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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/

ライフ・ワーク・バランス EXPO 東京 2022
参加無料
を開催します！

東京都では、ライフ・ワーク・バランスの推進に向け、
「ライフ・ワーク・バランスEXPO」をリアルとオンラインのハ
イブリッド方式で開催いたします。働き方改革に先駆的に取組む経営者による基調講演をはじめ、パネルディスカッショ
ンやミニセミナーを行います。また、
「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」認定状授与式及び大賞・優秀賞・特別賞
の発表及び表彰を行います。さらに、
テレワークに役立つツールや新しいオフィスのあり方などを体験できるコーナーや、
コ ナ や
その他各支援団体のブース出展もございます。
WEBで登録することで、ご来場のQRコード発行、会場のセミナー予約、オンラインのセミナー視聴等が
できます。まずはWEBをご覧ください⽑

＜日時＞令和４年２月８日(火)10時～18時 リアル・オンライン同時開催
＜会場＞東京国際フォーラム ホールE(1)(千代田区丸の内三丁目５番１号 「有楽町駅」より徒歩１分）
※参加には、事前登録が必要です。WEBから登録をお願いします。
● 基調講演：10時15分〜11時15分
「ニューノーマル時代のダイバーシティ経営と働き方改革｣ 川上 結子 氏(日本アイ･ビー･エム株式会社／執行役員)
)
● 東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定状授与式：11時30分〜12時５分
● パネルディスカッション
｢『男性版産休』、ホントにとれる？ハードルはこう乗り越える⽑～『わが社は無理』だと日本は変わらない～」
【12時20分～13時55分】
●小泉 文明 氏(株式会社メルカリ／取締役President(会長）) ●小室 淑恵 氏(株式会社ワーク･ライフバランス／代表取締役社長)
●板倉 朋希 氏(株式会社テレビ朝日／アナウンサー)
●榎並 大二郎 氏(株式会社フジテレビジョン／アナウンサー)
●蓮見 孝之 氏(株式会社TBSテレビ／アナウンサー)
｢社員がいきいきと活躍できる、理想のオフィスとは～テレワークありきで考える、価値創造のための職場づくり～」
●二之湯
弘章 氏(株式会社イトーキ／営業本部マーケティング統括部統括部長）
●

【14時30分～15時30分】

●和田 武訓 氏(サイボウズ株式会社／チームワーク総研 統括ディレクター）
●モデレーター 大塚 葉 氏(日経BP総合研究所SDGsセンター／上席研究員）
｢社員の「働きがい改革」を経営戦略へ～コロナ禍でも持続して生産性を高める会社とは～」
●石渡 美奈 氏(ホッピービバレッジ株式会社／代表取締役社長)
●

【16時～17時】

●三村 真宗 氏(株式会社コンカー／代表取締役社長）

●モデレーター 白河 桃子 氏(相模女子大学大学院／特任教授)
●メインMC

平井 理央 氏(フリーアナウンサー）

このほか、ミニセミナー(オンデマンドで配信）
、ライフ・ワーク・バランス認定企業交流会(ワークショップ）
、各種支
援情報の紹介、企業・団体ブース等の詳細は、
https://www.lwb-expo.metro.tokyo.lg.jp/ をご覧ください。
さい。
イベント情報は随時更新します。
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課

03(5320)4649
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東京都産業労働局雇用就業部

～オンラインと
リアルで同時開催～

を開催します⽑

東京都は、女性活躍の推進に向け、正規雇用やパートタイム、起業など、様々な「はたらく選択肢」を提示し、自身の
可能性の発見に繋げていただけるイベント「レディGO⽑ おしごとフェスタ」を新たに開催します。このイベントは、オ
ンライン方式とリアルのハイブリッドで実施します。
オンラインでは、仕事と家庭を両立されている芸能人によるライブセミナーや、様々な職業・働き方をご紹介するコン
テンツを提供します。あわせて、都内２か所の会場でワークショップ等を実施します。皆様のご参加を、心よりお待ちし
ております。
■ 開催概要

