
　東京都では、ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた総合展「ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2023」をリアルと
オンラインのハイブリッド形式で開催します。イベントでは働き方改革に先駆的に取り組む経営者による講演やパネルデ
ィスカッション、「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」の表彰を行うほか、男性育業の促進に関する講演等を行う「男性
育業フォーラム」も同時開催します。
　また、仕事と家庭の両立に関し優れた取組を実施している企業と正規雇用での就業を希望する女性等とのマッチング
を支援する「私らしく働く合同就職面接会」をあわせて開催します。

〔日時〕 2月7日（火） 10:00～18:00  ＜参加無料＞
〔会場〕 東京国際フォーラム ホールE1
〔対象〕 企業経営者、管理監督者、人事労務担当者、従業員等

◎このほか、認定企業による取組発表（LIVE)、働き方改革支援ツールの利用体験（会場限定）など多様な催しが
盛りだくさん。

　ミニセミナーは公式ホームページで先行配信しています。ご視聴には登録が必要です。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。
　　　 https://lwb-expo-2023.metro.tokyo.lg.jp/

TOPICSTOPICS 令和5年2月 ライフ・ワーク・バランスに関するイベントを開催します。

ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2023ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2023（ハイブリッド開催）

10:15～11:15 基調講演 「ＤＸで実現する「豊かな生き方/働き方」」
 　登壇者 西脇 資哲氏（日本マイクロソフト㈱ エバンジェリスト・業務執行役員）

11:30～12:00 令和4年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業  認定状授与式

12:45～13:30 「男性育業フォーラム」（P2参照）

13:30～14:15 パネルディスカッション① 「社会の宝である子供を育む期間「育業」へのマインドチェンジ」
 　登壇者 青野 慶久氏（サイボウズ㈱ 代表取締役社長）、 エハラマサヒロ氏（吉本興業㈱ お笑い芸人）、
 　　　　 秋田 夏実氏（みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 CPO)

14:30～15:30 パネルディスカッション② 「働きやすさのその先をめざす～ライフワークバランスの実践方法～」
 　登壇者 小室 淑恵氏（㈱ワーク・ライフバランス 代表取締役社長）、 黒田 英邦氏（コクヨ㈱ 代表取締役社長）、
 　　　　 保元 道宣氏（㈱オンワードホールディングス 代表取締役社長）、 山本 勲氏（慶應義塾大学商学部 教授）

16:００～17:00 パネルディスカッション③ 「女性が管理職を目指したくなる職場環境/制度とは？」
 　登壇者 堀江 敦子氏（スリール㈱ 代表取締役社長）、 荘司 祐子氏（㈱ポーラ 執行役員・人事戦略部長）、
 　　　　 西岡 真帆氏（清水建設㈱ 人事部ダイバーシティ推進室長）

■メインステージ（LIVE） ※事前申込制　 司会 安東 弘樹氏（フリーアナウンサー）

（小池都知事出席予定）
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ライフ・ワーク・バランスに関するイベントの開催
東京都中小企業従業員融資利率の引き下げ
東京労働局からのお知らせ
職業能力開発センター4月入校生募集
しごとを探している方のためのセミナー・就職面接会等

〔バーチャル展示会の開催〕
会場の様子を３６０゚画像でオンライン上に
再現します。（２月１０日（金）以降）



東京都では、今年度「育休」の「休む」
というイメージを一新するような愛
称を募集し、多数の応募の中から愛
称「育業」が選ばれました。
また、育業のロゴマークも決定し、育
業の定着に向けキャンペーンなどを
行っています。

「TOKYOパパ育業促進企業」について

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/touroku/

ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2023ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2023

　男性が育業しやすい社会的機運の醸成を加速させるため、企業の経営者層や従業員等を対象にリアル開催及びオンライン
配信にて男性育業促進に関する基調講演やTOKYOパパ育業促進企業の取組事例等の紹介を行います。

