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723,&6 「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」登録企業を募集
建設・IT・ものづくり分野の都内中小企業等に対し、将来中核人材となりうる技術者の確保と定着を支援するため、企業
等と東京都が協力し、大学生等が貸与を受けている奨学金返還費用の一部を助成する制度を実施しています。
本事業に参加登録する中小企業等を募集しています。
◆ 支援の対象企業

(1) 建設業界の中小企業等(※)が、建築・土木・測量技術者を採用する場合
(2) IT業界の中小企業等(※)が、情報処理・通信技術者を採用する場合
(3) ものづくり業界の中小企業等(※)が、開発技術者を採用する場合
※本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等、若しくは大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用
する中小企業等が対象となります。

◆ 事業スキーム

•本事業の利用を希望する中小企業等は登録が必要です。
•各企業において、本事業の利用を希望する大学生等を面接し、採用を決定します。対象者の１年間の勤務継続を確認後、
都と中小企業等が連携して対象者の奨学金返還費用相当額の一部を３年間にわたり助成します。
◆ 奨学金返還助成額［うち企業負担額］
①～③のうち、希望する額を選択していただきます。なお、東京都が1/2を負担します。
① 年10万円[年５万円]×３年

② 年24万円[年12万円]×３年

③ 年50万円[年25万円]×３年

◆ 登録企業募集期限
令和４年12月20日(火)まで ※必着
◆ 登録方法
以下ホームページから募集要項をご確認いただき、申込書類をダウンロードし、必要書類をご送付ください。
【申込書類提出先】
（公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
03(5211)1080（受付時間：月～金曜日９時～17時 ※12時～13時/土日祝を除く）
https://tokyo-scholarship-support.jp/
【問合せ先】「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」事務局
（受付時間：月～金曜日 ９時～17時

※土日祝を除く）

03(6734)1228
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東京都産業労働局雇用就業部

◆ 東京都認証ソーシャルファームの創設を目指す事業者を決定しました

◆

東京都は、
「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づき、ソーシャ
ルファームの創設及び活動の促進に向けて取り組んでおります。
このたび、東京都認証ソーシャルファームの創設を目指す事業者を決定しました。
◆ 東京都認証ソーシャルファームとは
東京都認証ソーシャルファームとは、自律的な経済活動の下、障害者、ひとり親の方、ひきこもりを経験された方など、
就労に困難を抱える方を全従業員の20％以上雇用する社会的企業で、東京都の認証を受けた事業所です。
これまでに18の認証ソーシャルファームが誕生しています。
（令和４年３月１日現在）
◆ 新たに予備認証事業所を決定
新たにソーシャルファームの創設を目指す事業所（予備認証事業所）として12事業所を決定しました。
※予備認証とは、今後、半年以内に認証基準を満たす事業計画を認証するものです。
※認証した事業所についての詳細は、下記「ソーシャルファームに関するポータルサイト」をご覧ください。
◆ 東京都認証ソーシャルファームへの支援策
東京都認証ソーシャルファームには、(公財)東京しごと財団（ソーシャルファ―ム支援センター）において各種支援を
実施します。
〈事業所の改修経費や就労に困難を抱える方の人件費等への補助〉
創設期の補助
事業所の改修経費等に補助（初年度のみ：補助率2/3)
運営期の補助
事業所賃借料、就労に困難を抱える方の人件費・就労訓練経費、販路開拓費等に補助
（１～２年目：補助率4/5、３～４年目：補助率2/3、５年目：補助率1/2）
〈コンサルティング支援〉
中小企業診断士や社会保険労務士等の専門家が経営や雇用をサポート
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 就業推進課
公益財団法人 東京しごと財団 雇用環境整備課 ソーシャルファーム支援センター

03(5320)4679
03(5211)1600

◆ ソーシャルファームに関するポータルサイトのお知らせ
東京都認証ソーシャルファームの募集に関するご案内のほか、セミナ
ー・イベント等のお知らせや認証ソーシャルファームの事例紹介等を掲
載しています。ぜひご覧ください。
https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/