⿒ 開 催 期 間：令和４年１月20日(木)・21日(金)・22日(土) 10時～17時
※オンラインイベントのコンテンツは２月22日(火)までアーカイブ配信

⿒会

場：
オンラインイベント：公式WEBサイト(

https://readygo-jobfesta.metro.tokyo.lg.jp/ )をご覧ください。

リ ア ル イ ベ ン ト：①新宿駅西口広場イベントコーナー(JR新宿駅西口改札(地下１階)徒歩１分）
②アリオ亀有 1Fサニーコート(JR亀有駅南口徒歩５分）
⿒対

象：育児・介護等により離職し再就職を希望する方、転職・起業を考えている方、これから就職する学生な
ど幅広い層の女性等

⿒ 視聴・来場：無料(一部セミナーやワークショップ等は事前登録制）
■ 参加登録方法

公式WEBサイト(

https://readygo-jobfesta.metro.tokyo.lg.jp/ )からご登録ください。

▲公式WEBサイト

■ イベント内容
オンラインイベント
◆主催者あいさつ
◆お笑い芸人 森三中 による
オープニングイベント

◆MEGUMIさんや和田 明日香さん、潮田 玲子さんなど
の著名人によるライブセミナー
◆楽しみながらご覧いただける「はたらく」をテーマとし
たミニセミナー
◆｢趣味を活かした仕事」や「起業・創業」、
「職人」
、
「UIタ
ーン」など、
「女性のはたらく選択肢」を紹介するおしご
と紹介コーナー
◆オンラインでのキャリアカウンセリング

リアルイベント
新宿会場と亀有会場の２か所で開催します⽑
新宿会場 (新宿駅西口広場イベントコーナー）
◆おさがりひろば(ベビー＆キッズ用品交換会）
◆各種ワークショップ(事前登録制）
◆キャリアカウンセリング
◆展示コーナー
◆オンラインイベント視聴コーナー
亀有会場 (アリオ亀有 1Fサニーコート）
◆おすわりアート撮影会
◆各種ワークショップ(事前登録制）
◆キャリアカウンセリング
◆展示コーナー
◆オンラインイベント視聴コーナー

【問合せ先】「レデイGO⽑おしごとフェスタ」運営事務局

050(4560)3602










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22回〕令和４年１月13日(木)･20日(木) ９時30分～16時30分 立川商工会議所 25人


〔第23回〕令和４年１月19日(水)･26日(水) 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

｢テレワーク東京ルール｣
実践企業宣言募集中

～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/

≪特別対策≫ 東京都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
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の引き下げを実施しています。
（令和３年12月１日から令和４年３月31日までのお申込みが対象。
）ぜひ、ご利用ください⽑
※1 返済期間・方法等詳細はお問い合わせください。 ※2 審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。
用途

個人生活資金融資(さわやか)

生活資金(住居費、レジャー費用、
マイカーの購入費用など)
お勤め先の会社が下表のいずれかに該当している方

お

会社等の業種

資本金・出資金 又は

小売業

5千万円以下 又は

申 込

サービス業

従業員数

子育て・介護支援融資(すくすく・ささえ)

子育てにかかる費用(教育費･医療費等)､
介護休業中の生活資金など
お勤め先の会社が下表のいずれかに該当している方
会社等の業種

50人以下

小売業

5千万円以下 又は 100人以下

サービス業

資本金・出資金 又は
5千万円以下 又は

従業員数
50人以下

5千万円以下 又は 100人以下

卸売業

1億円以下 又は 100人以下

卸売業

1億円以下 又は 100人以下

上記以外の業種

3億円以下 又は 500人以下

上記以外の業種

3億円以下 又は 500人以下

条 件
融資額 年利

み

現在の勤務先に６か月以上勤務している方
現住所に３か月以上居住し、勤務先又は住所が都内に
ある方
年間収入(税込み)が800万円以下の方
住民税を滞納していない方

