
33つつのの月月間間事事業業でで「「雇雇用用・・就就業業」」をを応応援援ししまますす！！
東京都産業労働局雇用就業部は、１１月に実施する3つの月間事業で雇用・就業に関する普及啓発を集中的に行います。
合同就職面接会、セミナーや相談会、技能祭など様々な事業やイベントを実施し、働いている方・求職中の方・事業主の方・企業の人事労
務担当の方など多くの皆さんに役立つ情報を提供していきます。ぜひご参加ください。

若若者者ししごごとと応応援援月月間間 ～若者の「はたらく」を応援！～

働く若者、これから働こうとする若者を応援するため、都庁内外の関係機関が協力して事業を行います。

この他にも若者向けの
様々な事業を実施します。

【問い合わせ先】（新規大卒者等合同就職面接会）産業労働局雇用就業部就業推進課 �０３―５３２０―４７２０
（就活1DAYセミナー）東京しごとセンターヤングコーナー �０３―５２１１―２８５１
（新卒者向け合同企業説明会）東京しごとセンター多摩 �０４２―３２９―４５２４

職職業業能能力力開開発発促促進進月月間間 ～東京のものづくりを応援！～

メインテーマ「育てよう 技能が築く 価値ある未来」
東京のものづくりを活性化し、技能の重要性について広く都民の皆さんに理解していただくため、様々な行事を行います。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１５

パパーートト・・派派遣遣・・契契約約社社員員等等のの労労働働月月間間 ～非正規労働者の雇用環境整備を応援！～

近年、就業形態が多様化し、働く人の約３人に１人がパートや派遣、契約社員等のいわゆる非正規労働者と言われています。非正規労働者の
中で基幹的役割や専門的役割を担う人が多くなる一方で、雇用環境整備が十分に図られていないことも指摘されています。
この月間では、非正規労働者の雇用環境整備に向けて正しい理解と知識の普及啓発を図るため、集中的な取組みを行います。

【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター事業普及課 �０３―５２１１―２２０９

今月の主な内容
●3つの月間事業で「雇用・就業」を応援します！ …………………………………………………………１
●１１月の月間事業を詳しくご紹介！（「新規大卒者等合同就職面接会」「技能祭」「セミナー＆相談会」） ……２～３
●ライフプランセミナーのお知らせ…………………………………………………………………………３
●合同就職面接会IN多摩職業能力開発センターの開催 …………………………………………………４
●第１０回 東京障害者技能競技大会 出場選手募集 ………………………………………………………４
●東京労働局からのお知らせ ………………………………………………………………………………４
●セミナー・職業訓練・講習等募集情報
（労働相談情報センター、職業能力開発センター、東京しごとセンター等）………………………５～６

２０１１

１０
第１２７０号

◆第2回新規大卒者等合同就職面接会◆
日時：１１月2日（水）１３時３０分～１６時３０分

（受付：１３時～１５時３０分）
会場：東京ビッグサイト西1ホール

※詳細は2面に掲載。

◆就活1DAYセミナー◆
日時：�１１月1日（火） �１１月２９日（火）

各日１０時～１７時
会場：東京しごとセンターヤングコーナー

3階セミナー室 ※詳細は6面に掲載。

◆新卒者向け合同企業説明会◆
日時：１１月１９日（土）１３時～１６時３０分

（受付：１２時３０分～１５時３０分）
会場：東京しごとセンター多摩

※詳細は6面に掲載。

◆都立職業能力開発センター・校での「技能祭」◆
職業訓練の内容やその成果などを紹介するとともに、施設や
実習・実演風景を公開します。工作教室で「ものづくり」の楽しさ
を体験していただけます。

※日程等詳細は2面に掲載。

◆東京都優秀技能者（東京マイスター）等表彰式◆
「東京マイスター」の方々と「中小企業ものづくり人材育成大
賞」の企業などに、東京都知事賞等を贈呈します。
日時：１１月１７日（木）１０時～
会場：都庁第一本庁舎5階大会議場

◆パート・派遣・契約社員等の電話総合相談◆
解雇、社会保険、有給休暇など、パートや派遣労働等に関する様々な疑問や悩みに
ついて電話による相談に応じます。
日時：１１月9日（水）・１０日（木）１０時～１９時（１２時～１５時は、弁護士による対応あり）