◆ 中小企業人材スキルアップ支援事業のご案内 ◆
東京都では、中小企業等が従業員に対して実施する職業訓練の取組を支援し、企業における、従業員の職業能力の開発
及び向上を促進することを目的として、スキルアップに係る経費の一部を助成します。
◆ 訓練の内容や実施方法に応じた３つの助成金
助成金名称
職業訓練の実施方法
助成内容

助成額

社内型 スキルアップ助成金

民間派遣型 スキルアップ助成金

集合型の職業訓練

オンラインを活用した職業訓練

中小企業及び団体が従業員に対し
中小企業及び団体が従業員に対して、 中小企業が、民間の教育機関等が提供す
て、民間の教育機関等が提供するｅ
自社内で実施する短時間のOFF-JTに る短時間の集合型の訓練に従業員を派遣
ラーニング等により実施する職業訓
よる職業訓練の経費を助成
して行う職業訓練の経費を助成
練の経費を助成
助成対象受講者１人１時間あたり
730円

受講料等の２分の１
(助成対象受講者１人あたり２万円まで)

社内型と民間派遣型を合計して、１企業あたり100万円まで

◆ 詳細は

オンライン スキルアップ助成金

小規模企業者
受講料等の３分の２
(１企業あたり27万円まで)
それ以外の中小企業等
受講料等の２分の１
(１企業あたり20万円まで)

をご覧ください。

◆ 社内型・民間派遣型スキルアップ助成金
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/kunren-josei/
◆ オンラインスキルアップ助成金
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/skill-up/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)4718

▲社内型・
民間派遣型

▲オンライン
スキルアップ

～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/

❖ 令和４年度前期 技能検定試験のご案内 ❖
技能検定とは、働く上で必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、合格すると「技能士」という国家
資格を与えられます。東京都では、機械加工や防水施工等の技能検定職種について、令和４年度前期技能検定試験を以下
のとおり実施します。
〔職

種〕１・２級39職種、３級16職種、単一等級３職種

技能検定の等級区分

〔受検資格〕実務経験のみの場合、１級は７年以上、２級は２年以上、単一等級
は３年以上の実務経験者(職業訓練受講歴、
学歴等による短縮あり)。
３級は実務経験を有すること(ただし、関連講習を受講した場合を
除く）。
〔受検申込期間〕４月４日(月)～15日(金) ※必着

特級：管理者又は監督者が通常有すべき技
能・知識
１級・単一等級：上級技能者が通常有すべき
技能・知識
２級：中級技能者が通常有すべき技能・知識
３級：初級技能者が通常有すべき技能・知識

〔受検申込方法〕受検申請書等を受付期間内に下記申込み先へ郵送。
※詳しくは、受検案内をご確認ください。※受検案内・申請書の配布もこちらです。
〔受検申込み先〕東京都職業能力開発協会 〒101-8527 千代田区内神田1-1-5-5階

03(6631)6052

http://www.tokyo-vada.or.jp/
03(5320)4717

【事業全般に関する問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

❖「東京みらいの名工育成プログラム」受講者募集

申込期間 ４月１日(金)〜30日(土)

❖

「東京みらいの名工育成プログラム」とは、業界をけん引する技能者を対象に、技能向上への意識醸成と後進への指導の
取組を支援する講習です。令和４年度は以下のとおり実施します。
コース名

金属塗装

機械加工

建築配管

受講対象者

都内の中小企業等に勤務する技術者で、自らの技能及び指導力の向上を目指す意思がある方。
原則として、各コースに対応する技能検定２級程度の技能を有する方。所属企業の推薦が必要です。

講習内容

指導経験豊富な熟練技能者が指導し、技能継承はもちろんのこと、体系的・論理的な指導技法を体験することが
できます。講習の後半には、講習の成果を確認するための課題製作を行い、成績優秀者には、
「東京みらいの名
工」の称号が付与されます。

受講日程
実 施

校

定

員

５月21日～６月25日の
土曜日(全６回)

６月11日～７月16日の
土曜日(全６回)

６月11日～７月16日の
土曜日(全６回)

城東職業能力開発センター

城南職業能力開発センター大田校

多摩職業能力開発センター

5名

5名

5名

受 講 料

16,200円(他に教科書を各自購入。別途、任意加入の傷害保険があります)

申込期間

４月１日(金)～30日(土)

