
　東京都では、原油・原材料価格の高騰や円安の進行に伴う物価高騰等により影響を受ける事業主・個人事業主の方や働く
方を対象に各種支援策を実施しています。また、脱炭素社会の実現に向けたHTT・脱炭素化推進の取組も開始しています。
このうち、雇用関連の新たな取組を紹介します。

　都内中小企業等の労働生産性の向上を促すため、専門家の派遣を受けて従業員のエンゲージメント（※）向上や賃上げ
に取り組む企業に対して、奨励金を支給します。
　※エンゲージメントとは、働く方が、仕事へのやりがい・働きがいを感じる中で、組織や仕事に主体的に貢献する意欲や
　　姿勢を示す概念で、これが高まると、企業の生産性向上につながるとされています。
　●対　　象　都内中小企業（その他要件は下記HP参照）
　●支援内容　２回の専門家派遣を受け、新たに以下の従業員のエンゲージメントの向上や賃上げに取り組む企業に対し、
　　　　　　　取組内容に応じて最大１００万円の奨励金を支給します。

　環境関連産業への人材シフトを強力に展開していくため、脱炭素など環境分野や環境に
関する取組を進める企業の求人を集めたマッチングイベントを実施します。
　●対象者　コロナ禍・物価高騰等の影響による離職者、転職者
　　※日程等詳細はしごと財団ホームページで順次お知らせします。
　　　　　https://www.tokyoshigoto.jp/

　●申　　込　（公財）東京しごと財団ウェブサイトから申込み（令和５年３月まで５回に分けて募集予定）
　　　　　　　※第１回事前エントリー期間 １０月３１日（月）から１１月４日（金）１７時まで
　　　　　　　　　　 https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tokyoengagement.html

東京都では原油・原材料価格・物価高騰等に係る支援策をまとめています。詳しくは、産業労働局ホームページをご覧ください。
　　　https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/topics/genyu_genzairyo/index.html

TOPICS 原油・原材料価格・物価高騰等に係る支援策を紹介します。

エンゲージメント向上に向けた職場環境づくり推進事業

脱炭素社会の実現に向けた人材確保・就職促進事業

従業員のエンゲージメント向上に向けた取組
（１項目10万円/上限40万円）

① フレックスタイム制
③ ワーケーション制度
⑤ 人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度
⑥ 社内メンター制度
⑧ 外部キャリアコンサルタント活用支援制度
⑨ 従業員表彰制度・報奨金制度

② 選択的週休３日制
④ 社外副業・兼業制度

⑦ リスキリング・資格取得支援制度 ⑩ 時間当たり30円以上の賃上げ

賃金引上げの取組
（１人６万円/上限60万円）

原油・原材料価格・物価高騰等

＜魅力ある職場づくり推進奨励金＞ ※以下の①～⑩の取組から２つ以上選択必須

【問合せ先】（公財）東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 事業推進係　03（5211）2770
　　　　　魅力ある職場づくり推進奨励金事務局

【問合せ先】（公財）東京しごと財団しごとセンター課　03（5320）1772
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非正規労働に関するセミナー＆相談会、電話総合相談
職場のメンタルヘルス対策・シンポジウム＆相談会
東京労働局からのお知らせ
第21回東京障害者技能競技大会出場選手募集
しごとを探している方のためのセミナー・就職面接会等



非正規労働に関するセミナー＆相談会、電話総合相談を実施します !!
　東京都では、非正規労働者の方にとって働きやすい職場環境を実現するため、11月を「パート・派遣・契約社員等の労働
月間」と定めています。月間事業として、非正規労働に関する「セミナー＆相談会」と「電話総合相談」を集中的に実施します。
非正規労働に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、この機会にぜひご利用ください。