東京都ろうどう１１０番 ０５７０（００）６１１０

◆東京都労働相談情報センター・
各事務所での「セミナー＆相談会」◆

※日程等詳細は3面に掲載。



東京都は東京労働局等とともに未内定の新規学卒者等に対して、合同就職面接会を開催し、
正規雇用による安定した職業生活を希望する若者を応援します。

◆日時 １１月2日（水）１３時３０分～１６時３０分（受付時間：１３時～１５時３０分）
◆対象 平成２４年3月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業予定者 及び

既卒者（概ね２０歳代までの同学歴卒業者）
◆会場 東京ビッグサイト西１ホール
◆参加企業 約２００社
※参加企業一覧は東京労働局ホームページ
（http://tokyo―roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
でご覧いただけます。
※各参加企業の求人票については、上記参加企業一覧
に記載のある「求人番号」を基に、ハローワークイン
ターネットサービス「求人情報検索」でご覧いただけ
ます。（https：／／www.hellowork.go.jp／）

◆入退場自由・予約不要・参加費無料
◆履歴書、自己PR書又は職務経歴書を複数枚持参のこと。
◆協力 埼玉県、千葉県、神奈川県
◆共催 東京新卒者就職応援本部、大学職業指導研究会
◆主催 東京都

東京労働局・東京新卒応援ハローワーク・
ハローワーク八王子新卒応援ハローワーク

詳細はTOKYOはたらくネットをご覧ください。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

都内１４か所の職業能力開発センター・校では、職業訓練を知り、もの
づくりの楽しさを体験していただくために、右記の日程で「技能祭」を
開催します。
実習・実演風景の公開や「ものづくり」工作教室をはじめ、各セン

ター・各校で特色のある様々な催しを行います。また、訓練生が実習で
製作した作品の展示・販売なども行います。
「技能祭」でものづくりの楽しさに触れてみませんか？

▲昨年の技能祭の様子

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１５

１１月の月間事業を詳しくご紹介！

若者しごと応援月間

職業能力開発促進月間

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部就業推進課 �０３―５３２０―４７２０
東京新卒応援ハローワーク（学生職業総合支援センター） �０３―３５８９―８６０９

日 程 開催校 住 所

１１
月

3日
（木・祝）

板橋校 板橋区舟渡２―２―１

赤羽校 北区西が丘３―７―８

大田校 大田区本羽田３―４―３０

城東センター 江東区亀戸９―６―２７

江戸川校 江戸川区中央２―３１―２７

足立校・台東分校（共同開催） 足立区綾瀬５―６―１

八王子校 八王子市台町１―１１―１

府中校 府中市南町４―３７―２

8日（火） 高年齢者校
千代田区飯田橋３―１０―３
東京しごとセンター

１０階～１２階

9日（水） 中央・城北センター 文京区後楽１―９―５

１２日（土） 東京障害者職業能力開発校 小平市小川西町２―３４―１

２３日
（水・祝）

城南センター 品川区東品川３―３１―１６

※多摩センターについては１０月２２日に実施しました。

平成２３年度 第2回 新規大卒者等合同就職面接会（若者ジョブマッチング事業）の開催

職業能力開発センター・校の「技能祭」

昨年１１月開催の新規大卒者等 �
合同就職面接会の様子

◇キャリアカウンセラー等が就職活動の進め方や悩みなどの
相談に応じる「就活相談コーナー」を設置します。
◇面接会の直前対策として、東京しごとセンターにおいて、企
業研究・志望動機・面接対策を1日で学べる「就活1DAYセ
ミナー」を前日（１１／1（火））に開催します。（6面参照）
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パート・派遣・契約社員等の労働月間

都内6か所の労働相談情報センター及び各事務所では、パートや派遣労働等に関するセミナーと相談が同時に受けられる「セミナー＆
相談会」を実施します。
詳細はTOKYOはたらくネットをご覧ください。http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
「セミナー＆相談会」のお申込みは、各担当事務所へお電話、または上記HPからどうぞ。ご参加をお待ちしています。

【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター事業普及課 �０３―５２１１―２２０９

退職後の第二の人生を楽しく充実したものにするために、生き甲斐を発見するヒントと地域社会で良好な人間関係を保つコツをご紹介す
る1日セミナーです。

◆申込方法 �下記ホームページの申込フォームまたは�申込書（下記問い合わせ先に請求）を下記問い合わせ先あてFAXで送信。
◆詳細はホームページをご覧ください。http://www.tokyo―kosha.or.jp/topics/１１０９/００１６.html