申 込 先

所定の「受講申込書」
（
込みください。

からダウンロード可）を各コースの実施校へ直接お持ちいただくか、郵送にてお申

※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/monodukuri/keisho/meikouikusei/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)4719

❖ 【東京都建設人材育成事業】 技能検定 とび (１級) 受検対策 (学科) のご案内 ❖
建設技能労働者の人材育成を図るため、建設現場で求められる資格の取得等を目的とした講習です。在職者向けの訓練
となります。
〔講習内容〕足場の組立て・解体、鉄骨建て方等に関する施工法、材料、建築構造、関係法規、安全衛生等を学習します。
〔対

象〕当該訓練科に関する１級技能検定の受検資格を有する方

〔授 業 料〕1,600円(教科書代別途)
〔講 習 日〕６月12日(日)、19日(日)、26日(日)
〔申 込 み〕４月１日(金)～10日(日)に、往復はがき・

のいずれかにて、必要事項を記入の上、中央・城北職業能力開

発センターへお申込みください。※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/kensetsu/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

03(5320)4719
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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/

◆ 2022年度 労働基準監督官採用試験のお知らせ ◆
〔受験資格〕
•1992(平成４)年４月２日～2001(平成13)年４月１日生まれの者
•2001(平成13)年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大学を卒業した者及び2023(令和５)年３月までに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者
〔採用予定者数〕◆ 労働基準監督Ａ(法文系)・約185名

◆ 労働基準監督Ｂ(理工系)・約40名

〔インターネット受付期間〕３月18日(金)９時～４月４日(月)【受信有効】※申込みはインターネットにより行ってください。
◆ インターネット申込用受験案内URL https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/jyukennannnai/jyukennannnai_rouki.pdf

◆ インターネット申込専用URL

https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

〔試験日程〕
① 第１次試験(択一式、記述式試験）
：６月５日(日)９時(受付開始）９時30分(試験開始)～18時５分(試験終了）
※合格者発表日：６月28日(火)９時
② 第２次試験(人物試験）：7月12日(火)・13日(水)・14日(木)
※上記３日間のうち、第１次試験合格通知書で指定する日時（原則として、日時の変更は認められません。
）
※最終合格者発表日：８月16日(火)９時
③ 合格発表後の採用面接：８月下旬頃
※採用を希望する都道府県労働局（第１希望）での採用面接
※第１希望の労働局で採用に至らなかった場合、第２希望以下の労働局で採用面接
詳細は、厚生労働省

「労働基準監督官採用試験」で検索)をご覧ください。
(

https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kantokukan.html
【問合せ先】東京労働局 総務部 総務課 人事第２係

03(3512)1600

家内労働委託者の方へ

～ ｢委託状況届｣ は４月30日までに忘れず提出してください ～
家内労働者に仕事（内職等）を委託(家内労働法に規定する委託に限る。
)している場合は、家内労働法における「委託者」
となりますので、毎年４月１日現在の家内労働者数や委託内容等を「委託状況届」に記入し、４月30日までに所轄労働基
準監督署を経由して、都道府県労働局長に提出することが義務付けられています。
家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて本人又は同居の家族だけで他人を使わず、物の製造・加工
を行い、工賃を得ている人をいいます。したがいまして、宛名書き等のような事務代行、あるいはホームページ
の構築など物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。
【問合せ先】東京労働局 労働基準部 賃金課

03(3512)1614

◆ 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）
0120(232)865 ◆
：03(6260)7295 ◆
：tokyo@task-work.com
◆ 電話：
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

～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/









 〔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) 




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




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

QRコードからも


アクセスできます
 ※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職業訓練窓口まで。







◆ 求職者支援訓練のご案内 ◆

▲

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６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。 ②③④原則30歳未満で、就業経験が無いまたは少ない方。
〔実 施 校〕①②城東。③多摩。④城東及び多摩。
〔定
員〕①②③各10人。④５人。
〔選
考〕①②③５月13日(金)。④５月16日(月)。
〔申 込 み〕①②③４月６日(水)～５月６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。
④４月14日(木)～５月12日(木)に城東又は多摩職業能力開発センターへ。
〔授 業 料〕無料。※教科書・作業服代等は自己負担。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/annai/
03(3605)6140
【問合せ先】①②④城東職業能力開発センター
042(500)8700
③④ 多摩職業能力開発センター

