企業の
採用担当者との交流会がセット
になったイベント。

12 月 17 日（月）
12 時～ 17 時
＊ 参加者募集開始は  

11 月30 日（金）～
40 人

ヤング
コーナー
☎ 03-5211
-6351

特別イベント
毎日が楽しくなる、
文房具と人、そして
仕事

ヤング層に馴染み深いと考えら
れる文房具のお話をしてもらう
ことで、就活に前向きになる。

12 月 21 日（金）
13時30分～15時30分
＊ 参加者募集開始は  

11 月15 日（木）～
100 人

30 ～
44 歳
以下

就活エクスプレス
（適職探索コース）

就活スキルを身につけ、早期に
正社員就職を目指す 5 日間の
短期集中プログラム。（キャリア
の方向性を考えたい方向け）

1 月 7 日（月）
～ 1 月 11 日（金）
9 時 30 分
～ 15 時 30 分

25 人
（選考あり）

ミドル
コーナー
☎ 03-3239
-3821

東京しごと塾
職務実習や求人企業とのマッチ
ングによる正社員就職及び採用
後の定着支援。

2 月 4 日（月）
～ 3 月 28 日（木）
9 時 30 分
～ 16 時 30 分

西新宿ビル 4 階
（ 新 宿 区 西 新 宿
7-7-29）

20 人
（選考あり）

東京しごと塾
事務局
☎ 03-3221
-5871

◆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
with たましん

（府中会場）

1 日でセミナーから 異なる４業
種のシゴトを体験できます！不安
を解消し、自分に合う仕事を見
つけるチャンスです！

12 月 4 日（火）
10 時～ 16 時

多摩信用金庫
府中支店
セミナールーム

30 人 ☎ 042-329
-4510

全年齢 就職面接会
in 武蔵野

参加予定企業 10 社程度。当
日は複数の企業と面接が可能。
※希望者は託児あり（要予約）

12 月 7 日（金）
13 時～ 16 時

（受付時間
12時30分～15時）

武蔵野
スイングホール

予約不要
（託児のみ
要予約） ☎ 042-329

-4524

⼥性
⼥性のための
再就職支援セミナー
in 小金井

はたらくための準備セミナー～
ライフとキャリア（仕事）を考
えよう

12 月 6 日（木）
13 時～15 時30 分

小金井市
前原暫定集会施設 50 人

職業能力開発センター等非常勤講師募集！！！
〔募集科目〕�自動車、電気、溶接、障害者向け訓練、測量設計、設備保全、若年者向け訓練、Ｗｅｂ設計、介護、造園、 

グラフィック印刷、ビルクリーニング、エンジニア養成
〔募集要件〕科目関連の指導員免許を持つ方か同程度に知識経験の豊富な方　※資格等が必要な科目あり
〔選考日〕12 月中旬
〔選考人数〕20 名程度
〔選考方法〕面接・能力実証等
〔任用期間〕平成 31 年１月１日～ 3 月 31 日
〔勤務地〕各職業能力開発センター等のうち該当する所
〔申込期間〕12 月 3 日（月）～ 10 日（月）
　※ 申込みは、所定の申込書兼履歴書（各職業能力開発センター等か HP で入手）を各

職業能力開発センター等へ持参してください。
詳細は、HP「TOKYO はたらくネット」で。　　　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/topic/kousi/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部調整課�☎ 03-5320-4702

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。　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/kosei/


