
◆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
対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申 込 先

30
〜
54
歳

就活エクスプレス
（適職探索コース）
オンライン体験型

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。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。
（３日目はオンライン）

8月1日（月）～8月5日（金）
9時30分～15時30分

アリビオ九段9階 
(九段北1-6-1)

25人 
(選考有)

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、正社員として働き続
けるための様々な能力を身につけるプログラ
ム。採用後の定着支援も実施。

8月8日（月）～9月30日（金） 
9時30分～16時30分

西新宿ビル４階
（西新宿7-7-29）

20人 
(選考有)

東京しごと塾
事務局 

03(3221)5871
～ウィズコロナで「働
く形」が大きく変化す
る今～
あなたらしいキャリア
のつくり方を考えてみ
ましょう！

ウィズコロナの状況で、仕事の内容と雇用の
形など「働き方」の大きな変化が予想されて
います。自分の納得できるキャリアの方向性
を考えるヒントをお伝えします。

7月13日（水） 
13時30分～15時30分

東京しごと
センター 100人 ミドルコーナー 

03(3265)8904

◆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。）
対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申 込 先

概
ね 

55
歳
以
上

合同就職面接会
当日は 20 社程度 ( 各部 10 社程度 )
の企業が参加予定。
履歴書 ( 写真貼付 ) を複数枚ご用意の
上ご参加ください。

7月5日(火)
第1部：10時～12時30分

（受付時間：9時30分～11時30分)
第2部：14時～16時30分

（受付時間：13時30分～15時30分)

東京しごと
センター多摩

各部 
50人 
程度

042(329)4524
全
年
齢

面接会事前対策セミナー
in 国立 就職面接会の事前対策セミナーです。

7月8日(金)
 14時～16時

（受付時間：13時30分～）
くにたち福祉会館 30人

就職面接会 in 日野
当日は 12 社程度の企業が参加予定。
履歴書 ( 写真貼付 ) を複数枚ご用意の
上ご参加ください。7 月 1 日 ( 金 ) 予
約開始。

7月15日（金）
13時～16時

（受付時間：12時30分～15時）

日野市立
新町交流センター

50人 
程度

面接会事前対策セミナー
in 武蔵村山 就職面接会の事前対策セミナーです。

7月22日(金) 
14時～16時

（受付時間：13時30分～）
緑が丘ふれあい
センター 20人

面接会直前対策セミナー
in 東村山

就職面接会の直前対策セミナーです。
※託児有 ( 要予約 )

7月25日(月) 
14時～16時

（受付時間：13時30分～）

東村山市
市民ステーション
サンパルネ

30人

就職面接会 in 武蔵村山
当日は 10 社程度の企業が参加予定。
履歴書 ( 写真貼付 ) を複数枚ご用意の
上ご参加ください。7 月 11 日 ( 月 )
予約開始。

7月27日（水）
13時～16時

（受付時間：12時30分～15時）
緑が丘ふれあい
センター

50人 
程度

女
性

女性再就職準備セミナー
＆個別相談会 in 東久留米

心を整えて就活へふみ出そう！
女性のための「マインドフルネス」講座
※託児有 ( 要予約 )

7月19日(火)
10時～12時
(受付時間：9時30分～)

東久留米市役所 40人 042(529)9003

TOPICSTOPICS

東京都は、出産や育児などにより離職をされた女性の再就職と、家庭と仕事の両立を支援しています。
今年度より、これまでマッチングイベントとして実施してきた「レディGO！Project」を、リニューアルし、「オンライン
による就職準備セミナーやカウンセリング」と、「都内各地でのマッチングイベント」を組み合わせた女性応援プログラム
「レディGO！Project プラス」として、開催します。

【オンライン就職準備セミナー・カウンセリング】
再就職をお考えの女性を対象に、仕事と子育ての両立のヒントや再就職に向けた不安の解消法などを学べるオンライン
セミナーを配信します。ご自身の都合の良い時間にご覧いただくことができます。

【都内各地でのマッチングイベント】　（東京労働局との共催５回・その他１回）
子育てママに協力的な企業との合同就職面接会を開催します。

※会場では、面接対策等の就職活動に役立つ各種セミナーを開催し、マザーズ
ハローワークや女性しごと応援テラスによる相談ブースもご用意しています。

配信スケジュール
【第１回・第２回】
山口もえの「私のレディGO！」

（６月27日・７月4日配信開始）
【第３回・第４回】
紫帆の「私のレディGO！」

（９月下旬配信予定）
【第５回・第６回】
本間朝子の「私のレディGO！」

（11月下旬配信予定）
　この他、子育てママ必見の就職に役
立つセミナー（メイクアップ、世代間
ギャップ、時短料理等）を配信します。

東京都産業労働局雇用就業部

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/

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。
※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/）（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。
※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。

←東京しごと
　センター

東京しごと
センター
多摩→

＜著名人によるセミナー＞

とうきょうの労働　令和4年（2022年）6月24日　第1398号

子育てママの再就職を応援します！

山口 もえさん
（タレント）

紫帆さん
（YouTuber）

本間 朝子さん
（知的家事プロデューサー）

再就職を希望する
女性

オンラインセミナー

キャリアコンサルタントによる
カウンセリング支援

都内各地での
マッチングイベント

（全�回）
就職

第�回

第�回

第�回

７月��日（火）

��月��日（金）

��月��日（金）

開催日 会　場

池袋サンシャインシティ 展示ホールA-�

ベルサール秋葉原 ２F HALL

新宿エルタワー サンスカイルーム

※詳細は、公式 HP（https://readygo-plus.metro.tokyo.lg.jp/）をご覧ください。
【問合せ】事務局　　03（6272）5045