【問い合わせ先】（公財）東京都中小企業振興公社 企業人材支援課 �０３―３２５１―９３６４ FAX０３―３２５１―９３７２

労働相談情報センター・各事務所の「セミナー＆相談会」

日時 セミナー名 定員 講師 相談会 会場 担当事務所

１１月１日（火）
１４時～１６時

「パートタイム労働法、指針」
契約時の注意点、雇入れ時の労働条件明示、賃金 ６０

弁護士
岩本 充史 氏

１６時～１７時
東京都労働相談情報
センターセミナー室

労働相談情報
センター
（飯田橋）
�０３―５２１１―２２０９

１１月４日（金）
１４時～１６時

「就業規則見直しのポイント」
作成の必要性及び作成、改訂時の注意点、規定例 ６０ １６時～１７時

１１月１６日（水）
１３時３０分～
１５時３０分

わかりやすい
「パートタイマーの労働保険・社会保険と税金」 ６０

社会保険労務士
田島 ひとみ 氏

１５時３０分～
１６時３０分

東京都南部労政会館

労働相談情報
センター
大崎事務所
�０３―３４９５―４８７２

１１月２９日（火）
１３時３０分～
１５時３０分

ここをチェック！
「パートタイマーの契約書と就業規則の整備」 ６０ １５時３０分～

１６時３０分

１１月８日（火）
１４時～１６時

派遣労働におけるトラブル防止
～判例から見た注意点～ ６０ 弁護士

岩出 誠 氏 １６時～１７時 東京都労働相談情報
センター
池袋事務所
セミナー室

労働相談情報
センター
池袋事務所
�０３―５９５４―６５０５

１１月２１日（月）
１４時～１６時 今後のパートタイム労働法をめぐる動向 ６０

早稲田大学大学院
法務研究科

教授 浅倉 むつ子 氏
１６時～１７時

１１月４日（金）
１４時３０分～
１６時３０分

震災対応セミナー
「パート・派遣・契約社員等の雇用のルールと雇用維持の支
援制度」

１００ 社会保険労務士
北岡 大介 氏 － 台東区役所１０階

会議室

労働相談情報
センター
亀戸事務所
�０３―３６８２―６３２１

１１月９日（水）
１３時３０分～
１５時３０分

パート・アルバイト・契約社員等で働くとき＆これから働きた
い人のための労働法～基礎知識とQ＆A ４５ 特定社会保険労務士

永田 幸江 氏
１５時３０分～
１６時３０分

台東区立
男女平等推進
プラザ

１１月１５日（火）
１３時３０分～
１５時３０分

震災の影響などによる職場のトラブルにどう対処するか
～パート・派遣・契約社員等のための労働法 ６０ 特定社会保険労務士

林 智子 氏
１５時３０分～
１６時３０分

シアター１０１０
アトリエ
（北千住マルイ１０階）

１１月１７日（木）
１０時～１２時

「雇う上で知っておきたい採用・退職時のルールとパートタイ
ム労働者就業規則」 ８０

特定社会保険労務士
川端 重夫 氏

１５時３０分～
１６時３０分

東京都国分寺
労政会館

労働相談情報
センター

国分寺事務所
�０４２―３２３―８５１１

１１月１７日（木）
１３時３０分～
１５時３０分

「働く上で知っておきたいパート労働基礎知識
～知って得するパート労働者の権利とは～」 ８０

１１月２２日（火）
１３時３０分～
１５時３０分

パート・契約社員・嘱託として働く
（労働法編） ６０

特定社会保険労務士
山田 芳子 氏

－
多摩市
関戸公民館

労働相談情報
センター

八王子事務所
�０４２―６４３―０２７８

１１月２８日（月）
１３時３０分～
１５時３０分

パート・契約社員・嘱託として働く
（雇用保険、社会保険、税金編） ６０ １５時３０分～

１６時３０分

１１月１７日（木）
１３時３０分～
１５時３０分

パートとは、パート労働法のポイント ６０
特定社会保険労務士
杉中 至 氏

－

町田市民ホール
１１月２９日（火）
１３時３０分～
１５時３０分

就業規則を作成するにあたって留意しなければならないこと ６０ １５時３０分～
１６時３０分

※相談会欄が「－（なし）」のところは、セミナーのみとなります。

ライフプランセミナーのお知らせ
「退職後の幸せなセカンドライフのために ～地域社会への参加と生きがいを見つけるコツ～」

対 象 内 容 講 師 日 時 場 所 受講料 定員