　東京都では、都内企業の男性従業員の育児休業（育業）取得率向上を目的に、
取得率が高い企業を「TOKYOパパ育業促進企業」として登録し、取得率に応
じて「ゴールド（100％）」、「シルバー（75%以上）」、「ブロンズ（50%以上）」の
登録マークを付与しています！詳しくは下記URLをご確認ください。

　非正規雇用で働く女性等の正規雇用化促進のため、「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」や「女性活躍推進企業」等、
仕事と家庭の両立に関し優れた取組を実施している企業とのマッチングの場として、合同就職面接会を託児付きで開催します。

　〔日時〕 ２月７日（火）から９日（木）まで （計３日間、各日２部制）
　　　　　〈第１部〉10時～13時30分　〈特別講演〉14時～15時　〈第２部〉15時～19時
　〔会場〕 東京国際フォーラム ホールE２
　〔対象〕 都内在住もしくは都内での就業を希望し、正規雇用での就業を希望する女性求職者や、
　　　　 現在非正規雇用で働いており、正規雇用への転換を希望する女性等
　〔参加企業〕 合計200社（１・２日目：70社、３日目：60社 予定）
　〔イベントの内容〕
　　〇 合同就職面接会： 希望企業の面接を受けることができます！(書類選考なし）
　　〇 キャリアチェンジセミナーや就活に役立つミニセミナー
　　　 非正規雇用から正規雇用への転換をお考えの方等に役立つセミナーです！
　　〇 証明写真撮影や就職活動用メイクアップ等のミニイベント
　　〇 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。
　詳しくはホームページ参照 　　　 https://jobfair-woman.metro.tokyo.lg.jp/

〈特別講演〉
フリーキャスターの
平井理央さんほか、
著名人によるセミナー
を実施します。

＜基調講演＞
 〔開催日時〕 2月7日12：45～13:00 EXPO会場内メインステージ  ※事前申込制
 〔テーマ〕 「組織の意識を変えていく 男性の育業における社会的な障壁とは」
　　　　　登壇者 田中 俊之氏（大妻女子大学人間関係学部 准教授）
＜取組事例紹介＞（オンデマンド先行配信） ※ご視聴には登録が必要です。
 〔配信日時〕 1月18日～（予定）
 〔内容〕 パネルディスカッションを通じて、男性従業員の育業促進に
　　　  取組んでいる「TOKYOパパ育業促進企業」の取組事例等を紹介
　　　  ファシリテーター 登坂 淳一氏（元NHKアナウンサー）
　　　  登壇企業 ①レッドホースコーポレーション㈱：ゴールド取得
　　　  　　　　 ②㈱ペンシル：ブロンズ取得
  EXPO公式ホームページ内のオンライン配信ページより視聴できます。

男性育業フォーラム with

私らしく働く合同就職面接会私らしく働く合同就職面接会（リアル開催）

　東京都では、従業員が生活と仕事を両立しながら、いきいきと働き続けられる職場を実現するために、
優れた取組を実施した中小企業等を「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」として選定しています。
　このたび、東京都は13社を認定企業に決定いたしました。EXPO当日は認定状を授与するとともに、
その中でも特に取組が優れた企業を「大賞」、「優秀賞」として発表及び表彰します。

平井 理央氏

田中 俊之氏

TOKYOパパ育業促進マーク

登坂 淳一氏

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）12月23日　第1404号



　東京都では、中小企業等で働く方の生活の安定を図るため、年末から年度末にかけて特別対策として「中小企業従業員融
資」の融資利率の引き下げを行っています。（引き下げ期間 令和4年12月1日（木）から令和5年3月31日（金）まで）
※正規・非正規雇用の方を問わずご利用いただけます。

　このほか、感染症の影響で収入減等となった中小企業従業員の方に、実質無利子の融資を実施しています。

〔申込窓口〕 中央労働金庫 フリーダイヤル　 0120-86-6956
 東京都信用組合協会　 03（3567）6211（「子育て・介護支援融資」のみ取扱い）
詳しくは 　　    https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/fukuri/yushi/index.html