��月上旬予定

１月下旬予定

２月下旬予定

第�回

第�回

第�回

開催日

【相談の対象】 障害のある方・関係者（ご家族・支援機関等）・企業
【相談方法】    来所相談・電話相談・オンライン相談
    ※相談はすべて予約制です。（資料の閲覧は予約不要）
◆一般相談

障害のある方の就職活動や企業の障害者雇用などについ
て、それぞれの状況やご希望に応じてご相談いただけます。

　(月)～(金)9時～17時　※相談は１回あたり最大１時間　

◆各種専門相談
●障害者テレワークの専門家への相談
　 障害のある方のテレワーク導入や支援機器の活用など
　 毎週(火)13～17時　※相談は複数回可能（1回あたり最大1時間）
●社会保険労務士等への相談
　 障害年金や就業規則の整備など
　 毎週(木)13～17時　※相談は一人・一企業１回限り（最大１時間）

障害者雇用就業サポートデスクからのお知らせ
(令和4年度より名称変更しました。旧 障害者就業支援情報コーナー）

(公財）東京しごと財団 東京しごとセンター
10階

【問合せ先】障害者雇用就業サポートデスク 　　03（5211）5462　※土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み
　詳しくはHP　　　 https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/yourself_supporter/information_corner.html

女性の再就職を応援！　東京しごとセンターがあなたの街にやってくる！
　～女性しごと応援キャラバン～都内各地で開催中！　　　  詳しくはHP　　　  https://josei-caravan.jp/

NEW NEW

働き方改革や育児と仕事の両立推進等の施策紹介
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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/

「パートタイマーに関する実態調査」 結果報告
東京労働局からのお知らせ
ものづくり・匠の技の祭典2022の開催
障害者雇用就業サポートデスクからのお知らせ
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令和3年度中小企業労働条件等実態調査

27.4%

49.6%

33.7%

20.3%

19.5%

9.3%

14.9%

9.9%

5.9%

26.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

基本給

賞与

退職金
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休暇制度
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福利厚生

教育訓練の機会

その他

不合理な待遇の差があるとは思わない

不合理な待遇の差があると感じる点【複数回答】(n=558)

「働き方改革」の知識や実践テクニックを学べる全14種類の無料の講座です。（ライブ配信、オンデマンド配信、集合型）
7月6日（水）開講予定の第２回講座では、「非正規雇用労働者の働き方改革」や「男性育休」についても解説します。
［受講対象者］　　都内中小企業等の経営者や人事労務担当者　（その他要件あり）
［第２回講座］　　働き方改革に関連する法令改正の動向、生産性向上などをテーマとした８講座を
　　　　　　　　オンラインライブで実施します。
　　　　　　　　（その他、お好きな時間に講座をご視聴可能なオンデマンド配信講座６講座もご用意） 
　　　　　　　　※第3回も申込受付中。講座スケジュールは順次サイトに掲載します。

　令和２年４月１日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合
理な待遇差が禁止されました（中小企業における適用は令和３年４月1日から）。併せて「同一労働同一賃金ガイドライン」が
施行され、雇用形態や就業形態に関わらない公正な待遇の確保が目指されています。
　こうした動向を踏まえ、東京都では、令和３年度はパートタイマーの労働条件の実態、企業の対応状況、労使双方の意識等
を把握するための調査を実施しました。本調査の結果のポイントをご紹介します。

　東京都は、就労を希望するウクライナ避難民の方や、採用を検討している都内中堅・中小企業を対象に、就労に関する相談
をワンストップで受け付ける「東京都ウクライナ避難民等就労相談窓口」を開設し、避難民の方の東京での活躍をきめ細かく
サポートします。

◇【従業員調査】７割（69.2％）のパートタイマーが
　正社員との間に不合理な待遇差があると回答

　待遇差の上位は、「賞与」で49.6％、「退職金」で
33.7％、「基本給」27.4％の順。「不合理な待遇の
差があると思わない」は26.9％だった。

◇【従業員調査】 業務の内容及び責任の程度が同じ
　正社員がいると回答したパートタイマーの半数
　が「賃金水準が低く、納得していない」と回答

　職場に「業務の内容及び責任の程度が同じ正社
員がいる」と回答したパートタイマーは22.6％であり、そのうち50.8％が「賃金水準が低く、納得して
いない」と回答した。

◇【事業所調査】３割の事業所が直近５年間に正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくす
　ための取組を実施

　パートタイマーを雇用している事業所のうち、直近５年間に正社員とパートタイマーとの間の不合
理な待遇差をなくすための取組を「実施した」のは29.6％であり、「実施する予定である」は11.5％で
あった。「待遇差に関する点検を行い、不合理な待遇差がないことを確認した」は32.9％、「実施していな
い」は23.9％であった。

◇【事業所調査】 正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくすための取組で最も多いのは
　　「休暇制度の見直し」

