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ものづくり・匠の技の祭典２０２０の開催

視聴

無料

～匠の技をオンラインで楽しもう～

東京都は、伝統的な匠の技やものづくりの技能・技術の魅力を発信する「ものづくり・匠の技の祭典」を毎年開催して
います。今年度は、オンライン上に舞台を移し、東京の優れた「匠」の実演や作品を、楽しみながらご視聴いただけるよ
う番組形式で配信します。
また、祭典ホームページでは、普段は見られない繊細な技術や独自の技を動画を交えてご紹介します。ぜひご覧ください。

開催概要
◆日 時 ：11月３日(火曜日・祝日)・４日(水曜日) 午前10時から午後５時まで
◆内 容 ：•匠の技の実演ステージ・作品紹介(ライブ配信）
•視聴者に抽選で匠の製品や体験キットなどをプレゼント
•全国の匠の技の紹介 等
祭典

はこちら →

https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/

オンラインイベントの見どころ
元K-1世界チャンピオンの魔裟斗さんが祭典サポーターに就任⽑
11月３日(火) 10：10～「氷彫刻」

11月４日(水) 14：25～「日本庭園づくり」
に挑戦します⽑
＜その他の見どころ＞

◆ ステージでは、工芸高校生による体験もあります。
◆ ステージの合間に匠の作品紹介などを配信します⽑

視 聴 者
プレゼント

▲氷彫刻実演

▲祭典サポーター魔裟斗さん

匠の技を駆使した製品や自宅で楽しめる体験キットなど、
祭典当日に応募できる素敵なプレゼントもご用意しております⽑

▲折りたたみ椅子

▲体験キット
(組子コースター)

ものづくり・匠の技の祭典2020ホームページのご紹介
★祭典ホームページには、オンラインイベントのほか、多様な技能・技術に触れることができるコンテンツが盛りだ
くさんです。（東京の匠の技の特徴や職人のこだわりなどを動画も交えて紹介、東京の伝統工芸、全国ものづくり・
伝統工芸の紹介など）
★イベント終了後も、アーカイブ映像や動画が楽しめます。
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)4715
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東京都産業労働局雇用就業部

非正規労働に関するセミナー＆相談会、電話特別相談を実施します⽒
～11月は東京都の「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です⽑～

令和２年４月１日から、パートタイム・有期雇用労働法(※)、改正労働者派遣法の施行に伴い、正規労働者と非正規労働者の
間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」が導入されました。
一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大は、労働環境や非正規労働者の雇用に重大な影響を及ぼしています。
東京都労働相談情報センターでは、月間事業として非正規労働に関する「セミナー＆相談会」と「電話特別相談」を東京労
働局など関係機関と連携して、以下のとおり、集中的に実施します。ぜひご利用ください。
(※)中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和３年４月１日

★電話特別相談…職場のさまざまな疑問や悩みについて、ご相談に応じます⽑(相談無料・秘密厳守)
【日時】11月11日(水）・12日(木) ９時～17時

＜東京都ろうどう110番

0570-00-6110＞

★セミナー＆相談会…労働法や社会保険制度などについて専門家が解説します⽑(無料・秘密厳守)
先着順予約受付。（１日ごとにお申込みいただけます）

※１ 関心のある方はどなたでもお申込みいただけます。
※２ 手話通訳あり(各会場)【事前申込制】。申込締切日は申込先の各事務所までお問合せください。
※３ セミナーと手話通訳は、ホームページまたは右のQRコードからお申込みいただけます。

TOKYOはたらくネット https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/menu/

※４ 都の「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」に基づき、感染症防止対策を講じたうえで実施します。
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16：00 千代田区
飯田橋
17：00 3-10-3
～

弁護士
非正規労働の雇用管理の見直し
•就業規則等の規定整備
•パート・有期法対応の実務ポイント
11月30日(月) 千葉 博 氏
14：00～16：00
•派遣労働法対応の実務ポイント
•新型コロナウイルス感染症に関する非正規
労働者の雇用管理の留意点

江東区亀戸
2-19-1
16：00 カメリア
17：00 プラザ5階

45
名

～
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11月26日(木)
14：00～16：00

16：00 江東区亀戸
17：00 文化センター
第1･第2研修室
～

使

パートタイム･有期雇用労働法への対応
ドリームサポート
(同一労働同一賃金をめぐる最近の動向、パー 11月24日(火) 社会保険労務士法
｢同一労働同一賃金」 トタイム・有期雇用労働法のポイント、ワー 13：30～15：30 人 取締役
の実務
特定社会保険労務士･
クシートの作成手順）
～ワークシートの作
産業カウンセラー･
基本給・改正労働者派遣法への対応
成・分析など～～
11月26日(木) キャリアカウンセラー
(基本給の点検・検討のポイント、改正労働者
13：30～15：30
派遣法のポイント、ワークシートの作成）
大野 ゆかり 氏

