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Tokyo技能五輪・アビリンピック2021開催！
東京都では、次代を担う産業人材の育成と障害者雇用の更なる促進を図るため、全国の青年技能者、障害者が技能を
競う「Tokyo技能五輪・アビリンピック2021」
（第59回技能五輪全国大会・第41回全国障害者技能競技大会(全国ア
ビリンピック））を、東京ビッグサイトをメイン会場に開催します。競技や開閉会式をオンラインで配信しますのでぜひ
ご覧ください。
１ 開催概要

日程：令和３年12月17日(金)～20日(月) ※一部先行実施競技あり
12月17日(金)

12月18日(土)、19日(日)

12月20日(月)

開会式

競技、併催イベント

閉会式

会場：東京ビッグサイトほか（全14施設）
競技：技 能 五 輪 全 国 大 会：旋盤/電工/とび/貴金属装身具/美容 など全42職種
全国アビリンピック：歯科技工/パソコン組立/データベース/

▲機械組立て(技能五輪全国大会)

オフィスアシスタント など全25種目
主催：東京都、厚生労働省、中央職業能力開発協会、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場への入場は選手・関係者等に限ります(事前登録が必要）
。
２ 大会のオンライン配信

開会式・閉会式はオンラインで実施します。
また、競技の様子もオンライン配信しますので、ぜひご覧ください。
詳しくは12月上旬に大会公式ホームページでお知らせします。

３ 併催イベント

「ものづくり・匠の技の祭典2021」を12月18日(土)、19日(日)に開催します。

▲ネイル施術(全国アビリンピック)

※詳細は２面をご覧ください｡

大会公式ホームページで
情報発信中⽑
▲大会公式Twitter
@tokyo_ginou2021

https://www.tokyo-ginou-2021.jp/

東京 技能五輪

検索
索
大会マスコットキャラクター わざねこ

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)4705
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東京都産業労働局雇用就業部

ものづくり・匠の技の祭典2021開催⽑

12月18日(土)、19日(日)

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イベントです。
「衣」「食」「住」「工」の様々な分野の匠によるステージ実演等を通して、その魅
力を東京から発信します。
オンラインで開催しますので、ぜひご自宅で匠の技をご堪能ください。
詳細は

https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo をご覧ください。

ものづくり匠

検索
索

▲過去の開催の様子

ものづくり技能の総合ポータルサイト ｢#TOKYOものづくり部｣

「#TOKYOものづくり部」は、若い方々などにものづくりやものづくり技能に関心を持っていただき、未来の匠と
なっていただくため、技能に関する情報やものづくりの現場で技能を活かして働くことなどを、わかりやすく発信す
ることを目的としたポータルサイトです。
サイトでは、技能の取得や向上に役立つ内容のほか、毎月多様な記事や動画で情報発信します。
また、イベント情報など新しい情報も更新していきます。ぜひ、気軽に覗いてみてください。
詳細は、

https://tokyo-monozukuri.jp をご覧ください。

TOKYOものづくり部に入ろう ～ あなたのものづくり募集します ～

皆さんのものづくりの作品や作業風景などを撮影して、
「＃TOKYOものづ
くり部に入ろう」をつけてツイートすると、わざねこがそのツイートを紹介し
てくれるかも⽑
みんなにちょっと自慢したい経験・お気に入りの道具など、たくさんの投稿
をお待ちしています。
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

TOKYOものづくり部 部長 わざねこ▲

Tokyo技能五輪・アビリンピック2021
のマスコットキャラクター「わざねこ」
が、TOKYOものづくり部の部長に就任
し、ものづくりに関する知識をわかりや
すく解説しています。

03(5320)4715

P r o j e c t オンラインセミナーのご案内
家庭と両立しながら再就職を目指す女性のための応援イベント「レディGO⽑ Project」の公式ホームページでは、再就
職を考えている幅広い年齢層の女性必見のオンラインセミナーを配信しています。
子育てタレントによるトークセッション「私のレディGO⽑」では、フリーアナウンサーの中村仁美さんやお笑いコンビ
北陽の等身大の仕事と子育ての両立に関するトークを配信しています。
そのほかにも、人には聞きづらい「お金の話」にまつわるミニセミナーなど、子育てママにとってお役立ち情報満載です⽑
オンデマンド方式で配信しますので、ご都合の良い時間にご覧ください。多くの皆さまのご視聴をお待ちしております。
中村仁美の「私のレディGO⽑」
北陽の「私のレディGO⽑」
あっという間にできる時短料理セミナー
みんなに聞けないお金の話セミナー
詳細は、
https://www.readygo.tokyo.jp/index.html
をご覧ください。
03(6272)5045
【問合せ先】レディGO⽑Project 運営事務局