　実施済み又は実施予定の具体的な取組については、回答割合が多い順に、「休暇制度の見直し」（44.5
％）、「待遇差に関する根拠の明確化」（41.7％）、「正社員への転換制度の導入・見直し」（36.5％）、「基本
給の引き上げ・算定方法の変更」（36.0％）であった。

　人口減少社会においては、人材の確保や生産性の向上
に向け、企業が育児・介護や病気治療と仕事との両立支援
の推進など、従業員が働きやすい職場環境を整備するこ
とが重要です。このため東京都では、働きやすい職場環境
づくりに取り組む中小企業等に対し、奨励金を支給する
ことで、その取組を支援しています。
［対　象］　都内で事業を営んでいる中小企業等
［対象となる取組］　奨励金の対象となるのは、次の３コ
ースで、実施するコースや事業の組み合わせも可能です。
　取組終了後、合計100万円の範囲内で奨励金の支給を
受けることができます。
　（A）育児と仕事の両立推進コース
　（B）介護と仕事の両立推進コース
　（C）病気と仕事の両立推進コース

事業の詳細はホームページ 
https://www.hataraku.metro.tokyo.
lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/

【問合せ】
東京都労働相談情報センター　　03（5211）2248

「社会保険労務士」などの資格を持つ相談員が、電話やメールで「働き方改革」を推進する上での様々なお悩みに回答します。
ちょっとした疑問から具体的なお問い合わせまで、すべて無料でご相談いただけます。
［フリーダイヤル］　　　0120（388）038　［受付時間］　平日9時から17時
なお、ホームページ内の相談フォームからもお受けしています。
　　　https://tokyohatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/consultation/

❖ 育児介護休業法の改正を受け　　
　　支援規模を大幅拡大しました！❖ 
～働きやすい職場環境づくり推進奨励金～ 　企業においてより多くの女性が活躍していけるよう、

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定支援や、管理職
を目指す女性向けのスキル習得支援、キャリアアップに
ついて考えるセミナー、企業経営者や男性管理職を対象
とした研修、個別メンタリングやコンサルティングなど、
12の支援プログラムを開催します。(オンラインまたは集
合方式）すべて参加無料ですので、ぜひこれから企業の取
組推進にご活用ください。
～プログラムの例～
＜行動計画の策定支援等＞
　・スタートアップ研修　・行動計画策定支援研修
　・フォローアップコンサルティング（行動計画策定支援）
＜女性従業員のスキルアップ・意識づけ＞
　・キャリアアップに一歩踏み出す女性のための
　 オンラインセミナー
　・学び・つながり・広がるキャリアアップのための
　 ワークショップ
詳しくはホームページ
　　https://www.josei-jinzai.metro.tokyo.lg.jp/

【問合せ】運営事務局　　03（6734）1347
　　　　 （受付時間：平日10：00～17：00）

❖ 企業における女性活躍を推進します！❖ 
～女性従業員のキャリアップ応援事業～

詳細は東京都働き方改革促進事業サイト　　　https://tokyohatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/seminar/

「パートタイマーに関する実態調査」結果報告

❖ TOKYO「働き方改革、ライフ・ワーク・バランス」相談窓口　相談受付中！❖ 

＜調査時点　令和3年10月1日＞

東京都の働き方改革、育児と仕事の両立推進等、女性活躍の推進の施策をご紹介します。

❖ 働き方改革に取り組む都内の中小企業等をサポートします！ ❖
～働き方改革集中講座～申込受付中！

労働相談情報センターでは、職場のトラブル等の相談を受付けています。
東京都ろうどう１１０番　　0570（00）6110　
※令和５年３月 31 日まで携帯からのナビダイヤル通話料を３分 10 円としています。

労働相談

のご案内

調査結果のポイント

■ウクライナ避難民の方々の就労を支援します■

調査結果の詳細は下記ページでご覧になれます。
　　   https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/jouken/

【問合せ】労働相談情報センター相談調査課　　03（3265）6110

■東京都ウクライナ避難民等就労相談窓口　詳しくは　　　https://tir-navicenter.metro.tokyo.lg.jp/
このほか、ウクライナ避難民の方を雇用するソーシャルファームを後押しし、雇用の促進を図ります。テレワーク
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令和3年度中小企業労働条件等実態調査
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不合理な待遇の差があるとは思わない

不合理な待遇の差があると感じる点【複数回答】(n=558)

「働き方改革」の知識や実践テクニックを学べる全14種類の無料の講座です。（ライブ配信、オンデマンド配信、集合型）
7月6日（水）開講予定の第２回講座では、「非正規雇用労働者の働き方改革」や「男性育休」についても解説します。
［受講対象者］　　都内中小企業等の経営者や人事労務担当者　（その他要件あり）
［第２回講座］　　働き方改革に関連する法令改正の動向、生産性向上などをテーマとした８講座を
　　　　　　　　オンラインライブで実施します。
　　　　　　　　（その他、お好きな時間に講座をご視聴可能なオンデマンド配信講座６講座もご用意） 
　　　　　　　　※第3回も申込受付中。講座スケジュールは順次サイトに掲載します。

