
　令和4年4月1日より、改正労働施策総合推進法が中小企業にも適用され、すべての事業主に対して、パワーハラスメントを
はじめとするハラスメントの防止措置を講じることが義務付けられています。
　このような状況の中、東京都では企業におけるハラスメント防止対策の取組への機運醸成を図るため、「ハラスメント防止
対策推進事業」を新たに実施するとともに、企業のハラスメント防止対策への理解促進・取組を支援するための特設Webサイ
ト「TOKYOノーハラ（※）企業支援ナビ」を開設しました。また、新たに12月及び１月を「ハラスメント防止対策集中取組期間」
として位置づけ、企業や就活生等向けのオンラインセミナーや相談会等を開催します。（※ノーハラは「ノーハラスメント」の略です。）

企業のハラスメント防止対策に役立つ情報を掲載しています。
社内研修などにご活用ください!

https://www.nohara.metro.tokyo.lg.jp/

※申込みなど詳細は
　「TOKYOノーハラ支援ナビ」
　オンラインセミナーページ

https://www.nohara.metro.tokyo.lg.jp/seminar/

労働相談情報センターでは、期間中、ハラスメント防止に向けたセミナー＆相談会を開催します。
詳細は 「TOKYOはたらくネット」　　　 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/menu/

〔対象〕経営者、管理職、人事労務担当者
〔日時〕12月13日（火）14時～16時
■ 第一部／基調講演

「企業の大小は関係なし!
“パワハラ防止対策”で企業は進化する!」
登壇者:成蹊大学法学部教授 原 昌登氏

■ 第二部／パネルディスカッション
「誰もが危機感を持って、パワハラ問題と向き合おう。」
登壇者:日本テクノ㈱ 山下 一成氏、原 昌登氏
ファシリテーター:元NHKキャスター 牛窪 万里子氏

〔対象〕経営者、管理職、人事労務担当者、
　　　大学等のキャリアセンター職員、就活生
〔日時〕5年1月18日（水）14時～15時30分
■ 第一部／基調講演

「採用企業と就活生のモヤモヤ。
“就活ハラスメントの実態”
変化する時代への対処法」
登壇者:（一社）日本ハラスメント協会代表理事 村嵜 要氏

■ 第二部／パネルディスカッション
「就活生は企業の宝。
 若者から支持される企業を目指そう!」
登壇者:金城学院大学人間科学部准教授 橋川 健佑氏
ファシリテーター:村嵜 要氏

（コンテンツ内容）
◎ハラスメント防止対策とは?
◎ハラスメントチェックシート
◎動画コンテンツ（パワハラ、就ハラなど。順次公開）
◎オンラインセミナー
◎企業の取組事例　など

TOPICS 12月、1月はハラスメント防止対策集中取組期間です！

「TOKYOノーハラ支援ナビ」
  の開設

ハラスメント防止に向けたセミナー＆相談会

パワーハラスメント防止対策オンラインセミナー　無料 就活ハラスメント防止対策オンラインセミナー　  無料

受講
無料

をご覧ください。
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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/
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レディGO！おしごとフェスタを開催します
｢公労使による『新しい東京』実現会議｣を開催しました
東京労働局からのお知らせ
職業能力開発センター・見学会のご案内
しごとを探している方のためのセミナー・就職面接会等



＜オンラインイベント＞公式WEBサイトで配信
◆濱口優、南明奈ご夫妻によるオープニングイベント

◆和田明日香さん、横澤夏子さん、篠原ともえさん等
　著名人による「仕事」をテーマとしたライブセミナー

＜リアルイベント＞

中小企業のための「障害者雇用支援フェア」をオンラインで開催します！

　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
繋げていただくイベント「レディGO！おしごとフェスタ」を、オンラインとリアルのハイブリッド型イベントとして開催します。
　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
等の方に役立つ内容です。ぜひご参加ください。
【開催期間】 ５年１月19日（木）・20日（金）・21日（土） 10時～17時
　　　　　 ※オンラインイベントのコンテンツは５年２月21日（火）までアーカイブ配信。
　　　　　 ※12月から、おしごと紹介コンテンツを随時公式WEBサイトに掲載します。

◆その他、ミニセミナーや「女性のはたらく選択肢」を紹介
　するおしごと紹介など、多様なコンテンツを配信します。
　また、オンラインキャリアカウンセリングを実施します。

【視聴・来場】公式WEBサイトからご登録ください。
　　　　　  詳しくは　　   https://readygo-job-festa.metro.tokyo.lg.jp/
【問合せ先】 「レディGO！おしごとフェスタ」運営事務局 　0120（015）079