【問合せ先】 産業労働局雇用就業部労働環境課　 03（5320）4653

　企業にとって急務となっているDXの推進にあたり、 専門的なプログラミングの知識がなくても簡単なアプリ作成が可
能な、ローコード開発に注目が集まっています。東京都では、ローコードの基本的操作のほか、業務改善につながるアプリ
作成スキルの習得支援プログラムを開始しました。

　〔対象〕 オフィスソフトの知識など一定のパソコンスキルをお持ちでノーコード・
ローコードのスキルを集中的に習得したい方
(東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩の利用登録が必要となります)

　〔日程〕 12月から3月まで毎月開催　〔会場〕 ビジョンセンター西新宿
　〔特徴〕 少人数を対象（25人）にIT講師が手厚い支援を行います。

申込など詳しくは専用HPをご覧ください。　　　　https://app-skill.jp/

◎東京しごとセンターでは、ローコードスキル開発に加え、オフィスツールの操作やＩＴパスポート資格相当の
　知識を習得する「デジタル･ビジネススキル習得支援事業」も実施しています。（2月のコース日程は6ページ）
事業の詳細は　　　  https://digital-skill.jp/ をご覧ください。

< 年末特別対策＞ ～東京都中小企業従業員融資利率の引き下げを行っています～

ローコードによるアプリ作成スキル習得支援を開始しました。

個人生活資金融資（さわやか）

中小企業に働く従業員

※お申込には条件がございますので、事前に申込窓口までお問い合わせください。　※金融機関による審査があります。

下記のいずれかにあてはまる中小企業従業員
•育児・介護休業を取得中の方
•妊娠から子育て期間中の方
　（子育て期間：子が満20歳に達した日以後の最初の3月31日まで）
•要介護・要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方

ご利用いただける方

（一社）日本労働者信用基金協会による保証　※保証料は全額東京都負担保証

生活資金 育児・介護休業中の生活費又は子育て・介護に必要な費用資金使途

70万円（ただし、医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の
増改築費にご利用の場合は100万円） 100万円融資限度額

3年以内（融資額が70万円を超える場合は5年以内）・
元利均等月賦返済

据置期間経過後5年以内
（据置期間：育児休業は子が1歳6か月に達するまで、介護休業は12か月を限度）・
元利均等月賦返済

返済期間・返済方法

1.6%（引き下げ前1.8%） 1.3%（引き下げ前1.5%）引き下げ後
融資利率

子育て・介護支援融資（すくすく・ささえ）

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）
次の条件をすべて満たす中小企業で働いている従業員 ※金融機関による審査があります。
•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、勤務先か住所のいずれかが都内の方
•年間収入（税込）が800万円以下の方　•住民税を滞納していない方　•資金使途が生活の安定のためであって、返済の見込みのある方

ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金資 金 使 途

100万円融 資 限 度 額 １．８％　※利子は全額東京都負担融 資 利 率

５年以内・元利均等月賦返済返 済 期 間 ・
返 済 方 法 （一社）日本労働者信用基金協会による保証　※保証料は全額東京都負担保 証

「職場内障害者サポーター養成講座」
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。

詳しくは 　　    https://shougaisya-support.jp/

カリキュラム（75時間程度）
・ノーコード・ローコード概論
  DXツールの基礎知識
・PowerApps操作・演習 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/



①申込用紙を入手

検索⇒ 厚生労働省 労働保険 口座振替

②金融機関の窓口に提出

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

▶お近くの労働局・労働基準監督署の窓口

かんたんな手続きで完了

　令和4年11月24日（木）、東京都内の家内労働者への電気部品等の加工をお願いするときの
最低工賃の改正が下表のとおり官報公示され、12月24日（土）に発効します。