　令和２年４月１日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合
理な待遇差が禁止されました（中小企業における適用は令和３年４月1日から）。併せて「同一労働同一賃金ガイドライン」が
施行され、雇用形態や就業形態に関わらない公正な待遇の確保が目指されています。
　こうした動向を踏まえ、東京都では、令和３年度はパートタイマーの労働条件の実態、企業の対応状況、労使双方の意識等
を把握するための調査を実施しました。本調査の結果のポイントをご紹介します。

　東京都は、就労を希望するウクライナ避難民の方や、採用を検討している都内中堅・中小企業を対象に、就労に関する相談
をワンストップで受け付ける「東京都ウクライナ避難民等就労相談窓口」を開設し、避難民の方の東京での活躍をきめ細かく
サポートします。

◇【従業員調査】７割（69.2％）のパートタイマーが
　正社員との間に不合理な待遇差があると回答

　待遇差の上位は、「賞与」で49.6％、「退職金」で
33.7％、「基本給」27.4％の順。「不合理な待遇の
差があると思わない」は26.9％だった。

◇【従業員調査】 業務の内容及び責任の程度が同じ
　正社員がいると回答したパートタイマーの半数
　が「賃金水準が低く、納得していない」と回答

　職場に「業務の内容及び責任の程度が同じ正社
員がいる」と回答したパートタイマーは22.6％であり、そのうち50.8％が「賃金水準が低く、納得して
いない」と回答した。

◇【事業所調査】３割の事業所が直近５年間に正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくす
　ための取組を実施

　パートタイマーを雇用している事業所のうち、直近５年間に正社員とパートタイマーとの間の不合
理な待遇差をなくすための取組を「実施した」のは29.6％であり、「実施する予定である」は11.5％で
あった。「待遇差に関する点検を行い、不合理な待遇差がないことを確認した」は32.9％、「実施していな
い」は23.9％であった。

◇【事業所調査】 正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくすための取組で最も多いのは
　　「休暇制度の見直し」

　実施済み又は実施予定の具体的な取組については、回答割合が多い順に、「休暇制度の見直し」（44.5
％）、「待遇差に関する根拠の明確化」（41.7％）、「正社員への転換制度の導入・見直し」（36.5％）、「基本
給の引き上げ・算定方法の変更」（36.0％）であった。

　人口減少社会においては、人材の確保や生産性の向上
に向け、企業が育児・介護や病気治療と仕事との両立支援
の推進など、従業員が働きやすい職場環境を整備するこ
とが重要です。このため東京都では、働きやすい職場環境
づくりに取り組む中小企業等に対し、奨励金を支給する
ことで、その取組を支援しています。
［対　象］　都内で事業を営んでいる中小企業等
［対象となる取組］　奨励金の対象となるのは、次の３コ
ースで、実施するコースや事業の組み合わせも可能です。
　取組終了後、合計100万円の範囲内で奨励金の支給を
受けることができます。
　（A）育児と仕事の両立推進コース
　（B）介護と仕事の両立推進コース
　（C）病気と仕事の両立推進コース

事業の詳細はホームページ 
https://www.hataraku.metro.tokyo.
lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/

【問合せ】
東京都労働相談情報センター　　03（5211）2248

「社会保険労務士」などの資格を持つ相談員が、電話やメールで「働き方改革」を推進する上での様々なお悩みに回答します。
ちょっとした疑問から具体的なお問い合わせまで、すべて無料でご相談いただけます。
［フリーダイヤル］　　　0120（388）038　［受付時間］　平日9時から17時
なお、ホームページ内の相談フォームからもお受けしています。
　　　https://tokyohatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/consultation/

❖ 育児介護休業法の改正を受け　　
　　支援規模を大幅拡大しました！❖ 
～働きやすい職場環境づくり推進奨励金～ 　企業においてより多くの女性が活躍していけるよう、

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定支援や、管理職
を目指す女性向けのスキル習得支援、キャリアアップに
ついて考えるセミナー、企業経営者や男性管理職を対象
とした研修、個別メンタリングやコンサルティングなど、
12の支援プログラムを開催します。(オンラインまたは集
合方式）すべて参加無料ですので、ぜひこれから企業の取
組推進にご活用ください。
～プログラムの例～
＜行動計画の策定支援等＞
　・スタートアップ研修　・行動計画策定支援研修
　・フォローアップコンサルティング（行動計画策定支援）
＜女性従業員のスキルアップ・意識づけ＞
　・キャリアアップに一歩踏み出す女性のための
　 オンラインセミナー
　・学び・つながり・広がるキャリアアップのための
　 ワークショップ
詳しくはホームページ
　　https://www.josei-jinzai.metro.tokyo.lg.jp/

【問合せ】運営事務局　　03（6734）1347
　　　　 （受付時間：平日10：00～17：00）

❖ 企業における女性活躍を推進します！❖ 
～女性従業員のキャリアップ応援事業～

詳細は東京都働き方改革促進事業サイト　　　https://tokyohatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/seminar/

「パートタイマーに関する実態調査」結果報告

❖ TOKYO「働き方改革、ライフ・ワーク・バランス」相談窓口　相談受付中！❖ 

＜調査時点　令和3年10月1日＞

東京都の働き方改革、育児と仕事の両立推進等、女性活躍の推進の施策をご紹介します。

❖ 働き方改革に取り組む都内の中小企業等をサポートします！ ❖
～働き方改革集中講座～申込受付中！

労働相談情報センターでは、職場のトラブル等の相談を受付けています。
東京都ろうどう１１０番　　0570（00）6110　
※令和５年３月 31 日まで携帯からのナビダイヤル通話料を３分 10 円としています。