▲中村 仁美さん
(フリーアナウンサー)

▲北陽(虻川 美穂子さん･伊藤 さおりさん)
(お笑いコンビ)










障害のある社員をサポートする「職場内障害者サポーター」を養成することで、働きやすい職場づくりを支援します。




養成講座の受講と職場内での支援活動により、奨励金を支給します(最大24万円)。


※事業の詳細・お申込みについては
https://shougaisya-support.jp
をご確認ください。






〔第20回〕12月３日(金)･10日(金) 10時～17時 大手町開催 25人


〔第21回〕12月７日(火)･14日(火) 10時～17時 Web配信 25人






03(6734)1096
【問合せ先】職場内障害者サポーター事業運営事務局




職場内障害者サポーター事業 養成講座のご案内

～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/


東京テレワーク推進センターからのお知らせ


「東京テレワーク推進センター」は、東京都と国がテレワークの普及を推進することにより、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に設置したワンストップセンターです。ぜひご活用ください。
■ テレワークの導入・運用に関するセミナー
テレワークの導入や運用の際に役立つ、ノウハウやヒントを提供します。
開催日

内

今だからこそ見直したい

容

テレワークの労務管理チェックポイント

コロナ禍で急遽テレワークを導入した企業も多く、どのように働く人を管理したらよいかわから
ないといった声をお聞きします。
11月29日(月)
これまでのオフィス出社を前提とした労務管理は、上司・部下が同じ場所で働き、作業内容や業
務のプロセスを直接確認できていましたが、テレワークではこれらを見直し、
「見える化」する必要
があります。厚生労働省の「テレワークガイドライン」の改正内容等を踏まえ、テレワークを前提
とした労務管理のチェックポイントをわかりやすく解説します。
開催時間：14時～15時50分(オンライン接続可能開始時間 13時45分）
開催方式：オンラインで開催(zoomにて配信）※来場参加も先着順で受付
※上記以外も毎月様々なテーマでセミナーを開催しています。詳しくは下記サイトをご覧ください。

▲

セミナー

https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/seminarevent
■ テレワーク求人企業とテレワークを希望する求職者とのマッチングイベント
テレワークで働きたい方向けにマッチングイベント(セミナー、企業説明会、就職面接会)を開催します。
開催日

開催時間

12月16日(木) 13時～17時
開催場所：東京テレワーク推進センター(文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル6階）
https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/matching

▲

マッチングイベント

■ テレワーク体験ツアー
テレワーク推進センターでは、テレワーク活用のメリットやシーンの紹介、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(１回約30分、予約制)。
https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/tour
▲

体験ツアー
■ 経営者向けテレワーク集中セミナー(動画）
令和３年５月１、２、３日に実施した、テレワークに関する様々な疑問に応え、分かりやすく学べる経営者向けセミナ
ーを掲載しています。

https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/video
▲

集中セミナー(動画)

■ TOKYOテレワークアプリ
「TOKYOテレワークアプリ」は、テレワーク導入・実践に必要な情報の入手、セミナー等のお申込みやサテライトオフィ
ス等の検索ができる東京都公式アプリです。

TOKYOテレワークアプリのダウンロードはこちらから
https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/lp/2002app/index.html
【問合せ先】東京テレワーク推進センター
文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル６階
03(3868)0708（平日９時～17時）
※土日・祝日除く
https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/

テレワーク推進センター▲

｢東京都テレワーク支援ガイド」を発行しました⽑

テレワークに関する情報をわかりやすくご案内しています。ぜひご活用ください｡
https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/news/detail?id=267
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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/

毎年12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

令和４年４月１日から中小企業にもパワーハラスメント対策が義務化
厚生労働省では12月を「職場のハラスメ

職場のハラスメントに関する相談先

ント撲滅月間」と定めています。

東京労働局では、来年４月の中小企業に対 ｢ハラスメント悩み相談室｣(厚生労働省委託事業）

0120(714)864(土日、夜間も可)

するパワーハラスメント対策の義務化に向け
て企業に自主点検(左図参照)を推奨するとと
もに、就活セクハラ対策など社会一般に広く
ハラスメント防止を周知しています。