★品目・工程・規格の区分に応じ、
　工賃は下の表の金額以上でなければなりません。

☆☆☆ 東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されます ☆☆☆

工　　程品　　目

整形のうち、足の曲げ

マスキング（後付け部品のための穴にテープを貼ることをいう。）

ICの差し

２本のリード線について行うもの

電気部品（プリント基板
に用いるものに限る。）

コネクター

スライドスイッチ

シールド線

足の本数が28本以下のもの

単独又は２以上連結した端子

足の本数が30本以上のもの
テープの幅６ミリメートル以下、長さ
30ミリメートル以上70ミリメートル
以下について行うもの

規　　格

１個につき1円30銭

１か所につき94銭

差し（リード線又はシールド線の端末に取り付けられた端子をコネク
ターに差し込むことをいう。） １端子につき83銭

端末加工（表面の絶縁被覆部分がはぎ取り済みとなっているシール
ド線の一端について、アース線をより分けてよじり、しん線の絶縁被
覆をはぎ取った後、当該アース線及びしん線の端末をはんだ付けす
ることをいう。）

１しんで、かつ、15センチメートル以
上の長さのシールド線について行う
もの

1か所につき5円03銭

チューブ挿入（端末加工の途中又は終了したシールド線の一端につ
いて、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用
チューブを通し、加熱して密着させることをいう。）

15センチメートル以上の長さのシー
ルド線について行うもの １本につき2円86銭

部品の差し

部品の差し、折り曲げ及び切り

部品の差し、折り曲げ、切り及び手はんだ

プリント基板

１個につき1円35銭

１個につき2円60銭

１個につき6円25銭

端子差し １差しにつき1円09銭

１個につき2円65銭

１個につき3円38銭

金　　額

【問合せ先】 東京労働局 労働基準部 賃金課　 03(3512)1614

詳しくは東京労働局ホームページ

労働保険料は口座振替が便利です
令和 5年度から口座振替とされる場合は、
令和 5年 2月 27日（月）までに、
申込用紙を金融機関の窓口へご提出ください。

【問合せ先】
東京労働局労働保険徴収部徴収課
　  03（3512）1634　

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」に関するご相談を社会保険労務士等が無料でご相談承り
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
 •助成金について
 •ハラスメント防止措置 etc
【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/top/

＜イベント情報＞文京区共催 働き方改革セミナー（オンライン）
1月12日・26日 「従業員のメンタルヘルス対策」
2月2日・16日 「長時間労働を削減しよう」
3月2日・16日 「就業規則の見直しポイント」
＊文京区内の事業者向けです。詳細は下記センターまで。

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）12月23日　第1404号



4月入校生見学会：1月12日（木）・19日（木）・26日（木）・31日（火）

ハロートレーニングのご案内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。
　受講料は原則無料（テキスト代は自己負担）で、多数のコースをご用意しています！

【募集情報】
＜求職者支援訓練＞
2月8日開講（募集期間：12月19日～1月6日）
2月15日開講（募集期間：12月26日～1月16日）
＜公共職業訓練＞
委託訓練3月入校生
（募集期間：12月26日～1月13日）

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4月入校生を募集します！

　職業能力開発センター・校では、求職中の方や新たに職業に就こうとしている方などに、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。機械、建築・造園、電気、情報、介護など、様々な分野の
訓練科目があります。

　〔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
　　募集分野は、機械、建築・造園、電気、施設管理・清掃、塗装・印刷、情報、ファッション、介護・調理・接客サービスです。
　　※実施校及び科目の詳細内容は、入校案内2023・TOKYOはたらくネット（下記）参照
　〔申込〕 1月6日（金）～2月2日（木）に住所地を管轄するハローワークか各職業能力開発センター・校へ。
　　※雇用保険を受給できる方、障害のある方、母子家庭の母等、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14日（火）、2月15日（水）、2月16日（木）のいずれか
　〔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。短期課程は無料。
　〔その他〕 教科書代は自己負担。一部の科目には作業服代等がかかります。

詳しくは「入校案内2023」または「ＴＯＫＹＯはたらくネット」で。
　　　 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/annai/

☆各職業能力開発センター・校のホームページでは、科目の内容や
　見学会など行事についての情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