労働相談

のご案内

調査結果のポイント

■ウクライナ避難民の方々の就労を支援します■

調査結果の詳細は下記ページでご覧になれます。
　　   https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/jouken/

【問合せ】労働相談情報センター相談調査課　　03（3265）6110

■東京都ウクライナ避難民等就労相談窓口　詳しくは　　　https://tir-navicenter.metro.tokyo.lg.jp/
このほか、ウクライナ避難民の方を雇用するソーシャルファームを後押しし、雇用の促進を図ります。テレワーク
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◆ 職業能力開発センター10月入校生募集 ◆

東京都立職業能力開発センターからのお知らせ

【普通課程】   ◇１年/精密加工(原則35歳以下)、３D C A D・C A M
【短期課程】　①一般 ：◇６か月/板金溶接、マンション改修施工、メディアプロモーション等25科目
　　　　　　②若年者向け : ◇１年/U-30(溶接、トータルペイント、建築塗装)　
　　　　　　　　　　　　　◇４か月/エンジニア基礎養成、電気制御基礎養成
　　　　　　③高年齢者向け ：◇６か月/設備保全、電気設備管理等6科目　◇３か月/施設警備等4科目

〔選　　考〕　８月23日（火）、24日（水）、25日（木）のいずれか。
〔申 込 み〕　８月5日（金）まで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。
〔授 業 料〕　普通課程は有料。短期課程は無料。※教科書・作業服代等は自己負担。   
　※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。 　  

ハローワーク×東京しごと財団　「第１回正社員就職！合同企業面接会」

◆「賃金構造基本統計調査」ご協力のお願い◆　－毎年７月に実施しています－
　賃金構造基本統計調査は、厚生労働省が主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにすることを目的として全
国的に実施しているもので、毎年６月（一部は前年１年間）の状況を調査しています。調査結果は、各企業、団体等における
賃金決定のみならず労務管理等の資料として広く利用されているほか、最低賃金の決定、損害賠償請求訴訟における逸失
利益の算定等の各種施策の基礎資料として必須のものとなっております。
　調査対象の事業所には､たいへんお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
　なお、令和３年以前の賃金構造基本統計調査の結果は、
　厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html）に掲載されています。

経験者も未経験者も歓迎！次の時代を見据え、採用に意欲的な企業が集合！経営陣と直接話ができるチャンスです。
［主　　催］　東京労働局・東京都産業労働局・(公財)東京しごと財団
［開催日時］　令和４年７月７日(木)　午前の部10:00～12:20　午後の部14:00～16:20
［会　　場］　東京しごとセンター地下2階講堂　東京都千代田区飯田橋3－10－3
［対　　象］　就職活動中の方(※学生は参加出来ません)
［申込方法］　事前予約制(先着順)　※合同企業面接会ホームページから予約申込をしてください。
【問合せ先】　中小企業人材確保総合サポート事業運営事務局　　03(6734)1462
　　　　　　（受付時間：平日9時～17時）　　　https://tokyoshigoto-kigyou.jp/gomen/

ものづくり・匠の技の祭典2022の開催～匠の技を見て・さわって・体験しよう～

　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３年ぶりにリアルで開催し
ます。衣・食・住・工のさまざまな分野における優れた技の実演や体験プログラム等、来場者の方が五感で体感できるコンテ
ンツを多数用意しております。ぜひ、ご来場ください

［日　時］　2022年８月５日（金）～７日（日）午前10時から午後６時まで　
　　　　　※ただし、最終日は午前10時から午後5時まで

［会　場］　東京国際フォーラム　ホールＥ（地下２階）・ロビーギャラリー（地下１階）
　　　　　（東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）

［内　容］　衣・食・住などの多様な匠の技の実演ステージパフォーマンス
　　　　　匠の技や伝統工芸、最先端のものづくり技術の展示・実演等
　　　　　また、匠の技を見るだけでなく、体験することもできます。
　　　　　※体験プログラムは事前申込みが必要です。（7月よりホームページで事前予約の受付開始）

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のご案内
  ～ 令和４年４月創設　経費助成率最大75％　賃金助成額最大960円/1時間 ～

　事業主等が雇用する労働者に対して、ＩＴ分野未経験者訓練、高度デジタル分野の人材育
成訓練、定額制の研修サービスなど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。 ▶厚生労働省

　ホームページ

【問合せ先】労働基準部 賃金課　　03（3512）1614

詳しくは　祭典ホームページ　　　　https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/

　　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/annai/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課　　03（5320）4716

【問合せ先】雇用環境・均等部 指導課

【問合せ先】助成金事務センター助成金第3係 　　03（5332）6925

　東京労働局では、都内の大学生等を対象として、特に多
くの新入学生がアルバイトを始める４月から７月までの
間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした
キャンペーンを実施しています。わかりやすいリーフレ
ットの配布や大学等での出張相談などを実施します。