非正規労働に関する
雇用管理のポイント

16：00 池袋事務所
3階
セミナー室

豊島区東池袋
11月19日(木) 大西 綾子 氏 15：00

改正労働者派遣法の概要
•同一労働同一賃金の基本的な考え方とは
11月13日(金)
•改正労働者派遣法の概要（「派遣先均等・均
14：00～16：00
衡方式」と「労使協定方式」の比較等）
派遣元・派遣先事業主の
社会保険労務士
ための「同一労働同一賃 •法改正へ対応するために必要な手続きの概要
金」対応実務
実務上のチェックポイント(具体的事例解説等)
中宮 伸二郎 氏
～2021年度に向けて～
•2021年度の労使協定締結に向けてのポイント解説
11月17日(火)
•その他の実務上のチェックポイント
14：00～16：00
•緊急事態下における労務管理の注意点(休
業時の対応や雇い止め、テレワーク等)

同一労働同一賃金の解説
•同一労働同一賃金の考え方と法的留意点
•判例解説
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名

八王子
事務所

～

パートタイマーと労働保険･社会保険、税金
～各種保険制度・税金のポイント～

八王子市
15：30 明神町
3-5-1
16：30

～

パートタイマーで働く人のための法律
～就職から労働契約の更新･終了まで～

八王子労政
16：30 会館2階
第1会議室

～

者

パートタイマーの日頃の
疑問に答えます⽑
～法律から労働保険・
社会保険、税金まで～

11月12日(木)
13：00～15：00

申込先

15：30

～

働

パートタイム労働のための法律の基礎知識
•労働法の基礎知識
知っておきたい パート •よくあるトラブル事例と対処法
タイム労働の基礎知識 •最近の法改正のポイント
～労働法･社会保険･税 パートタイム労働のための社会保険・労働保
金･最近の法改正のポ 険・税金の基礎知識
イント～
•社会保険・労働保険の基礎知識
•税金と扶養控除のポイント解説
•これからのパートタイムでの働き方とは

会 場

～

労

労働法の基礎知識
•パートタイム･有期雇用労働法で、何が変わったか？
11月６日(金)
•働くときの労働条件の確認方法
労働法･社会保険･税金 •有期労働契約の更新･無期転換､労働契約の終了 13：30～15：30
のしくみを学ぶ⽑
•新型コロナウイルス感染症に関する取扱い
社会保険労務士
パート・契約社員で働
社会保険、税金の基礎知識
くときの基礎知識
横山 玲子 氏
～新型コロナ関連やダ •年収は壁ですか？
11月20日(金)
•各保険の給付と知っておきたい制度
ブルワークも含めて～
•出産･育児、介護と仕事の両立を支援する社会保険の制度 13：30～15：30
•ダブルワークの取扱い
•新型コロナウイルス感染症に関する取扱い

相談会
時 間

定員

対象

タ

【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
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/menu/
TOKYOはたらくネット
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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 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

｢女性しごと応援テラス 多摩ブランチ｣ を立川市に開設しました
東京都は、公益財団法人東京しごと財団と連携し、家庭と仕事の両立を考えている女性のための再就職支援窓口「女性
しごと応援テラス」（飯田橋）において、年間１万件以上の相談に応じています。
このたび、立川市に女性しごと応援テラスの「多摩ブランチ」を新たに開設しました。
キャリアカウンセリングや各種セミナー等、利用者のニーズに応じた様々なサービスをご用意しております。ぜひお気
軽にお立ち寄りください。
[場

所] 立川市曙町２-34-13 オリンピック第３ビル ２階
※JR立川駅から徒歩7分

[利用時間] 月～金曜日

９時～17時(土日祝日及び年末年始を除く）

[主な対象] 出産や子育て等を理由に離職された女性など、家庭との両立を図りなが
ら再就職を目指す方
[支援内容] 専任のアドバイザーによるキャリアカウンセリング
就職に役立つ知識や職場体験等を組み合わせた女性再就職サポートプ
ログラム・各種セミナー等による能力開発
マザーズハローワーク立川等と連携した職業紹介
※お子様を連れてご利用いただけるよう、キッズスペースを設置しています

[配信日]
[テーマ]
[講 師]
[受 付]

◆オープン記念オンラインセミナー◆

10月30日(金)～11月13日(金) ※オンデマンド方式
｢色の効果を就活に活かそう～第一印象を良くするセルフプロデュース～」
中間 たかえ 氏（カラーコーディネーター）
10月12日(月）から
※申込方法の詳細は、東京しごとセンター多摩
（URL：https://www.tokyoshigoto.jp/tama/）をご覧ください。