　中小企業の皆様に障害者雇用に関する理解を深めていただき、障害者の雇用を一層推進していくために、「令和4年度中
小企業のための障害者雇用支援フェア」をオンラインで開催します。 （主催：東京都、東京労働局、（独）高齢・障害・求職者雇
用支援機構東京支部、共催：（公財）東京しごと財団）
【開催日時】 11月29日(火) 10時～16時（オンライン開催） ※12月27日（火）までアーカイブ配信を実施
【対 象 者】 中小企業の経営者・人事担当者 等
【参加方法】 公式WEBサイトからご参加ください。（事前登録不要）
　　　　　　　　 https://www.shougaisya-koyou.metro.tokyo.lg.jp/
【内 　  容】
＜講演＞ ◆オープニングトーク　「ふつう」ってなんだろう？～発達障害と生きる～
　　　　　 エッセイスト・タレント 小島 慶子氏
　　　　 ◆講演① ニューロダイバーシティ～デジタル分野における発達障害者の活躍～
　　　　　 パーソルチャレンジ㈱ 代表取締役 井上 雅博氏
　　　　 ◆講演② 障害者の就労支援について～ノーマライゼーションに向けて～
　　　　　 医師・労働衛生コンサルタント 櫻澤 博文氏
　　　　 ◆講演③ 精神障害者雇用セミナー～実務で使えるポイントを知る～
　　　　　 キャリアコンサルタント 二見 武志氏
＜パネルディスカッション＞「障害者雇用のはじめの一歩」 パネリスト：SOMPOチャレンジド㈱、㈱サンリオ、㈱パルライン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  モデレータ：パーソルチャレンジ㈱
このほか、障害者雇用エクセレントカンパニー賞の表彰式の動画などを配信します。また、バーチャル空間（oVice(オヴィ
ス ））において、障害者雇用に関する支援制度などのミニセミナーや、経験豊富な相談員によるオンライン相談会を行います。
【問合せ先】 産業労働局 雇用就業部 就業推進課 　03（5320）4663

都内2カ所で開催します。お気軽にご来場ください。
【新宿会場】 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）
　◆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
　◆キャリアカウンセリング
　◆展示コーナー

【有楽町会場】 Sustaina Station DaiDai 新有楽町ビル
　　　　　　 （JR有楽町駅中央西口徒歩1分）
　◆血管年齢・肌年齢測定や「お試しプログラミング体験」
　　など、女性向け体験イベント
　◆各種ワークショップ
　◆キャリアカウンセリング
　◆展示コーナー

最近お子様も産まれ話題のお二
人に、夫婦円満に仕事と家事を
楽しみながら取り組む秘訣や工
夫等を、実生活をもとにお話し
いただきます。

を開催します！

小島 慶子氏
（撮影：鈴木 愛子）
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公労使会議の様子

東京しごとセンター多摩
公式イメージキャラクター

しごたまちゃん

企業実習を経験し、正社員就職を目指したい方
特徴 ⇒働きたい企業でしごとを体験してから就職
　　 ⇒参加企業は全て就職応援企業
 　　⇒奨励金で就職活動をサポート

＜企業実習コース＞
できるだけ早く、正社員就職を目指したい方
特徴 ⇒５日間のスキルアップセミナー
　　 ⇒豊富な情報提供
 　　⇒ジョブリーダーと二人三脚で就職活動

＜早期マッチングコース＞

　東京都では、行政・経済団体・労働団体（公労使）が一同に会して意見
交換を行う「公労使による『新しい東京』実現会議」を、10月18日(火）
に、都庁で開催しました。
　会議のテーマを、「これからのＧＸ（グリーントランスフォーメーション）・ＤＸ
（デジタルトランスフォーメーション）等を推進していくための人材確保・育成」と
して、各団体の取組や職業訓練について意見が交わされました。
　小池都知事からは、「未来を担っていく人材の確保・育成について公労
使で一致協力して取り組んでいきたい。」との発言がありました。

　東京しごとセンター多摩では、新たな多摩地域雇用就業支援拠点として立川市に移転し、正社員就職を支援する「就職チャレ
ンジ多摩」を開始しています。この事業では、若年者及び中高年世代（54歳以下）で正社員就職を目指す方を対象に、セミナーと
企業実習を組み合わせたコースとジョブリーダーの手厚い支援で早期マッチングを図るコースにより、正規雇用を支援します。

詳しくは　　　 https://www.shigotamaonline.com/challenge/
【問合せ先】「東京しごとセンター多摩就職チャレンジ多摩」事務局 　042（521）6011

●対象事業
外国人従業員（日本語能力試験
概ねN2レベル以下）を対象とし
た、ビジネスに必要な日本語教
育等で以下の内容
１ 日本語教員による日本語教育
２ 日本語教材の作成
　 （日本語教員が作成したものに限る）
３ ビジネスマナー講座
４ 異文化理解に係る講座