【キャンペーンの概要】　
１ 実施期間  
　令和４年４月１日から７月31日まで
２ 重点的に呼びかける事項
 (1)労働条件の明示
 (2)シフト制労働者の適切な雇用管理
 (3)労働時間の適正な把握
 (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの
　　控除の禁止
 (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を
      定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
３ 主な取組内容
 (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
 (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
 (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されてい

る総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設
置し、学生からの相談に重点的に対応 

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャンペーンを実施中

～学生アルバイト等のトラブル防止のために～
　東京都内の中小企業・小規模事業者様へ向けて、「働き
方改革」に関するご相談窓口を無料でご用意しています。
働き方の見直しや労務管理のお悩み解決に向けて社会保
険労務士等がサポートいたします。（東京労働局委託事業）

支援メニュー
①電話/メール/相談ブースでのご相談
②企業訪問によるコンサルティング
③セミナー・講習会等の支援

　オンライン対応も可能です。
　まずは一度ご連絡ください！

【相談内容例】
◆長時間労働の見直し　　　◆就業規則・36協定等の整備
◆テレワークの導入・推進　  ◆助成金について
◆ハラスメント防止措置　   ◆各種法改正への対応

◆所在地 ：〒100-0006　
　東京都千代田区有楽町1-10-1有楽町ビル615
◆最寄り駅：JR有楽町駅、東京メトロ日比谷駅
◆電　話 ：0120（232）865　
◆ＦＡＸ ：03（6206）3147　
◆メール ：hk13@mb.langate.co.jp
　　 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

東京働き方改革推進支援センターを
ご利用ください！

「アルバイトの労働　
　条件を確かめよう！」

キャラクター
「たしかめたん」

◆ 職業能力開発センター　キャリアアップ講習7月受付 ◆
※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等のための短期講習～

祭典サポーター
山之内すずさん（タレント/女優）

〔講習内容〕　３次元CAD（Inventor）【初級】、２級管工事施工管理技士（一次）受験対策、応用情報技術者試験受験対策
等51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〕　７月１日（金）～10日（日）に、往復はがき又はホームページ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

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/

とうきょうの労働　令和4年（2022年）6月24日　第1398号 ～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/



◆ 職業能力開発センター10月入校生募集 ◆

東京都立職業能力開発センターからのお知らせ

【普通課程】   ◇１年/精密加工(原則35歳以下)、３D C A D・C A M
【短期課程】　①一般 ：◇６か月/板金溶接、マンション改修施工、メディアプロモーション等25科目
　　　　　　②若年者向け : ◇１年/U-30(溶接、トータルペイント、建築塗装)　
　　　　　　　　　　　　　◇４か月/エンジニア基礎養成、電気制御基礎養成
　　　　　　③高年齢者向け ：◇６か月/設備保全、電気設備管理等6科目　◇３か月/施設警備等4科目

〔選　　考〕　８月23日（火）、24日（水）、25日（木）のいずれか。
〔申 込 み〕　８月5日（金）まで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。
〔授 業 料〕　普通課程は有料。短期課程は無料。※教科書・作業服代等は自己負担。   
　※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。 　  

ハローワーク×東京しごと財団　「第１回正社員就職！合同企業面接会」

◆「賃金構造基本統計調査」ご協力のお願い◆　－毎年７月に実施しています－
　賃金構造基本統計調査は、厚生労働省が主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにすることを目的として全
国的に実施しているもので、毎年６月（一部は前年１年間）の状況を調査しています。調査結果は、各企業、団体等における
賃金決定のみならず労務管理等の資料として広く利用されているほか、最低賃金の決定、損害賠償請求訴訟における逸失
利益の算定等の各種施策の基礎資料として必須のものとなっております。
　調査対象の事業所には､たいへんお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
　なお、令和３年以前の賃金構造基本統計調査の結果は、
　厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html）に掲載されています。

経験者も未経験者も歓迎！次の時代を見据え、採用に意欲的な企業が集合！経営陣と直接話ができるチャンスです。
［主　　催］　東京労働局・東京都産業労働局・(公財)東京しごと財団
［開催日時］　令和４年７月７日(木)　午前の部10:00～12:20　午後の部14:00～16:20
［会　　場］　東京しごとセンター地下2階講堂　東京都千代田区飯田橋3－10－3
［対　　象］　就職活動中の方(※学生は参加出来ません)
［申込方法］　事前予約制(先着順)　※合同企業面接会ホームページから予約申込をしてください。
【問合せ先】　中小企業人材確保総合サポート事業運営事務局　　03(6734)1462
　　　　　　（受付時間：平日9時～17時）　　　https://tokyoshigoto-kigyou.jp/gomen/

ものづくり・匠の技の祭典2022の開催～匠の技を見て・さわって・体験しよう～

　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３年ぶりにリアルで開催し
ます。衣・食・住・工のさまざまな分野における優れた技の実演や体験プログラム等、来場者の方が五感で体感できるコンテ
ンツを多数用意しております。ぜひ、ご来場ください

［日　時］　2022年８月５日（金）～７日（日）午前10時から午後６時まで　
　　　　　※ただし、最終日は午前10時から午後5時まで

［会　場］　東京国際フォーラム　ホールＥ（地下２階）・ロビーギャラリー（地下１階）
　　　　　（東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）