対
象 タイトル 内　容 実施日時 会　場 定員 申込先

労
　
働
　
者
　
向
　
け

●パートタイム・有期雇用労働法（同一労働同一賃金
　・説明義務など）
●労働条件の重要チェックポイント（賃金、労働時間、
　休暇など）　等

特定社会保険
労務士

森井 博子 氏

南部労政会館 
第5・第6会議室

（品川区大崎1-11-1
 ゲートシティ大崎ウエスト
 タワー2階）

東京テレワーク
推進センター
セミナー室

（文京区後楽2-3-28
 K.I.S飯田橋ビル6階）

セミナー：池袋事務所
3階 セミナー室

相談会：池袋事務所
2階 相談室

（豊島区東池袋4-23-9）

多摩事務所
7階 セミナー室

（立川市柴崎町3-9-2）

セミナー：江東区亀戸文化セン
ター
第1・第2研修室
（カメリアプラザ5階）

相談会：亀戸事務所　相談室
（カメリアプラザ７階）

（江東区亀戸2-19-1）

多摩事務所　
7階 セミナー室

（立川市柴崎町3-9-2）

社会保険労務士

田島 ひとみ 氏

弁護士

加地 弘 氏

弁護士

橘　大樹 氏

法政大学法学部
講師

山本 圭子 氏

特定社会保険
労務士

大西 綾子 氏

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～
●パートタイマーに関係する労働法は？　等

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～
●労働保険・社会保険の基礎知識　等

●派遣労働とは
●派遣労働の現状　等

●労働契約申込みみなし制度
●均等・均衡待遇と待遇についての説明義務
  （同一労働同一賃金）　等

●非正規社員の採用と労働条件の明示（シフト制労
　働契約締結時の留意事項も含めて） 
●非正規社員の待遇と説明方法（同一労働同一賃金
　の考え方～最高裁判例を踏まえて～）　等