【問合せ先】女性しごと応援テラス 多摩ブランチ

042(529)9001

第19 回東京障害者技能競技大会 (東京アビリンピック) 出場選手募集 !!!
「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す。東京では毎年、
(独)高齢･障害･求職者雇用支援機構 東京支部主催、東京都共催として、
「東京アビリンピック」を開催しています。
このたび、第19回東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）に出場する方を募集します!!
◆開催日時
◆大会会場

令和３年２月６日(土) ９時15分～15時30分
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

（西武国分寺線･西武拝島線小川駅下車 徒歩５分）
◆競技種目

①身体･知的･精神障害者対象：ワード・プロセッサ10名、DTP10名、ホームページ５名、表計算10

及び定員

名、データベース５名、建築CAD５名、オフィスアシスタント15名、ビルクリーニング14名、喫茶
サービス15名、製品パッキング５名、ネイル施術５名、フラワーアレンジメント５名
②視覚障害者対象：パソコン操作10名

③知的障害者対象：パソコンデータ入力10名

◆募集期間

10月26日(月)から11月18日(水)まで（募集期間内必着）

◆申 込 先

独立行政法人 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

詳細は、

03(5638)2794

03(5638)2282

https://www.jeed.or.jp/location/shibu/tokyo/13_ks.html をご覧ください。
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)7596
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東京都産業労働局雇用就業部

東京労働局からのお知らせ

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

★★★ 東京都最低賃金は 時間額1,013 円 です ★★★
東京都内の事業場で働くすべての労働者に 時間額1,013円 が適用されます。

【問合せ先】東京労働局 労働基準部 賃金課 最低賃金係

03(3512)1614

◆ 11月は労働保険適用促進強化期間です ◆
厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、集中的な適用促進活動を展開しています。
東京労働局においても、①労働保険は国の強制保険であること②短時間労働者であっても保険対象になること③自分の
職場が労働保険に加入しているか等、保険制度の内容や趣旨について、事業主や労働者に理解を深めていただくための広
報活動等を展開しています。また、厚生労働省では、どなたでも、事業場における労働保険の加入状況を把握(検索)でき
るよう、

において労働保険適用事業場情報の公表を行っています。詳細は、厚生労働省

をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/
【問合せ先】労働保険徴収部 適用・事務組合課

03(3512)1628

新型コロナウイルス感染症の影響による派遣労働者への特別労働相談窓口を設置しています
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣先から予期せぬ労働者派遣契約の解除などが行われ、派遣元との労働契
約も解除されてしまった場合などは、相談窓口にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による相談をご活用ください。
相談内容によっては、関係機関をご案内することもあります。
【問合せ先】東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
港区海岸3-9-45 東京労働局 海岸庁舎２階

03(3452)1474 ◆平日 8：30～17：15






※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。






 〔対

でご確認ください。
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


 〔訓練科目〕事務・医療事務・介護・IT等約20～30コース





〔受 講 料〕無料(テキスト代等は自己負担）
 〔訓練期間〕２か月～６か月





https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/




shokugyou_kunren/kyuusyokusyasienkunren_00184.html




 【問合せ先】都内各ハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/




▲QRコードからも




アクセスできます




◆ 求職者支援訓練のご案内 ◆

～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 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

｢新型コロナウイルスの影響による解雇･雇止め等に関する電話特別労働相談｣ を実施します
労働者・事業主の双方からのご相談に対応し、相談内容に応じて、相談員が法令の説明や助言、必要な支援の紹介など
を行うほか、高度な法律解釈が求められる問題については弁護士がご相談に応じます。
開 催 日 10月29日(木)・30日(金)
相談時間 ９時30分～20時(終了時間)
相談受付【相談無料・秘密厳守】

対 象 者
相 談 員

0570-00-6110 (東京都ろうどう110番)

労働者、事業主、ご家族の方など、どなたでも相談できます。
東京都労働相談情報センター職員
弁護士(13時～17時)
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課
労働相談情報センター 相談調査課

03(5320)4650
03(3265)6110

労働相談情報センターからのお知らせ

受講 料無料

■ 多様な働き方セミナー ｢～ウィズコロナ時代における対応は？～多様な働き方におけるメンタルヘルス対策｣

急速に普及した在宅勤務における社内コミュニケーションを取り巻く課題や社会情勢・労働環境の変化に伴うメンタ
ルヘルス対策の必要性について専門家がわかりやすく解説します。
〔日 時〕12月２日(水)14時～16時 12月９日(水)14時～16時
〔講 師〕 特定社会保険労務士・産業カウンセラー 中辻 めぐみ 氏
〔会 場〕国分寺労政会館４階 第５会議室(国分寺市南町3-22-10）
最寄駅：JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線 国分寺駅
〔対 象〕使用者、企業の人事・労務管理担当者、テーマに関心のある方
〔定 員〕50名(先着順。事前申込制）