［内　容］　衣・食・住などの多様な匠の技の実演ステージパフォーマンス
　　　　　匠の技や伝統工芸、最先端のものづくり技術の展示・実演等
　　　　　また、匠の技を見るだけでなく、体験することもできます。
　　　　　※体験プログラムは事前申込みが必要です。（7月よりホームページで事前予約の受付開始）

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のご案内
  ～ 令和４年４月創設　経費助成率最大75％　賃金助成額最大960円/1時間 ～

　事業主等が雇用する労働者に対して、ＩＴ分野未経験者訓練、高度デジタル分野の人材育
成訓練、定額制の研修サービスなど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。 ▶厚生労働省

　ホームページ

【問合せ先】労働基準部 賃金課　　03（3512）1614

詳しくは　祭典ホームページ　　　　https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/

　　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/annai/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課　　03（5320）4716

【問合せ先】雇用環境・均等部 指導課

【問合せ先】助成金事務センター助成金第3係 　　03（5332）6925

　東京労働局では、都内の大学生等を対象として、特に多
くの新入学生がアルバイトを始める４月から７月までの
間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした
キャンペーンを実施しています。わかりやすいリーフレ
ットの配布や大学等での出張相談などを実施します。

【キャンペーンの概要】　
１ 実施期間  
　令和４年４月１日から７月31日まで
２ 重点的に呼びかける事項
 (1)労働条件の明示
 (2)シフト制労働者の適切な雇用管理
 (3)労働時間の適正な把握
 (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの
　　控除の禁止
 (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を
      定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
３ 主な取組内容
 (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
 (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
 (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されてい

る総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設
置し、学生からの相談に重点的に対応 

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャンペーンを実施中

～学生アルバイト等のトラブル防止のために～
　東京都内の中小企業・小規模事業者様へ向けて、「働き
方改革」に関するご相談窓口を無料でご用意しています。
働き方の見直しや労務管理のお悩み解決に向けて社会保
険労務士等がサポートいたします。（東京労働局委託事業）

支援メニュー
①電話/メール/相談ブースでのご相談
②企業訪問によるコンサルティング
③セミナー・講習会等の支援

　オンライン対応も可能です。
　まずは一度ご連絡ください！

【相談内容例】
◆長時間労働の見直し　　　◆就業規則・36協定等の整備
◆テレワークの導入・推進　  ◆助成金について
◆ハラスメント防止措置　   ◆各種法改正への対応

◆所在地 ：〒100-0006　
　東京都千代田区有楽町1-10-1有楽町ビル615
◆最寄り駅：JR有楽町駅、東京メトロ日比谷駅
◆電　話 ：0120（232）865　
◆ＦＡＸ ：03（6206）3147　
◆メール ：hk13@mb.langate.co.jp
　　 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

東京働き方改革推進支援センターを
ご利用ください！

「アルバイトの労働　
　条件を確かめよう！」

キャラクター
「たしかめたん」

◆ 職業能力開発センター　キャリアアップ講習7月受付 ◆
※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等のための短期講習～

祭典サポーター
山之内すずさん（タレント/女優）

〔講習内容〕　３次元CAD（Inventor）【初級】、２級管工事施工管理技士（一次）受験対策、応用情報技術者試験受験対策
等51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〕　７月１日（金）～10日（日）に、往復はがき又はホームページ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

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/
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◆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
対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申 込 先

30
〜
54
歳

就活エクスプレス
（適職探索コース）
オンライン体験型

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。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。
（３日目はオンライン）

8月1日（月）～8月5日（金）
9時30分～15時30分

アリビオ九段9階 
(九段北1-6-1)

25人 
(選考有)

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、正社員として働き続
けるための様々な能力を身につけるプログラ
ム。採用後の定着支援も実施。

8月8日（月）～9月30日（金） 
9時30分～16時30分

西新宿ビル４階
（西新宿7-7-29）

20人 
(選考有)

東京しごと塾
事務局 

03(3221)5871
～ウィズコロナで「働
く形」が大きく変化す
る今～
あなたらしいキャリア
のつくり方を考えてみ
ましょう！

ウィズコロナの状況で、仕事の内容と雇用の
形など「働き方」の大きな変化が予想されて
います。自分の納得できるキャリアの方向性
を考えるヒントをお伝えします。

7月13日（水） 
13時30分～15時30分

東京しごと
センター 100人 ミドルコーナー 

03(3265)8904

◆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。）
対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申 込 先

概
ね 

55
歳
以
上

合同就職面接会
当日は 20 社程度 ( 各部 10 社程度 )
の企業が参加予定。
履歴書 ( 写真貼付 ) を複数枚ご用意の
上ご参加ください。

7月5日(火)
第1部：10時～12時30分

（受付時間：9時30分～11時30分)
第2部：14時～16時30分

（受付時間：13時30分～15時30分)

東京しごと
センター多摩

各部 
50人 
程度

042(329)4524
全
年
齢

面接会事前対策セミナー
in 国立 就職面接会の事前対策セミナーです。

7月8日(金)
 14時～16時

（受付時間：13時30分～）
くにたち福祉会館 30人

就職面接会 in 日野
当日は 12 社程度の企業が参加予定。
履歴書 ( 写真貼付 ) を複数枚ご用意の
上ご参加ください。7 月 1 日 ( 金 ) 予
約開始。