●労働契約法18条の無期転換（今後の無期転換
　ルール見直し等）
●労働者派遣（よくある是正勧告、期間制限ルール、
　同一労働同一賃金への対応等）　等

パートタイム労働者・有期雇用労働者に関する法
的留意点
●有期労働契約に関する法的ルールと雇止め法
　理　等

派遣労働者に関する法的留意点・多様化する働
き方と法規制の方向
●派遣労働に関する法的ルール　等

非正規労働雇用に係る留意点（その1）
●有期労働契約に関するルールについて　等

非正規労働雇用に係る留意点（その2）
●派遣労働に関するルールについて　等

●労働条件の変更（不利益変更）
●コロナ禍での新たな問題　等

～コロナ禍で浮き彫り
となった新たな労働問
題を受けて～
よくある労働相談か
ら学ぶパート・アルバ
イト・契約社員で働く
ときの基礎知識

11月10日(木)
13時30分～
15時30分

15時30分～
16時30分

15時30分～
16時30分

15時30分～
16時30分

15時30分～
16時30分

11月22日(火)
13時30分～
15時30分

11月22日(火)
13時30分～
15時30分

11月28日(月)
13時30分～
15時30分

11月25日(金)
14時～16時

11月29日(火)
14時～16時

講　師 相談会
時間

60
名

50
名

30
名

40
名

45
名

50
名

大崎事務所

　 03(3495)
　  4872

多摩事務所

　 042(595)
　  8731

労働相談
情報センター

　 03(5211)
　  2209

使
　
用
　
者
　
向
　
け

託児有

パートタイマーの日
頃の疑問に答えます！

～法律から労働保険・社
会保険、税金まで～

～最新法改正対応！～

トラブルを防ぐ非正
規雇用管理の基礎知
識と実務ポイント

非正規労働者に関す
る雇用管理のポイント

～基本ルールから最近
の動向まで～

派遣で働く人のため
の法律講座

多様化する非正規労
働者の雇用管理の留
意点

託児有

11月16日(水)
13時30分～
15時30分

11月30日(水)
13時30分～
15時30分

11月8日(火)
13時～15時

11月22日(火)
13時～15時

11月18日(金)
14時～16時

11月11日(金)
14時～16時

16時～17時

16時～17時

15時～16時

15時～16時

16時～17時

16時～17時

15時30分～
16時30分

15時30分～
16時30分

池袋事務所

　 03(5954)
　  6501

亀戸事務所

　 03(3682)
　  6321

多摩事務所

　 042(595)
　  8731

【問合せ先】 労働相談情報センター 事業普及課　03（5211）2209

　　　　　　　 …休業、退職、解雇、雇止め、賃金不払、嫌がらせ、同一労働同一賃金、無期転換ルールなど、パートや
派遣などで働く方や使用者の方からのさまざまな疑問や悩みについて、ご相談に応じます！（相談無料・秘密厳守）
【日   時】11月9日（水）・10日（木） 9時～17時 ＜東京都ろうどう110番 　0570（00）6110＞
【相談員】東京都労働相談情報センター職員、東京労働局職員（13時～17時）
詳細は、「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。
　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan/event/index.html

電話総合相談

　　　　　　　　　  …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！（受講無料・秘密厳守）
● テーマに関心のある方は、どなたでもお申込みいただけます（事前申込制、1日ごとにお申込みいただけます）。
　セミナー終了後、セミナー講師及び労働相談情報センター職員がご相談に応じます。
　（使用者向けセミナーは、東京働き方改革推進支援センター相談員も対応）。
● 「TOKYOはたらくネット」 労働セミナー専用フォームからお申込みください。
　　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/menu/
　※1 手話通訳有（全会場）、託児有（大崎事務所・多摩事務所の労働者向けセミナー） 。
　　  いずれも事前申込制（申込締切日は、各事務所にご確認ください。なお、上記HPでも申込みできます。）
　※2 新型コロナウイルス感染症の状況や、天災による交通機関の運行状況等により、開催を中止または延期することがあります。

セミナー＆相談会

東京都産業労働局雇用就業部 とうきょうの労働　令和4年（2022年）10月25日　第1402号



・IT関連など出展企業10社（予定）
・複数の企業と当日面接が可能
・テレワーク就労の心得セミナー同時開催

　東京都では、経営者の方々に率先してメンタルヘルス対策に取り組んでいただくため、毎年9月1日～11月30日を「職場の
メンタルヘルス対策推進キャンペーン」期間とし、普及啓発を行っています。期間中は、様々な機関や団体等がキャンペーン
協力セミナー等を多数実施しています。また、「シンポジウム＆相談会」をオンラインで開催します。ぜひご参加ください！

　感染症対策を機に導入が進んだテレワークを後戻りさせることなく、定着させるよう、企業のテレワークの取組を後押
しするため、「東京ルール」宣言企業を対象に、テレワークに関するモデル的・先進的な事例を表彰する第3回「TOKYOテレ
ワークアワード」を募集しています。テレワークを推進している企業の皆様は、この機会に是非ご応募ください。

　【募集期間】 10月5日（水）～11月7日（月）
　【評価対象となる取組期間】 主に令和4年1月以降に実施した取組
　【応募要件】 ① 「テレワーク東京ルール実践企業宣言」宣言企業
　　　　　　 ② 取組内容や運用方法について公表できること など
　【表　　彰】 TOKYOテレワークアワード大賞 2件
　　　　　　 TOKYOテレワークアワード推進賞 20件程度
　【受賞企業の公表】 令和5年1月（予定）
　　※受賞企業の取組について、紹介動画を撮影し、
　　　東京都公式動画チャンネル「東京動画」 などに公開する予定です。
　【応募方法・詳細】 「テレワーク東京ルール」ウェブサイトをご参照ください
　　          https://www.telework-rule.metro.tokyo.lg.jp/award