｢パワーハラスメント」に関する電話相談
03(3512)1608(東京労働局)

ハラスメントに関する電話相談(右記参照) ｢セクシュアルハラスメント」
「妊娠、出産、育児・介
を受け付けています。
護休業等に関するハラスメント」に関する電話相談

03(3512)1611(東京労働局)

※電話以外の方法によるご相談も可。

【問合せ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課

03(3512)1611

◆ ｢人材開発支援助成金」のご案内 ◆
事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿
って実施した場合に、訓練経費及び訓練中の賃金の一部を助成する制度です。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

03(5332)6925

厚生労働省ホームページ

▲

【問合せ先】東京労働局 助成金事務センター 助成金第３係

人材開発支援助成金 検索
索

◆ 東京働き方改革推進支援センターをご利用ください ◆
中小企業・小規模事業者の『働き方改革』の取組をワンストップで支援するため、
「東京働き方改革推進支援センター」を
開設しております。
現状を取り巻く環境下において、働き方の見直しでお悩み・疑問をお持ちの事業主様を
サポートいたします。【東京労働局委託事業】
◆ 所在地：〒101-0043 千代田区神田富山町25番地 サンクス神田ビル２階
（JR・東京メトロ銀座線神田駅：徒歩３分）
◆ 電話：
0120(232)865 ◆
：03(6260)7295 ◆
：tokyo@task-work.com
◆
https://task-work.com/tokyo/
お悩み・課題を解決

テレワーク・在宅勤務

女性の活躍促進

生産性向上・業務効率化

同一労働・同一賃金

補助金・助成金

労働時間・時間外労働 など












〔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
でご確認ください。




 〔訓練科目〕事務･医療事務･介護･IT等約20～30コース 〔訓練期間〕２か月～６か月 〔受講料〕無料(テキスト代等は自己負担) 




シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します⽑


NEW 働きながら受講しやすくするため特例措置を設けました⽑


働きながら


(令和４年３月31日まで）


ステップアップに
職業訓練


つながる仕事に
ハロトレ


•職業訓練受講給付金の特例
＋ 受講給付金
受講


転職
(月10万円)


•公的職業訓練の訓練期間・訓練内容の多様化・柔軟化








https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html


QRコードからも


https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/
アクセスできます
 【問合せ先】都内各ハローワーク



 ※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コロナ対応ステップアップ窓口まで。




▼

◆ 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/

東京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 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、高年齢者のためのビル管理技術者受験対策、福祉用具活用【初級】等
29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)

〔申 込 み〕12月１日(水)～10日(金)に、往復はがき又は

でお申込みできます。往復はがきの場合は、講習を実

施するセンター・校へ直接お申込みください。※期間内必着のこと
※新型コロナウイルス感染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


離職者等再就職訓練 ２月生募集


求職中の皆様がこれまでの経験に加え、新たな知識・技術を身に付け、再就職に役立てられる能力を習得するための職
業訓練を実施しています。
〔応募資格〕①ハローワークに求職の申込を行い、公共職業安定所長の受講指示などを受けられる方
②受講開始日から遡って１年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練の実践コースを受講していない方
〔応募期間〕11月29日(月)～12月10日(金)
〔申込方法〕受講を希望するご本人の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ申込み
〔訓練期間〕令和４年２月１日(火)～４月28日(木)
〔訓練科目〕※受講料無料(ただし、テキスト代等は自己負担)
３か月訓練

【情 報 系】Javaプログラマ養成科、マークアップWebデザイン科 等
【サービス系】旅行観光サービス科、フードビジネス科
【事 務 系】経理実務科、介護職員初任者研修・福祉用具・介護事務科 等

３か月訓練(オンライン訓練)

【情
【事

報
務

系】Javaシステム(オンライン)科、Webデザイナー・ディレクター養成科
系】経理事務科

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/plan/index.html
詳細は順次
【問合せ先】中央･城北職業能力開発センター 再就職促進訓練室
03(5800)7701

東京都立職業能力開発センター等

でお知らせします｡

講師募集

〔募集科目〕自動車、機械、溶接、水回り、福祉用具、電気、障害者向け訓練、その他職業訓練指導。
〔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〕15人程度

〔選考方法〕面接・能力実証等

〔任用期間〕令和４年１月１日～令和４年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〕11月25日(木)から12月８日(水)
〔申 込 み〕所定の申込書兼履歴書(各職業能力開発センター等か
持参もしくはメール(必着)。詳細は