70万円以内
医療費、教育費、冠婚葬祭費、
特例 100万円以内 住宅の増改築費にご利用の場合



固定金利

返 済 期 間

1.8％⇒1.6％



100万円以内

令和４年
３月31日まで 

３年以内(借入額が70万円超の場合は５年以内)

現在の勤務先に６か月（育児休業・介護休業者は１年）以上勤
務している方
現住所に３か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
妊娠から子育て期間(＊)中の方、介護休業の方、要介護認定又
は要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方
＊子育て期間：妊娠から子が20歳に達した日以後の最初の３月
31日まで
住民税を滞納していない方

固定金利

1.5％⇒1.3％

令和４年
３月31日まで 

据置期間後５年以内
＊据置期間
子が１歳６か月に達するまでの育児休業期間
＊育児休業期間が産後休業と連続して承認済みの場合は、
産後休業期間も据置期間として含めることができます。
介護休業期間（12か月を限度）

◆ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援策 ◆
新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減等により、生活資金が必要な中小企業の従業員の方には、実
質無利子の「中小企業従業員融資(新型コロナウイルス感染症緊急対策)」もございます。詳細はお問い合わせください。
詳細は、

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/fukuri/yushi/index.html をご覧ください。

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課

03(5320)4653

雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金のご案内
新型コロナウィルス感染症の影響による解雇や雇い止めにより離職を余儀なくされた方を正社員として採用し、定着を図
るために計画的な指導育成の取組を行った企業に対し、助成金を支給します。
〔対

象〕 以下のいずれかの事業に参加した者を正社員として採用(採用日時点の年齢が、34歳以下又は55歳以上の者)
し、６か月以上継続して雇用している中小企業等
ア 令和３年度に東京しごと財団が実施する「雇用創出・安定化支援事業」
イ 令和２年度に東京都が実施した「雇用安定化就業支援事業」

〔支給要件〕 対象労働者(上記事業を活用し、正社員として６か月以上、継続雇用されている労働者)に対して、支援期間(３
か月)のうちに、以下の支援を行うこと。また、支援期間終了時に対象労働者が都内に勤務していること。
ア 指導育成計画(３年間)の策定
イ 指導育成計画に基づく研修の実施
ウ 指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導
〔支給金額〕

対象労働者

支給額

１人
２人
３人以上

20万円
40万円
60万円

詳細は、
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/
joseikin/saiyo-teichaku_r03.html をご覧ください。
雇用環境整備課 採用・定着促進助成金 検 索

〔申請期間〕令和３年12月１日(水)～令和４年３月31日(木)
【問合せ先】公益財団法人 東京しごと財団 雇用環境整備課

03(5211)1080
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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/

確認しましょう✓ 東京都最低賃金は時間額1,041円
東京都最低賃金とは、都内で働くすべて
の人に、賃金の最低額を保障する制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金額を労働者
と使用者の合意の上で定めたとしても、最
低賃金額以上の支払いをしなければ最低賃
金法違反となります。なお、最低賃金額に
満たない部分については、最低賃金額と同
様の定めをしたものとみなされます。
事業場内における最低賃金を20円以上
引き上げ、生産性向上のための設備投資や
教育訓練(タクシー業の二種免許、建設業
の重機運転資格の取得費用等)などを行っ
た場合には、業務改善助成金による支援を
実施しています。
業務改善助成金についてのお問い合わせは、
「業務改善助成金コールセンター」 03(6388)6155
または
「東京働き方改革推進支援センター」
0120(232)865
にお尋ねください。
【問合せ先】東京労働局 労働基準部 賃金課