都内在住・在勤
の勤労者及び家
族の方

＜午前＞
生き甲斐を発見しよう！
●人生の優先順位を再確認！
●生き甲斐を見つける3つのキーワード など
＜午後＞
地域社会への参加と良好なコミュニケーションづくり
●良好なコミュニケーションを作るテクニック
●誰とでも仲良くなれる「プラスイメージ」を持つコツ など

梅木里佳氏
キャリア・コンサルタント

１１月２２日（火）
１０時～１６時

秋葉原庁舎
（千代田区神田
佐久間町１―９）

１，５００円 先着３５名
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◆日時 １１月２５日（金）１３時３０分～１６時３０分（受付開始１３時～）
◆場所 多摩職業能力開発センター人材育成プラザ（昭島市東町３―６―３３ JR青梅線西立川駅より徒歩7分）
◆対象 概ね３４歳以下の若年求職者 等
◆参加企業 ４０～５０社（下記のホームページで会社情報、求人内容を公開する予定です）
◆入退場自由・予約不要

詳細はホームページをご覧ください。
PC ：http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/tama/
携帯：http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/tama/m/

■第１０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 平成２４年2月１８日（土） 9時３０分～１５時３０分
◆大会会場 東京障害者職業能力開発校

小平市小川西町２―３４―１（西武国分寺線・西武拝島線小川駅下車 徒歩5分）
◆競技種目 �身体・精神障害者対象：ワード・プロセッサ、表計算

�視覚障害者対象：パソコン操作
�知的障害者対象：パソコンデータ入力、喫茶サービス、オフィスアシスタント

◆定 員 各１０名
◆申込期間 １１月１４日（月）～１２月２１日（水）（申込先着順に受付、定員になり次第締切）
◆申 込 先 東京高齢・障害者雇用支援センター 支援業務課

〒１０５―００２２ 東京都港区海岸１―１１―１ ニューピア竹芝ノースタワー１４F
�０３―５４００―１６８７ FAX０３―５４００―１６８８

詳細は、http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/をご覧ください。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１７

東京都では、３４歳以下の方を対象に、ものづくり体験や企業見学等を通じ、ものづくり職種への理解を深めるとともに、職業選択の参
考としていただくため、都立職業能力開発センターにて「ものづくり体験塾」を実施します。

■時間はおおむね9時～１７時です。 ■この他、関連業種の企業見学等も行います。 ■コースごとに全日程とおしてご参加ください。
■定員は各コース１０名、応募者多数の場合は抽選となります。
■申込み及び問い合わせについては、上記の各センターへ。
詳細はHP（http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/taikenjuku/）をご覧ください。

【事業全般に関する問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１９

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です
労働保険（労災保険・雇用保険）は、原則一人でも従業員を雇っている事業について加
入が義務付けられています。加入手続きがまだお済みでない事業主の方は、所在地管轄
の労働基準監督署・公共職業安定所で手続きを行ってください。
また、事業主や一人親方等が労災保険に加入できる「特別加入」制度もありますので、

ご検討ください。
詳しくは、東京労働局労働保険徴収部 適用・事務組合課までお問い合わせください。
（労働保険全般について） �０３―３５１２―１６２８
（「特別加入」制度について） �０３―３５１２―１６２９