【問合せ先】産業労働局 雇用就業部 能力開発課 　 03（5320）4716

◆ 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】、ホームページビルダーによる
　　　　　　ホームページ作成等6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〕　1月1日（日)～10日（火）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/index.html
【問合せ先】 産業労働局 雇用就業部 能力開発課　　03（5320）4719

★イベント情報★
 　「訓練内容がわかる!」 「就職に役立つ!」
 　1 月 13日（金）公共職業訓練の学校説明会を開催予定！
 　訓練校（職業能力開発センター等）から、直接話を聞ける
 　絶好の機会です。皆様のご参加をお待ちしております！

イベント・募集情報の詳細はHPをご覧ください。
　　　 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html

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/



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

30
〜
54
歳

34
歳
以
下

全
年
齢

全
年
齢

全
年
齢

第9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)

｢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

｢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。

1月12日(木)
12時～17時

2月6日(月)～2月10日(金)
9時30分～15時30分

2月1日(水)～3月1日(水)
10時～17時

2月1日(水)～3月1日(水)
10時～17時

2月6日(火)～2月17日(金)
10時～17時

アリビオ九段9階
（九段北1-6-1）

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

25人
（選考有）

40人

20人

20人

ヤングコーナー
　03（5211）6351

合同企業説明会
2部制（各部10社程度出展）の企業説明
会。就活ワンポイント相談コーナーなど
も設置。

東京しごと
センター 各部50人

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。

2月1日(水)～3月27日(月)
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

ミドルコーナー
　03(3239)3821

就活エクスプレス
(就活実践コース）

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。

2月13日(月)～2月17日(金)
9時30分～15時30分

25人
（選考有）

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

既
卒
3
年
以
内

（
新
卒
含
む
）

又
は
概
ね
29
歳
以
下

令
和
5
年

卒
業
予
定
・

既
卒
3
年
以
内

若者向けミニ就職面接会

第5回合同企業説明会
in 町田

面接会事前対策
セミナー in 小平

面接会直前対策
セミナー in 西東京

各回４社が参加予定。履歴書（写真貼付）
を複数枚ご用意の上参加。

当日は新卒採用に積極的な企業20社程
度が参加し、説明を聞くことが可能。

就職面接会in西東京の直前対策セミナー。
アサーティブを学び就職活動・面接に役立
てる。

就職面接会in西東京の事前対策セミナー。
プライベートも仕事も大切にする働き方を
身につけて再就職活動に臨む。

1月18日(水) 
13時～16時30分

1月12日(木)
14時～16時

1月17日(火)
14時～16時

レンブラントホテル
東京町田
（町田市原町田
3-2-9）

ルネこだいら
(小平市美園町
1-8-5)
西東京市役所
(西東京市南町
5-6-13)

東京しごとセンター
多摩

各回20人
程度

30人

100人

30人

面接会事前対策
セミナー in 調布

就職面接会in調布の事前対策セミナー。
印象マネジメントを学び面接会に臨む。

1月20日(金)
14時～16時

調布市文化会館
(調布市小島町
2-33-1)たづくり

西東京市南町スポーツ・
文化交流センターきらっと
(西東京市南町5-6-5)

30人

就職面接会 in 西東京 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。

1月25日(水)
第1部：10時～12時
第2部：14時～16時

1月27日(金)
第1部：11時～13時30分
第2部：15時～17時30分

1月12日(木)
第5回：10時～12時30分
第6回：14時～16時30分

各部50人
程度

三鷹産業プラザ
(三鷹市下連雀
3-38-4)

だれでも就職
1dayトライ in 三鷹

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。

1月26日(木)
第1部：10時30分～13時15分
第2部：13時30分～16時15分

各部40人

東京しごと
センター多摩
　042(526)6761

東京しごと
センター多摩
　042(526)4510

概
ね

29
歳
以
下

若者と企業の交流会
 in 国分寺

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できます。
後日、企業見学会・職場体験も開催。

1月20日(金) 
12時～16時10分

cocobunjiプラザ
（国分寺市本町
3-1-1）

30人

就職1dayトライ
事務局
　03(6838)9148

※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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