　東京テレワーク推進センターでは、在宅勤務等テレワークで働きたい方と、テレワークの導入・運用に取り組む企業とを対象
とした合同就職面接会を開催しています。テレワークを中心とした勤務が可能な企業をお探しの方など、是非ご参加ください。
　〔開催〕11月16日（水） 13時～17時
　〔定員〕50名程度（事前申込制）※定員に達した場合、お申込を締め切らせていただくことがあります。
　〔会場〕TKPガーデンシティPREMIUM田町
　詳しくはHPをご覧ください。
　　　　https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/matching
　〔問合せ先〕東京テレワーク推進センター 　03（3868）0708

■オンラインシンポジウム
　「ポジティブメンタルヘルス」の考え方をテーマに、シンポジウムを開催します。 （事前申込制）
　【オンデマンド配信】 （配信期間：11月17日（木）～11月30日（水））
　  ◎基調講演 「“ウェルビーイング経営”で、社員のモチベーションを高め、健康で活力ある職場づくりを」
　　　　　　　 森永 雄太氏（武蔵大学経済学部 教授）
　  ◎パネルディスカッション 「実例で考える職場のメンタルヘルス対策」
　　　　　　　 パネリスト／森永 雄太氏、島津 明人氏（慶應義塾大学総合政策学部教授）
　　　　　　　 パネリスト兼モデレーター／中辻 めぐみ氏（特定社会保険労務士・産業カウンセラー）
　　　　　　　 ポジティブメンタルヘルスに取り組む都内企業２社（予定）
■オンライン相談会（予約制）
　産業カウンセラー等の専門家が、職場のメンタルヘルス対策の具体的な進め方や個別事例への対応方法等の
　ご相談に応じます。
　【相談日】 11月28日（月）及び11月29日（火） 9時30分～15時50分 （１社あたり40分）
　【定   員】 18社まで（ご予約が必要です）
◆申込み・詳細は　　　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/suishin/
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 労働環境課 　03-5320-4652

職場のメンタルヘルス対策の取組推進に向けて～シンポジウム＆相談会を開催します！

「TOKYOテレワークアワード」募集のお知らせ

合同就職面接会開催！ ～ テレワーク求人マッチングイベント ～

森永 雄太氏

島津 明人氏

～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/



◆毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です◆

ハロートレーニングのご案内

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のご案内
～ 利用しやすくするため、令和４年９月より制度の見直しを行いました～

●「過労死等防止対策推進シンポジウム」を都内２か所で開催（参加無料・要事前申込）
　■東京立川会場 11月8日（火） 14時～16時
　　　　　　　　 （場所：ホテルエミシア東京立川サンマルコ
　　　　　　　　 　　　グランデ（立川市曙町））
　■東京中央会場 11月9日（水） 13時～16時15分
 　　　　　　　　（場所 イイノホール（千代田区内幸町））
　詳細はホームページ　　　https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、 規模や開催方法を変更する場合があります。

●全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を設置
　電話相談日時：11月5日（土）9時～17時 　 0120（794）713
【問合せ先】東京労働局 労働基準部 監督課 　03（3512）1612

東京働き方改革推進支援センターをご利用ください！
　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）
　【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
　【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！
【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 ◆　 hk13@mb.langate.co.jp
詳しくは　　　 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

　ハロートレーニングとは、仕事をお探しの方を対象とした公的な職業訓練制度です。
キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得することができます。
受講料は原則無料（テキスト代は自己負担）で、身につけたいスキルに合わせた多数のコースをご用意しています。
詳しくは、住所を管轄するハローワークの職業訓練窓口までお問い合わせください。
【東京労働局ハロトレHP】
　　　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/
　　　shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html

　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、デジタル分野の高度人材育成訓練、
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。
　９月の主な改正点は、提出書類の簡略化、すでに契約している定額制訓練も対象となりました。
　詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
　　　   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
　　　   koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

【問合せ先】 東京労働局 助成金事務センター 助成金第3係　 03（5332）6925

なくしましょう ながい残業

キャラクター
「ハロトレくん」

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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第21回東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック）出場選手を募集します。