東京労働局ホームページ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

【問い合わせ先】
多摩職業能力開発センター人材育成課
�０４２―５００―８７００

第8回東京産業安全衛生大会
開催のお知らせ

安全思想について改めて考えてみませんか。
◆日時 平成２３年１１月２９日（火）

１３時３０分から１７時まで
◆会場 一ツ橋ホール

（千代田区一ツ橋２―６―２）
◆参加費無料
◆お申込みは東京労働局安全課

（�０３―３５１２―１６１５）まで。

３４歳以下の方対象「ももののづづくくりり体験塾」１２月実施分参加者募集

実施日 体験内容 場 所 申込み・問い合わせ先

１２月5日（月）～7日（水） プラスチック製品加工体験とリレー・
シーケンス基本操作

中央・城北職業能力開発センター板橋校
（板橋区舟渡２―２―１）及び
赤羽校（北区西が丘３―７―８）

申込締切日：１１月２１日（月）
中央・城北職業能力開発センター
�０３―５８００―２６１１

１２月5日（月）～7日（水） タッチパネルデザインとシーケンス
プログラム

多摩職業能力開発センター
（昭島市東町３―６―３３） 申込締切日：１１月１７日（木）

多摩職業能力開発センター
�０４２―５００―８７００１２月１４日（水）～１６日（金）基盤製作とマイコンプログラミング 多摩職業能力開発センター八王子校

（八王子市台町１―１１―１）

東京労働局からのお知らせ

合同就職面接会IN多摩職業能力開発センターの開催

あなたも“東京アビリンピック”に出場しませんか？

第１０回 東京障害者技能競技大会 出場選手募集

喫茶サービス
競技�

�オフィス
アシスタント競技

参加費無
料
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在職者
向け

東京都では、東日本大震災等で被災され首都圏に避難されている方の就労を支援するため、初心者向け講習「建築基礎科」を実施します。
被災地の復興に役立つ建築現場での基礎知識の習得と、5種類の資格取得が可能です。
◆対象者
東日本大震災（長野県北部の地震を含む。）により災害救助法が適用されることとなった区市町村のうち、下記�又は�に該当する方
�岩手県、宮城県、福島県、青森県、長野県及び新潟県の市町村から首都圏に避難又は転入している方
�茨城県、栃木県及び千葉県の市町村から東京都に避難又は転入しており、かつ当該市町村より「り災証明書」が発行された方
※講習初日までに避難又は転入予定の方を含みます。 ※このほかに、申込要件があります。下記ホームページをご参照ください。
◆講習内容及び取得可能な資格
建築作業に関する基礎知識の習得と5種類の資格（特別教育）の取得
・建築基礎知識 ・安全保護具の扱い ・足場の基礎知識 ・丸のこ取扱特別教育【資格】 ・低圧電気取扱特別教育【資格】
・玉掛け特別教育【資格】 ・石綿取扱特別教育【資格】 ・自由研削砥石取扱特別教育【資格】
◆講習日数 8日
◆講習実施機関 職業訓練法人東京土建技術研修センター（東京都が委託して実施）
◆講習場所 豊島区池袋1―8―6（JR池袋駅北口より徒歩8分）〈１１／２６，1／２８〉：羽村市小作台5―２１―6（JR小作駅西口より徒歩5分）
◆定 員 各期２０人
◆費 用 受講料は無料です。 ※講習初日に写真1枚（縦３０×横２５�）が必要になります。
◆申込方法 各期の申込期間中に、申込書類（下記ホームページ参照）を下記申込窓口に持参又は郵送（必着）で。

申込要件、申込書類、スケジュール等詳細はホームページをご覧ください。
PC：http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/itaku/kinkyu/kenchiku.html
携帯：http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/itaku/kinkyu/m/kenchiku.html

都立職業能力開発センター
キャリアアップ講習

■職業能力開発センターのキャリアアップ講習１１月受付分
おもに平日夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習
◆講習 消防設備士（甲種第4類）受験対策、アーク溶接（特別教

育）、第三種電気主任技術者科目合格対策（機械・基礎）、
太陽光発電システム施工技術（実技）、販売管理（商奉
行）、高齢者のためのPowerPointによるプレゼンテー
ション、ネットワークセキュリティー技術（上級）等
全３８コース

◆対象 現在働いている方で都内在住または在勤の方
◆費用 授業料１，０００円～６，５００円、ほかに教科書を各自購入。
◆申込 往復はがきは１１月8日（火）（消印有効）までに、FAXは

１１月１０日（木）までに必要事項を書き直接実施校へ。イ
ンターネットは１１月１０日（木）までに下記HPから申込。

講習内容・日程・実施校等の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/
または職業能力開発センター・校まで。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課