7月15日（金）
13時～16時

（受付時間：12時30分～15時）

日野市立
新町交流センター

50人 
程度

面接会事前対策セミナー
in 武蔵村山 就職面接会の事前対策セミナーです。

7月22日(金) 
14時～16時

（受付時間：13時30分～）
緑が丘ふれあい
センター 20人

面接会直前対策セミナー
in 東村山

就職面接会の直前対策セミナーです。
※託児有 ( 要予約 )

7月25日(月) 
14時～16時

（受付時間：13時30分～）

東村山市
市民ステーション
サンパルネ

30人

就職面接会 in 武蔵村山
当日は 10 社程度の企業が参加予定。
履歴書 ( 写真貼付 ) を複数枚ご用意の
上ご参加ください。7 月 11 日 ( 月 )
予約開始。

7月27日（水）
13時～16時

（受付時間：12時30分～15時）
緑が丘ふれあい
センター

50人 
程度

女
性

女性再就職準備セミナー
＆個別相談会 in 東久留米

心を整えて就活へふみ出そう！
女性のための「マインドフルネス」講座
※託児有 ( 要予約 )

7月19日(火)
10時～12時
(受付時間：9時30分～)

東久留米市役所 40人 042(529)9003

TOPICSTOPICS

東京都は、出産や育児などにより離職をされた女性の再就職と、家庭と仕事の両立を支援しています。
今年度より、これまでマッチングイベントとして実施してきた「レディGO！Project」を、リニューアルし、「オンライン
による就職準備セミナーやカウンセリング」と、「都内各地でのマッチングイベント」を組み合わせた女性応援プログラム
「レディGO！Project プラス」として、開催します。

【オンライン就職準備セミナー・カウンセリング】
再就職をお考えの女性を対象に、仕事と子育ての両立のヒントや再就職に向けた不安の解消法などを学べるオンライン
セミナーを配信します。ご自身の都合の良い時間にご覧いただくことができます。

【都内各地でのマッチングイベント】　（東京労働局との共催５回・その他１回）
子育てママに協力的な企業との合同就職面接会を開催します。

※会場では、面接対策等の就職活動に役立つ各種セミナーを開催し、マザーズ
ハローワークや女性しごと応援テラスによる相談ブースもご用意しています。

配信スケジュール
【第１回・第２回】
山口もえの「私のレディGO！」

（６月27日・７月4日配信開始）
【第３回・第４回】
紫帆の「私のレディGO！」

（９月下旬配信予定）
【第５回・第６回】
本間朝子の「私のレディGO！」

（11月下旬配信予定）
　この他、子育てママ必見の就職に役
立つセミナー（メイクアップ、世代間
ギャップ、時短料理等）を配信します。

東京都産業労働局雇用就業部

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/

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。
※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/）（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。
※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。

←東京しごと
　センター

東京しごと
センター
多摩→

＜著名人によるセミナー＞
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子育てママの再就職を応援します！

山口 もえさん
（タレント）

紫帆さん
（YouTuber）

本間 朝子さん
（知的家事プロデューサー）

再就職を希望する
女性

オンラインセミナー

キャリアコンサルタントによる
カウンセリング支援

都内各地での
マッチングイベント

（全�回）
就職

第�回

第�回

第�回

７月��日（火）

��月��日（金）

��月��日（金）

開催日 会　場

池袋サンシャインシティ 展示ホールA-�

ベルサール秋葉原 ２F HALL

新宿エルタワー サンスカイルーム

※詳細は、公式 HP（https://readygo-plus.metro.tokyo.lg.jp/）をご覧ください。
【問合せ】事務局　　03（6272）5045

��月上旬予定

１月下旬予定

２月下旬予定

第�回

第�回

第�回

開催日

【相談の対象】 障害のある方・関係者（ご家族・支援機関等）・企業
【相談方法】    来所相談・電話相談・オンライン相談
    ※相談はすべて予約制です。（資料の閲覧は予約不要）
◆一般相談

障害のある方の就職活動や企業の障害者雇用などについ
て、それぞれの状況やご希望に応じてご相談いただけます。

　(月)～(金)9時～17時　※相談は１回あたり最大１時間　

◆各種専門相談
●障害者テレワークの専門家への相談
　 障害のある方のテレワーク導入や支援機器の活用など
　 毎週(火)13～17時　※相談は複数回可能（1回あたり最大1時間）
●社会保険労務士等への相談
　 障害年金や就業規則の整備など
　 毎週(木)13～17時　※相談は一人・一企業１回限り（最大１時間）

障害者雇用就業サポートデスクからのお知らせ
(令和4年度より名称変更しました。旧 障害者就業支援情報コーナー）

(公財）東京しごと財団 東京しごとセンター
10階

【問合せ先】障害者雇用就業サポートデスク 　　03（5211）5462　※土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み
　詳しくはHP　　　 https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/yourself_supporter/information_corner.html

女性の再就職を応援！　東京しごとセンターがあなたの街にやってくる！
　～女性しごと応援キャラバン～都内各地で開催中！　　　  詳しくはHP　　　  https://josei-caravan.jp/

NEW NEW

働き方改革や育児と仕事の両立推進等の施策紹介
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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/

「パートタイマーに関する実態調査」 結果報告
東京労働局からのお知らせ
ものづくり・匠の技の祭典2022の開催
障害者雇用就業サポートデスクからのお知らせ
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