■ 男女雇用平等セミナー｢企業に求められるLGBTへの理解と対応～誰もが働きやすい環境づくりのために～」

LGBTを取り巻く状況や裁判例・法制動向の解説に加え、労務管理上の課題や対応方法について、先進事例の紹介も
交えながら、弁護士がわかりやすく解説します。
〔日 時〕12月３日(木)14時～16時 12月４日(金)14時～16時
〔講 師〕弁護士 森 伸恵 氏
〔会 場〕国分寺労政会館４階 第５会議室(国分寺市南町3-22-10）
最寄駅：JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線 国分寺駅
〔対 象〕使用者、企業の人事・労務管理担当者、テーマに関心のある方
▲セミナー申込み
QRコード
〔定 員〕50名(先着順。事前申込制）
※都の「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」に基づき、感染症防止対策を講じたうえで実施します｡
★申込み・詳細は、
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/menu/
042(323)8511
【問合せ先】労働相談情報センター 国分寺事務所

東京都立職業能力開発センターからのお知らせ
◆ 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等のための短期講習 ～

※主に平日夜間や休日に実施します。

〔講習内容〕二級建築士(学科・計画)受験対策、第二種電気工事士(実技)【初級】、
シーケンサ(1)(2)等40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
〔会
場〕各職業能力開発センター・校
〔費
用〕授業料1,100円～6,500円(他に教科書を各自購入)
・
のいずれかにて、必要事項を記入の上、
〔申 込 み〕11月１日(日)～10日(火)に、往復はがき・
直接、講習を実施するセンター・校へ。※期間内必着のこと
※新型コロナウイルス感染症防止対策を講じたうえで実施します｡
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.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

とうきょうの労働 令和2年(2020年)10月23日 第1378号

東京都産業労働局雇用就業部

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。※一部のセミナーは
から申し込み可能です。（

https://www.tokyoshigoto.jp/）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場内では常にマスクの着用をお願いいたします。
体調がすぐれない場合は、受講をご遠慮ください。
※記載されているセミナー等は、中止または延期等の場合があります。必ず、
で最新情報をご確認ください。

◆ 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

医師鎌田實氏による講演会「働く
ことは、健康と長生きに繋がる」 12月１日(火)
シルバー人材センターでの働き方 14時～16時
の紹介、体力測定。

60
歳
以 上

これからシルバー
応援フェスタ

会

場

定員

申 込 先

すみだ産業会館 50人

歌手あべ静江氏による講演会「人 令和３年１月27日(水)
フォレストイン
生 楽 し く 生 き な き ゃ そ ん だ も 14時～16時
50人
昭和館
ん⽑」シルバー人材センターでの ※募集開始は
12月１日(火)から
働き方の紹介、体力測定。

シルバー人材
センター課
03(5211)2571

初対面の数秒で決まり、長く残り

～自分の良さを伝える～ 続けるといわれる第一印象。対 11月26日(木)

30

ミドルコーナー
東京
40人
面、オンライン、さまざまな場面 13時30分
しごとセンター
03(3265)8904
で自分の良さを伝えられるように
～15時30分
第一印象の基本をおさらいする。

就活エクスプレス
(適職探索コース）

グループワークを通して自己理
11月30日(月)
解・職種理解を深め、キャリアの
～12月４日(金) アリビオ九段9F 25人 ミドルコーナー
方向性を考える。早期に正社員就
(九段北1-6-1) (選考あり)
９時30分
03(3239)3821
職を目指す５日間の短期集中プロ
～15時30分
グラム。

東京しごと塾

２ヶ月間の職務実習で、正社員と 12月２日(水)
東京しごと塾
して働き続けるための様々な能力 ～令和３年１月28日(木) SPビル6階 20人
事務局
(飯田橋3-11-20) (選考あり)
を身につけるプログラム。採用後 ９時30分
03(3221)5877
～16時30分
の定着支援も実施。

～

第一印象、
きほんの「き」

54
歳

◆ 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

歳以下

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 11月14日(土)
事担当者と交流を行う。参加 10時～16時10分
予定企業４社程度。

東京しごと
30人
センター多摩

042(329)4510

全年齢層

就職面接会
in 清瀬

11月17日(火)
参加予定企業８社程度(各回
第１部 10時～12時
４社)(完全予約制）。
(受付時間9時30分～11時)
履歴書(写真貼付)を複数枚ご
第２部 14時～16時
用意の上参加。
(受付時間13時30分～15時)

清瀬市
生涯学習セン 各回
30人
ター７階
アミューホール

042(329)4524

女 性

女性のための
再就職支援
セミナー
in 多摩

知って得する女性のためのマ 11月10日(火)
ネープランセミナー。
13時～15時30分

多摩市立
40人
関戸公民館

042(529)9003

29 若者と企業の
交流会
in 国分寺

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。https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/