資格取得に向けて集中的にサポート～短期集中型資格取得支援訓練 募集中！

　アビリンピックとは、障害者の職業能力を互いに競い合う技能競技大会です。大会を通じて、社会や企業の障害者に対す
る理解と認識を深め、その雇用促進を図ることを目的としています。このたび、第21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】 令和5年2月18日（土） 9時～15時30分
【大会会場】 東京障害者職業能力開発校、職業能力開発総合大学校（西武国分寺線･西武拝島線 小川駅下車 徒歩5分）
【競技種目及び定員】 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名、
　　　　　　　　　　　　　データベース5名、オフィスアシスタント15名、ビルクリーニング16名、喫茶サービス18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）
　　　　　　　　　 視覚障害者対象（パソコン操作10名）
　　　　　　　　　 知的障害者対象（パソコンデータ入力10名）
【募集期間】 10月24日（月）から11月18日（金）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 　03-5638-2794　FAX03-5638-2282
　　　　　 詳細は、 　　https://www.jeed.go.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 　03-5320-4729

　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）。
〔養成講座〕 11月2日（水）・10日（木）:web開催、11月7日（月）・14日（月）:PASONA SQUARE（青山）
　　　　　 11月22日（火）・29日（火）:web開催　いずれも定員25人
【問合せ先】運営事務局 　03-6734-1096 詳しくは　　　https://shougaisya-support.jp/

　求職中の方などに対し、ITなど成長産業分野の資格を短期間で取得していただくことで、早期の再就職を支援する短期集
中型の訓練です。eラーニングで基礎的な知識を習得していただき、試験直前期の集合型講習で、過去問演習などに集中的
に取り組んでいただくことで、短期間での資格取得をサポートします。
　●対象　都内在住の求職中の方や都内在住または在勤の非正規雇用の方など
　●コース及び資格
　　①１泊2日コース ITパスポート試験、医療事務技能審査試験〔医科〕、秘書検定２級
　　②5泊6日コース ウェブデザイン技能検定３級、日商簿記３級
　●費用　受講料及び集合型講習における宿泊費は無料
　　（資格試験等の受験料や集合型講習中の交通費・食費は自己負担）
　　詳しくは専用ホームページ　　　 https://tokyo-to-shikaku.com/
　【問合せ先】 運営事務局 　03-6894-3314

「職場内障害者サポーター養成講座」 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
◆ 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〕　第三種電気主任技術者科目合格対策（理論）【初級】、ビジネスを円滑に進める交渉力・プレゼン技法、
　　　　　　Python【中級】等39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〕　11月1日（火）～10日（木）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
※このほかZoom ウェビナーによるオンラインでの講習も随時実施しています。HPをご参照ください。
　　　　　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/

←東京しごと
　センター

東京しごと
センター
多摩→
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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

◆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

■多摩地域雇用就業支援拠点の開設については、「TOKYOはたらくネット」でご案内しています。

◆東京しごとセンター多摩(立川市柴崎町３-９-２ 3階(※））のセミナー・就職面接会等（完全予約制となります。）
※令和4年10月1日多摩地域雇用就業支援拠点に移転しました。（詳細はしごとセンター多摩HP参照）

対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申込先
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歳

55
歳
以
上

34
歳
以
下

全
年
齢

全
年
齢

第7回とうきょう
JOBフェスタ

就活エクスプレス
(適職探索コース)

就活エクスプレス
(就活実践コース)

東京しごと塾

令和4年度第4回
シニア中小企業
サポート人材プログラム

｢業界連携再就職プロ
グラム｣介護コース②
(介護職員初任者研修)

採用意欲のある中堅・中小企業10社程
度の企業研究セミナー、企業プレゼンテ
ーション、企業交流会

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。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。