労働保険料は口座振替が便利です⽑
令和４年度から口座振替とされる場合
は、令和４年２月25日(金)までに申込
用紙を金融機関の窓口へご提出くださ
い。

かんたんな手続きで完了
①申込用紙を入手

申込用紙は以下のいずれかの方
法で入手できます。
▶厚生労働省ホームページから
ダウンロード
厚生労働省 労働保険 口座振替 検索

▶お近くの労働局・労働基準監
督署の窓口

②金融機関の窓口へ提出
▲最低賃金に
関する
特設サイト

【問合せ先】
東京労働局 労働保険徴収部 徴収課

03(3512)1614

03(3512)1627

◆ 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/

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４月入校生を募集します⽑■
職業能力開発センターでは、求職中の方や新たに職業に就こうとしている方等に、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。
〔募集科目〕訓練期間が２年・１年の普通課程、１年以下(主に６カ月・３カ月)の短期課程があります。機械、建築、
造園、電気、介護等、様々な分野の訓練科目を設けています。詳細は

や募集リーフレットでご確認ください。

※ジョブセレクト科４月入校生は別日程で募集します。
〔申 込 み〕１月６日（木）～２月４日（金）に住所地のハローワークか各職業能力開発センター・校へ。ただし、雇
用保険を受給できる方、45歳以上の方、障害のある方、母子家庭のお母さん等、求職者支援制度による職業訓練受講
給付金の要件を満たす方は、住所地を管轄するハローワークでお申込みください。
〔選 考 日〕２月15日(火)、２月16日(水)、２月17日(木)
〔選考内容〕•学力検査(国語・数学/高等学校卒業程度)または筆記試験(国語・数学/義務教育修了程度)•面接等
〔授業料・選考料〕普通課程のみ授業料118,800円、入校選考料1,700円がかかります。短期課程は無料です。
〔そ の 他〕•教科書代は自己負担です。また、一部の科目には作業服代等がかかります。
•一定の要件を満たす方は、職業訓練受講給付金制度を利用できます。利用をご検討される方は、事前に
住所地を管轄するハローワークにご相談ください。
•募集リーフレットは、都内の各ハローワークや職業能力開発センター等に設置してあります。
•ホームページ「TOKYOはたらくネット」
(

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/annai/)

からもダウンロードできますので、是非ご覧ください⽑
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)4716

◆ 職業能力開発センター キャリアアップ講習１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〕２級管工事施工管理技士(一次)受験対策、第二種電気工事士(実技)【初級】、リレーシーケンス制御【初級】
等７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1,600円～6,500円(他に教科書を各自購入)

〔申 込 み〕１月１日(土)～10日(月)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

■ 成長産業分野キャリア形成支援事業のご案内 ■
非正規雇用労働者等に対してｅラーニング等による新たな資格やデジタルスキルの取得支援と、職業紹介等の就職支援を
一体的に実施します。
〔対 象 者〕都内在住・在勤の方で以下のいずれかに該当する方
①非正規雇用労働者 ②育児などの事情によりｅラーニングによる訓練を希望し、早期の再就職を目指す求職者
〔支援内容〕•ｅラーニング等による資格取得またはデジタルスキルの習得(メンターによる受講フォロー)
•就職支援（キャリアカウンセリング） •職業紹介・マッチング
〔訓練科目〕全６科目・各科目50名定員、150時間程度
•ITプログラミング科、WEBデザイン科、ネットワークエンジニア科
•医療事務科、経理事務科、マイクロソフトオフィススペシャリスト科
〔受 講 料〕無料(※ただし、通信費は自己負担）
〔募集期間〕12月１日(水)～令和４年２月28日(月) ※定員に達し次第。募集を締め切らせていただきます。
詳細は、
https://job-training-tokyo.com/ をご覧ください。
【問合せ先】成長産業分野キャリア形成支援事業事務局
0120(937)348

とうきょうの労働 令和3年(2021年)12月24日 第1392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