　東京都では、中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を
助成する事業を実施しています。この事業について、ウクライナ避難民の就労をさらに後押しするため、避難民を採用した企業
を対象とするコースを新設しました。
　＜ウクライナ避難民採用企業コース＞
　【対象】ウクライナ避難民を雇用している都内中堅企業又は中小企業等
　【助成】対象事業を実施する上でかかる経費の10／10（最大50万円）
　【受付】12月７日（水）まで
　＜一般コース＞も期限を延長しています。（12月７日(水)まで）
　詳しくはホームページをご覧ください。
　　　　  https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
　【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 就業推進課 　 03（5320）4628

「公労使による『新しい東京』実現会議」を開催しました。

多摩地域における正社員就職を支援～「就職チャレンジ多摩」のご案内

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金･ウクライナ避難民採用企業コースを新設しました

　東京都では、都内中小企業と都内での就労を希望する外国人材双方に対し、在留資格「特定技能」の制度周知をはじめと
し、マッチングサポートから円滑な受入れに至るまで、トータルで支援する事業を実施しています。本事業では、参加企業
から、在留資格「特定技能」での採用を前提とした求人を受理し、希望要件に該当する外国人材をご紹介します。
※ 対象分野は、外食業・飲食料品製造業・宿泊・介護の４分野です。

詳しくは 　　   https://tokyo-tokuteigino.metro.tokyo.lg.jp/company/
【問合せ先】 「特定技能外国人雇用支援事業」運営事務局　 050（1745）6740

特定技能外国人雇用支援事業 ～特定技能 Jobマッチング～ 企業募集のご案内

※会議の開催内容や議事は、はたらくネットに掲載されています。
　　    https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
　　　 plan/kouroushi/0410/index.html

～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/

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kouroushi/0410/index.html


11月はしわ寄せ防止月間です。
～大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更などはやめましょう！～

　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。
　また、派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地に
かかわらず、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
　現在、事業場内における最低賃金を３０円以上引き上
げ、生産性向上のための設備投資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。東京
労働局YouTube公式チャンネル「【令和４年９月拡充に
対応】業務改善助成金の東京労働局職員によるわかりや
すい解説」を掲載しておりますのでご覧ください。
　業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセン
ター」（　  0120（366）440）又は「東京働き方改革推進支
援センター」（　  0120（232）865）に問い合わせください。

◆東京労働局HPの「最低賃金に関すること」⇒
【問合せ先】東京労働局 労働基準部 賃金課
　　　　　　 03(3512)1614

　大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組
が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わ
ない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じ
させている場合があります。
　このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員
会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づ
け、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を
行っています。
　大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄とい
う認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更などはやめましょう。

詳しくは、「しわ寄せ」防止
特設サイトをご覧ください。

◇「しわ寄せ」防止特設サイト
　　 https://work-holiday.
mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/

１０７２円 ドーナツと覚えてね!

改正職業安定
法が施行され
ました。

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
ご用意しています。＜東京労働局委託事業＞
【所在地】 千代田区有楽町1-10-1有楽町ビル615
　　　　 （JR有楽町駅・東京メトロ日比谷駅）
【連絡先】 　  0120（232）865
◆ＦＡＸ ： 03（6206）3147
◆メール ： 　 hk13@mb.langate.co.jp
詳しくは厚生労働省ホームページ
　　   https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

　求職者が安心して求職活動ができる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、
職業安定法が改正され、令和４年10月１日に施行されました。
＜改正のポイント＞
１ 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられました。
２ 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなりました。
３ 求人メディア等について届出制が創設されました。
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/0000172497_00003.html

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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科目の分野

機械／建築・造園／
電気／塗装・印刷／
情報／ファッション
／介護　など

ハロートレーニングのご案内
　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。
　職業訓練の種類・コースにはそれぞれ要件があ
ります。応募資格等の詳細は、ホームページ（ハロ
トレで検索）や、住所を管轄するハローワークまで
お問い合わせください。

【募集情報】
＜求職者支援訓練＞
１月10日開講（募集期間：11月17日～12月2日）
１月26日開講（募集期間：12月６日～12月20日）
＜公共職業訓練＞
施設内訓練（職業能力開発センター）２月入校生
（募集期間：12月１日～１月５日）
委託訓練２月入校生
（募集訓練：11月29日～12月12日）