で入手)を各職業能力開発センター等へ郵送、

(TOKYOはたらくネット)をご覧ください。

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/topic/kousi/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 調整課

03(5320)4702

｢テレワーク東京ルール｣
実践企業宣言募集中

▲テレワーク・ワンストップ相談窓口

とうきょうの労働 令和3年(2021年)11月25日 第1391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・就職面接会等

(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。 東京しごと
センター→
から申し込み可能です。
※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
（
https://www.tokyoshigoto.jp/）
（多摩
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/）

※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。 東京しごと
センター
※記載されているセミナー・就職面接会等は、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。
多摩→

◆ 東京しごとセンター（千代田区飯田橋3‑10‑3）のセミナー・就職面接会等
講習･セミナー名

対象

就活エクスプレス
(適職探索コース）
オンライン体験型

内

容

日

時

グループワークを通して自己理解・職種
理解を深め、キャリアの方向性を考える。 １月11日(火)
～17日(月)
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。
９時30分～15時30分
(３日目はオンライン）

会

場

定員

申 込 先

アリビオ
九段９階 25人 ミドルコーナー
(九段北 (選考あり)
03(3239)3821
1-6-1)

東京しごと塾
２ヶ月間の職務実習で、正社員として働 １月４日(火)
SPビル６階
20人
～２月28日(月) (飯田橋
き続けるための様々な能力を身につける
事務局
(選考あり)
プログラム。採用後の定着支援も実施。 ９時30分～16時30分 3-11-20)
03(3221)5877

30 東京しごと塾
～

求職活動支援セミナー

60人

歳

｢ ～ 求 人 票 徹 底 活 用 ｢求人票」を読み解き、そこから応募書類
12月７日(火)
54 術2021～求人票か の作成ポイントを見つけるコツをお伝え
13時30分～15時30分
ら応募書類作成のポ します。
イントを見つけよう｣
東京
中央･城北職業能力開発
センター共催セミナー

ミドルコーナー
03(3265)8904

しごと
センター

｢キャリアチェンジ」や「キャリア構築」

～これからのキャリア
12月16日(木)
に職業訓練を活かした成功例など具体的
をつくる～
13時～16時
な事例をお伝えします。
経験のみにとらわれ
ない職業選択

60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・就職面接会等（※完全予約制となります。）
講習･セミナー名

対象

内

容

様々な業界の参加企業４社全てのブ

概ね
歳以下

29

日

時

会 場

１月14日(金)

若者と企業の交流会 ースをまわり、面接では聞けないこ
10時～16時10分
とも気軽に質問できます。後日、企
in 国分寺
業見学会・職場体験も開催。

30人

(受付：９時30分～)

２０２２年３月
卒業予定の方及び
既卒３年以内

12月24日(金)
当日は20社程度(各部10社程度）の
第１部：10時～12時30分
東京
企業が参加予定。履歴書(写真貼付)
(受付：9時30分～11時30分)
合同就職面接会
しごと
を複数枚ご用意の上ご参加ください。
第２部：14時～16時30分
センター
※12月９日(木)予約開始
(受付：13時30分～15時30分)
多摩
面接官はどのような視点で評価して
いるのか？コミュニケーションが難
１月22日(土)
新卒・既卒向け
しくなっているコロナ禍で面接スキ
13時30分～15時30分
『内定GET』セミナー ルをブラッシュアップする術をお伝
(受付時間：13時～)
えします。４月入社に向けて、皆さ
んの“納得の就活”後押しします⽑

女
性

女性再就職
サポートプログラム
事務職入門コース

再就職のために事務の基礎知識を演
習を通じて学び、身につける13日間
コース。
※託児有(要予約)
※12月13日(月)申込締切

女性のための再就職
支援セミナー＆
個別相談会
in 国立

自分の魅力を伝えるための「自己PR
のコツ」
１月31日(月)
※託児有(要予約)
13時～15時30分
※個別相談有(要予約)
※12月６日(月)申込開始

公正な採用選考のために〜

１月12日(水)～27日(木)
２月10日(木)
※土日祝日除く
10時～16時

定員

申 込 先

042(329)4510

各部
50人
程度

042(329)4524
30人

東京
25人
しごと
センター (選考あり)
多摩

042(529)9003
くにたち
福祉会館

50人
程度

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/