◆ 職業能力開発センター キャリアアップ講習４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〕公害防止管理者(水質関係第４種)受験対策、Officeソフトによるデータ活用法、造園石材の施工、
CAD製図(建築)(Jw_cad)【初学者対象】等57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1,000円～6,500円(他に教科書を各自購入)
でお申込みできます。
〔申 込 み〕４月１日(金)～10日(日)に、往復はがき又は
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/
03(5320)4719
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課

◆ 職業能力開発センター等 講師募集 ◆
〔募集科目〕マルチプリンティング、パソコングラフィック、介護福祉用具、溶接、電気設備技術
〔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〕４月中旬
〔選考人数〕10人程度
〔選考方法〕面接・能力実証等
〔任用期間〕令和４年５月１日～令和５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〕３月25日(金)から４月８日(金)17時まで
で入手)を各職業能力開発センター等へ郵送、
〔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
(TOKYOはたらくネット)をご覧ください。
持参もしくはメール(必着)。詳細は
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/topic/kousi/
03(5320)4702
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 調整課

▲東京テレワーク
推進センター

▲TOKYO
テレワークアプリ

とうきょうの労働 令和4年(2022年)3月25日 第1395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

〜 歳

30

就活エクスプレス
54 (適職探索コース）

内

容

日

時

会

場

定員

申 込 先

グループワークを通して自己理解・職種
アリビオ
５月９日(月)
理解を深め、キャリアの方向性を考える。
九段９階 25人 ミドルコーナー
～13日(金)
早期に正社員就職を目指す5日間の短期
(九段北
(選考有)
03(3239)3821
９時30分～15時30分
集中プログラム。
1-6-1)

◆ 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。）
令和５年卒業

および既卒３年以内

対象

概ね 歳以下

29

講習･セミナー名

内

容

日

時

会 場

京王
当日は新卒採用に積極的な企業23社 ４月13日(水)
プラザ
程度が参加し、説明を聞くことがで 13時～16時30分
ホテル
きます。
(受付時間：12時30分～)
八王子

合同企業説明会
in 八王子

全
年
齢
女 性

042(329)4524

30人

042(329)4510

４月15日(金)
20人
就職面接会の事前対策セミナーです。 10時～12時
(受付時間：９時30分～) たましん
RISURU
当日は８社程度の企業が参加予定。
４月15日(金)
ホール
履歴書(写真貼付)を複数枚ご用意の
50人
13時～16時
上ご参加ください。
程度
(受付時間：12時30分～15時)
４月１日(金)予約開始。

042(329)4524

私らしく働くための第一歩
アキシマ
４月21日(木)
自己理解とわたしの強み発見セミナー
エンシス
10時～12時
※託児有(要予約）
(受付時間：９時30分～) 校舎棟
※個別相談有(要予約)

042(529)9003

参加企業４社全てのブースをまわり、

験も開催。

就職面接会
in 立川
女性再就職
準備セミナー ＆
個別相談会
in あきしま

申 込 先

100人

東京
しごと
センター
(受付時間：11時30分～)
多摩
４月28日(木)

若者と企業の交流会 面接では聞けないことも気軽に質問
12時～16時10分
できます。後日、企業見学会・職場体
in 国分寺
面接会直前対策
セミナー in 立川

定員

40人









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。






●養成講座：第１回 ４月18日(月)・25日(月) 10時～17時／Web配信／定員25人


●企業向け体験型説明会：４月19日(火)
10時～11時30分／Web配信／定員50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

原油価格の高騰等で離職を余儀なくされた方々のための ｢就職特別相談窓口｣ を開設しました
対 象 者：ウクライナ情勢に係る原油価格の高騰等で離職を余儀なくされた方など
支援内容：○就職支援アドバイザーによるキャリアカウンセリングや職業紹介 ○再就職に向けた支援プログラムの案内
開設場所：東京しごとセンター（千代田区飯田橋3-10-3）

03(5213)5013

https://www.tokyoshigoto.jp/important/detail/notice_7871.html
開 所 日：月曜日から土曜日まで（日曜日・祝日は休み）
開所時間：平日 ９時から20時まで
公正な採用選考のために〜

土曜日 ９時から17時まで

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/