詳細はホームページ（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

東京都立職業能力開発センター等 講師を募集します！
〔募集科目〕

〔募集要件〕
〔選 考 日〕
〔任用期間〕
〔申込期間〕
〔申　　込〕

障害者向け訓練、マルチプリンティング、プラスチック成形・デザイン、三次元CAD、板金溶接、U-30トータルペ
イント、グリーンエクステリア、メカトロニクス、測定データプログラミング、調理、福祉用具、ネットワーク施工、
その他職業訓練指導
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
12月中旬　〔選考人数〕 19人程度　〔選考方法〕 面接・能力実証等
5年１月１日～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
11月24日（木)～12月8日（木)
所定の申込書兼履歴書（各センター等かHPで入手）を各センター等へ郵送、持参、またはメール（必着）

東京都立職業能力開発センターからのお知らせ
様々な科目があります～職業能力開発センター・見学会のご案内

　職業能力開発センター・校では、就職に役立つ様々な技能・技術を身につける訓練を実施しています。
このため、入校を希望する方等に向けて、各科目の訓練の様子を見ることができる見学会を募集にあわせて実施しています。
　見学会では、「どんなことが学べるのかな？」といったみなさまの疑問にお答えします。是非ご参加下さい。
＜見学会の予定＞
５年2月入校生：12月1日（木）・8日（木）
５年4月入校生：１月12日（木）・19日（木）・26日（木）・31日（火）
※予約は必要ありません。各職業能力開発センター・校に直接お越しください。
詳しくは、　　　 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
　　　　　　　　kyushokusha-kunren/school/kengaku/index.html
【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課 　 03（5320）4716

◆ 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〕　２級建築施工管理技士（一次）受験対策、３次元CADデジタルパース（AutoCAD）【中級】、第二種電気工事
　　　　　　士(実技)受験対策【初学者対象】等34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〕　12月1日（木)～10日（土）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

キャラクター
「ハロトレくん」

～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/

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/kengaku/index.html


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→

とうきょうの労働　令和4年（2022年）11月25日　第1403号

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。

「職場内障害者サポーター養成講座」 のご案内
　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）。
　１２月2日（金）・9日（金）：PASONA SQUARE（青山）、12月6日（火）・13日（火）Web 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/

◆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

30
〜
54
歳

34
歳
以
下

全
年
齢

全
年
齢

第8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)
オンライン体験型

｢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

東京しごと塾

｢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

｢デジタル・ビジネス
スキル習得支援事業｣
九段下2週間コース

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。

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。

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。

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。

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。

12月6日(火)
12時～17時

1月10日(火)～1月16日(月)
9時30分～15時30分

2月1日(水)～3月27日(月)
9時30分～16時30分

1月4日(水)～1月31日(火)
10時～17時

1月4日(水)～1月31日(火)
10時～17時

1月10日(火)～1月20日(金)
10時～17時

アリビオ九段9階
（九段北1-6-1）

西新宿ビル4階
（西新宿7-7-29）

飯田橋センター
ビル４階（千代田
区飯田橋1-12-7）

東京しごと
センター

ふどうやビル10階
（立川市曙町
2-10-1）

ＴＫＰ九段下神保町
ビジネスセンター
５階（千代田区神田
神保町3-4）

40人

20人
（選考有）

25人
（選考有）

40人

20人

20人

ヤングコーナー
　03（5211）6351

東京しごと塾
事務局
　03(3221)5871

ミドルコーナー
　03(3239)3821

人材シフト支援係
　03(5211)1772

対象 講習・セミナー名 内　容 日　時 会　場 定員 申込先
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概
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29
歳
以
下

TOKYO
新卒就職フェア
合同就職面接会
in 八王子

若者と企業の交流会
in 立川

面接会事前対策
セミナー in 国分寺

面接会直前対策
セミナー in 武蔵野

新卒採用に積極的な企業25社程度が
参加する合同就職面接会。
就活に役立つコンテンツが盛りだくさん!
（求職者向けセミナー・速効！面接ワンポ
イントアドバイスコーナー・履歴書写真
撮影コーナー等）

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。

ソリューション・フォーカスの考え方を
学んで早期就職を目指す。
※託児有（要予約）

働いてからも役立つ「ビジネスコミュニケ
ーション」を身につけて面接に臨む。

12月6日(火)
12時15分～16時30分
(受付時間：11時45分～16時)

12月21日(水) 
12時～16時10分

12月2日(金)
14時～16時

12月8日(木)
14時～16時

ホテルエミシア
東京立川
(立川市曙町
2-14-16)

cocobunjiプラザ
(国分寺市本町
3-1-1)

武蔵野スイング
ホール
(武蔵野市境
2-14-1)

京王プラザ
ホテル八王子
（八王子市旭町
14-1）

100人

30人

30人

25人

就職面接会 in 武蔵野
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。※託児有（要予約）

12月15日(木)
第1部：10時～12時
第2部：14時～16時

各部50人
程度

東京しごと
センター多摩
　042(521)6761

東京しごと
センター多摩
　042(521)6761

東京しごと
センター多摩
　042(526)4510

※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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