内

日

時

会

場

グループワークを通して自己理解・職種
１月31日(月)
理解を深め、キャリアの方向性を考える。
～２月４日(金)
早期に正社員就職を目指す５日間の短期
アリビオ
９時30分～15時30分
集中プログラム。
九段９階
(九段北
求人分析で企業ニーズを理解し、面接の
２月７日(月)
1-6-1)
実践練習で対応力を強化。早期に正社員
～２月14日(月)
就職を目指す5日間の短期集中プログラ
９時30分～15時30分
ム。

就活エクスプレス
(適職探索コース)

～

30 就活エクスプレス
(就活実践コース)

54

容

定員
25人
(選考有)

25人
(選考有)

申 込 先

ミドルコーナー
03(3239)3821

東京しごと塾
2ヶ月間の職務実習で、正社員として働 ２月１日(火)
西新宿ビル4F
20人
～３月28日(月) (新宿区西新宿
き続けるための様々な能力を身につける
事務局
(選考有)
プログラム。採用後の定着支援も実施。 ９時30分～16時30分 7-7-29)
03(3221)5871

東京しごと塾

歳

自分らしく働き続けるために、自分を知
り、強みをどう活かすか考えてみません １月11日(火)
～強みを活かして自分
か？ 就職活動のポイントもお伝えしま 13時30分～15時30分 東京
らしく働き続けよう～
す。
しごと
センター
～就活後も活かせる⽑～ 変化の時代にこそお金の知識を身につ
１月18日(火)
ミドル世代のマネー け、自分に合ったマネープランのつくり
13時30分～15時30分
方を考えてみませんか。
プランのつくり方

キャリアデザイン

60人

ミドルコーナー
03(3265)8904

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。）
２０２２年３月
卒業予定の方及び
既卒３年以内

対象

講習･セミナー名

内

容

日

時

会 場

定員

申 込 先

新卒採用に積極的な企業が18社程度 １月25日(火)
京王プラザ
参加し、説明を聞くことができます。 13時～16時30分
100人
ホテル多摩
後日、企業見学会も開催。
(受付：12時30分～16時)

合同企業説明会
in 多摩

非正規雇用経験が長く早期の正社員
就職を目指す方や、就職氷河期世代 １月12日(水)、13日(木)、
の方を対象とした就職ノウハウを習
18日(火)、19日(水)、 東京しごと 15人
得する5日間のプログラム。後日フ
20日(木)
センター多摩 (選考有)
ォローアップセミナーや就職面接会 10時～16時
に参加できます。

～ 歳

30

就活エクスプレス
54 ５日間コース

全年齢

就職面接会
in 西東京

当日は10社程度の企業が参加予定。
１月28日(金)
履歴書(写真貼付)を複数枚ご用意の
13時～16時
上ご参加ください。
(受付時間：12時30分～15時)
1月14日(金)予約開始。

就職1dayトライ
in 武蔵野

新型コロナウィルス感染症の影響等
により就職活動中の方のための、し
ごとの相談・就職支援セミナー・合同
就職面接会(参加企業15社程度)をパ
ッケージにした就職支援イベント。

042(329)4524

西東京市南町
スポーツ･文化 50人
交流センター 程度
きらっと

１月27日(木)
第１部：10時30分～13時 武蔵野
(受付時間：10時～12時30分) スイング
第２部：13時30分～16時 ホール
(受付時間：13時～15時30分)

女 性

再就職のための心構え、パソコンス
府中市
キル、ビジネスマナー等について演 ２月14日(月)～18日(金)
男女共同 25人
習を通じて学び、身につける５日間 10時～16時
パソコンスキルアッ
参画センター (選考有)
コース。
※1月31日(月)申込締切
｢フチュール｣
プコース in 府中
※託児有(要予約)
女性再就職サポート
プログラム

就職1dayトライ

各部
事務局
40人

03(5657)9106

042(529)9003

女性しごと応援テラスでは、年末も就職相談を電話で受け付けています。
03(5211)2855

公正な採用選考のために〜

12月29日、30日 ９時～17時

https://www.tokyoshigoto.jp/jyosei/

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/