２ヶ月間の職務実習で、正社員として働き
続けるために必要なスキルを身につける
プログラム。採用後の定着支援も実施。

大手・中堅民間企業等において培った、
豊富な経験と総合的マネジメント能力を
活かして、中小企業への再就職を目指す
13日間のプログラム。

講習等1日あたり5,000円の就活支援
金を支給!（支給要件あり）「介護職員初
任者研修」を取得し、最終日の合同面接
会で就職を目指す。

講習等1日あたり5,000円の就活支援
金を支給!(支給要件あり)56日間でITに
関する有用な知識を学び、最終日の合同
面接会で就職を目指す。

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。求人分析で企業ニ
ーズを理解し、面接の実践練習で対応力
を強化。

11月16日(水)
12時～17時

11月28日(月)～12月2日(金)
9時30分～15時30分

12月5日(月)～12月9日(金)
9時30分～15時30分

12月1日(木)～1月27日(金)
9時30分～16時30分

1月16日(月)～2月8日(水)
10時～16時(一部異なる)

12月7日(水)～1月31日(火)
9時30分～17時30分
(一部異なる)

12月21日(水)～3月24日(金)
10時～17時

アリビオ九段9階
（千代田区九段北
1-6-1）

SPビル6階
（千代田区飯田橋
3-11-20）

東京しごと
センター

ニチレイ水道橋ビル
2階（千代田区神田
三崎町3-3-23）
※一部オンラインあり

NATULUCK神保町
（千代田区神田
小川町3-10
新駿河台ビルヂング）

40人

25人
（選考有）

25人
（選考有）

20人
（選考有）

30人
（選考有）

24人

｢業界連携再就職
プログラム｣
ITコース③

ThreeEightNine
MITAKA
（三鷹市下連雀
3-37-31）

45人

「デジタル･ビジネス
スキル習得支援事業」
飯田橋1か月コース

12月1日(木)～12月28日(水)
10時～17時

飯田橋センター
ビル ４Ｆ
（千代田区飯田橋
1-12-7）

40人

「デジタル・ビジネス
スキル習得支援事業」
立川1か月コース

12月1日(木)～12月28日(水)
10時～17時 20人

「デジタル・ビジネス
スキル習得支援事業」
立川２週間コース

企業のＤＸ化を担えるスキル・知識を習得
し、求職者の方のキャリアアップを応援。

12月5日(月)～12月16日(金)
10時～17時

ふどうやビル10Ｆ
（立川市曙町
2-10-1）

ふどうやビル10Ｆ
（立川市曙町
2-10-1）

20人

ヤングコーナー
　03（5211）6351

東京しごとセンター
HPより申込
協働事業担当係
　03(5211)2325

業界連携再就職
プログラム運営
事務局HPもしくは
　03（4400）9238

ミドルコーナー
　03(3239)3821

東京しごと塾
事務局
　03(3221)5877

対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申込先

概
ね

29
歳
以
下

概
ね

55
歳
以
上

若者と企業の交流会
in 八王子

就職面接会 in 福生

面接会直前対策
セミナー in 多摩市

就職面接会 in 多摩市

参加企業4社全てのブースをまわり、面接
では聞けないことも気軽に質問ができる交
流会。後日、企業見学会・職場体験も開催。

当日は20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、参加。
10月27日(木)予約開始。

当日は20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、
参加。

就職面接会㏌多摩市の直前対策セミナー。

11月22日(火)
12時～16時10分

11月11日(金)
第1部：10時～12時
第2部：14時～16時

11月25日(金)
14時～16時

11月30日(水)
第1部：10時～12時
第2部：14時～16時

福生市もくせい
会館
(福生市本町１８)

多摩市
関戸公民館
(多摩市関戸
４丁目７２
ヴィータ・
コミューネ8階)

八王子市学園
都市センター
(八王子市旭町
9番1号)

30人

30人

各部50人
程度

各部50人
程度

東京しごと
センター多摩
　042(526)4510

東京しごと
センター多摩
　042(521)6761

人材シフト支援係
　03(5211)1772

※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/）
※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。
※新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで開催します。
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