�０３―５３２０―４７１９

都立職業能力開発センター
1月入校生募集

◆科 目
＜6か月＞昼間：［一般］溶接、配管、CAD製図、介護サービス、

DIYアドバイザーなど7科目 ［高年齢者］ビル管理、
電気設備管理

＜3か月＞昼間：［ハローワークの受講指示、受講推薦又は支援指
示を受けた３５歳以上の方］パソコン実践［高年齢者］
施設警備、マンション維持管理［ハローワークの受講
指示、受講推薦又は支援指示を受けたおおむね５０歳以
上の方］パソコン実践 夜間：［高年齢者］ビル設備管理

＜2か月＞昼間：［高年齢者］ビジネスリフレッシュ
◆選考日 １２月1日（木）、2日（金）
◆費 用 授業料は無料。ただし教科書代・作業服代等は自己負担
◆申 込 １１月１８日（金）までに住所地を管轄するハローワーク

または各職業能力開発センターへ
科目・日程・実施校の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
または問い合わせ先まで。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課

�０３―５３２０―４７１６

労働相談情報センターのセミナー ☆セミナーの募集は、全て申込み先着順です。定員に達した場合は、申込み受付を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
☆TOKYOはたらくネット（http：／／www.hataraku.metro.tokyo.jp／）からも申込みができます。

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

１１月2日（水）、
4日（金）

１８時３０分～
２０時３０分

～働く女性のためのハラスメントとメンタル
ヘルス～

臨床心理士、社会保険労務士
涌井 美和子 氏 国分寺労政会館 ６０名 労働相談情報

センター（国分寺）０４２―３２３―８５１１

１２月5日（月）、
１４日（水）

１８時３０分～
２０時３０分

パターン別で確認！就業規則・労働条件の
不利益変更対策～労働者保護の観点から～ 弁護士 徳住 堅治 氏 中央区役所 １００名 労働相談情報センター（飯田橋）０３―５２１１―２２０９

「建築基礎科」
第2期生・第3期生募集

〈スケジュール〉
期（※1） 申込期間（※2） 講習期間 休講日
第2期生 １０月３１日（月）～１１月１１日（金）１１月１８日（金）～１１月２９日（火）１１月２０日（日），２３日（祝・水），２７日（日），２８日（月）
第3期生 1月4日（水）～1月１７日（火） 1月２４日（火）～2月3日（金） 1月２６日（木），２９日（日），2月1日（水）
（※1）第1期は平成２３年9月に実施しました。
（※2）窓口は、土曜・日曜・祝休日を除きます。

「建設機械運転科」の受講生も募集しています。 詳細は下記ホームページをご覧ください。
PC：http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/itaku/kinkyu/kenki.html
携帯：http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/itaku/kinkyu/m/kenki.html

【申込窓口・問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 新宿区西新宿2―8―1 都庁第一本庁舎３１階北 �０３―５３２０―４７１４

東日本大震災等被災者を支援！ 初心者向け・
受講料無料5種類の資格を取得できます！

【申込窓口・問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部
能力開発課
新宿区西新宿2―8―1
都庁第一本庁舎３１階北
�０３―５３２０―４７１８
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〔求職者向け〕東京しごとセンターのセミナー・講習
＊セミナー参加にあたり、東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩に未登録の方は、事前に東京しごとセンターの利用登録をしていただきます。
☆会場は東京しごとセンター：千代田区飯田橋３―１０―３（一部を除く）
★東京しごとセンターHPから一部のセミナーの申し込みが可能です。http://www.tokyoshigoto.jp/

〔求職者向け〕東京しごとセンター多摩のセミナー
☆会場は東京しごとセンター多摩：国分寺市南町３―２２―１０ 東京都労働相談情報センター国分寺事務所内（一部を除く）
★問い合わせ・申込み先：東京しごとセンター多摩 	０４２―３２９―４５２４ http://www.tokyoshigoto.jp/tama/

〔企業人事担当者等向け〕東京しごと財団障害者就業支援課のセミナー

東京都産業労働局雇用就業部調整課発行
〒１６３―８００１新宿区西新宿２―８―１ 電話０３（５３２０）４６４６
２０１１年（平成２３年）１０月２５日発行 第１２７０号 昭和２２年８月２５日創刊
印刷規格表１類 印刷番号（２２）６４ 印刷 株式会社成光社

TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

携帯版はこちら⇒

対象者 セミナー名 内 容 日 時 定員
２０１２年3月
卒業予定及び
既卒3年以内

新卒者向け「合同企業説明
会」 参加企業約２０社！最大４社まで企業の説明会に参加できます！ １１月１９日

（土）
１３時～１６時３０分
（受付：１２時３０分
～１５時３０分）

２００
名

３４歳以下

就職に必要な極意を身につ
ける
「就勝ゼミ」

少人数実践型の就勝ゼミでは、就活のポイントを学びながら 社会人としての心構え
を身につけます。実力をつけて内定を勝ち取ろう！（学生可）
１１月１２日：「業界研究・職種研究」 １１月２６日：「エントリーシート対策」
※１日のみの参加も可能

１１月１２日
（土）、
２６日
（土）

１３時３０分～１６時 各
１５名

若年者向け就職ノウハウセ
ミナー
「実践！担当者に選ばれる
応募書類＆面接対策講座」

採用担当者の目線で考えたコツを２日間で学びます。実践型セミナーで就活力を高め
よう！（学生可）
※1日だけのご参加、両日のご参加いずれも可能です。
1日目 応募書類作成 2日目 面接対策

１１月２４日
（木）、
２５日
（金）

１３時３０分～
１６時３０分

各
３０名

若年者対象「面接対策セミ
ナー」「合同就職面接会」

「面接対策セミナー」
同日午後開催の面接会直前対策セミナーです。採用担当者の視点や面接に臨む上で
の必須ポイントを学び、面接で実力を発揮しましょう！
会場：都立多摩職業能力開発センター １１月２５日

（金）

１０時～１２時
（受付：9時３０分

～１０時）
３０名

「合同就職面接会」
おおむね５社の企業が参加予定。履歴書を複数枚ご持参のうえご参加ください。
会場：都立多摩職業能力開発センター（入退場自由）

１３時３０分～
１６時３０分

（受付：１３時～
１５時３０分）

予約
不要

３０歳代
正社員を目指そう
「就トレ多摩 ７日間コース」
（１２月開催分）

パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用での職歴が長い３０歳代の方を対象に
正社員で働くために必要な就職活動のノウハウや足りないスキルを身につけるための
短期集中プログラムです。（自営業、正社員在職者は受講対象外）
プログラム終了後には企業の人事担当者と直接面接できる「合同面接会」を開催します。
（面接選考あり 申込〆切１１／２２（火））

１２月1日
（木）
～9日
（金）

（全7日間）

１０時～１７時 １５名

３０～５４歳
中高年者向け就職ノウハウ
セミナー
「実践！採用されるための
応募書類・面接対策講座」

採用担当者の目線に立った応募書類の書き方、キャリアを活かした面接の受け方等、即
実践に役立つ内容を中心とした就職活動のノウハウをわかりやすく解説します。
採用者の目に留まる書類や印象に残る面接はどのようなものかを知って対策を練りま
しょう！

１１月7日
（月） １３時～１７時 ５０名

５５歳以上

団塊及びシニア向けセミナー
「定年退職後の働き方を考
える」

キャリアプランの考え方、再就職活動のポイント、年金制度、就職時に知って役立つ雇
用保険等について解説します。
会場：立川商工会議所

１１月１１日
（金）

１３時１５分～
１６時４５分 ５０名

高年齢者向け就職ノウハウ
セミナー
「自分を活かす！再就職対
策講座」

高年齢者を取り巻く労働市場の現状と人材ニーズの分析、採用担当者に評価される応
募書類の書き方、自分を上手に表現できる面接の受け方等、就職活動のノウハウをわ
かりやすく解説します。

１１月２１日
（月）

１３時３０分～
１６時３０分 ５０名

対象者 セミナー名 内 容 日 時 定員 応募方法・問い合わせ先
２０１２年3
月卒業予
定及び既
卒3年以内

就活1DAYセミナー
業界研究、企業の探し方から、志望動機や応募書類を作成するう
えで重要なポイント、面接実践練習までを少人数制で1日かけて
丁寧に指導します！


１１月1日
（火）

�１１月２９日
（火）

各１０時～１７時 各
４０名

電話にて申し込みを受け付
けます。
ヤングコーナー
	０３―５２１１―２８５１

２９歳
以下 就コム！（１３期生）

少人数のクラス制で担任の就職支援アドバイザーと一緒に、短期
間で、就職活動に必要な基礎知識やグループワークを通じたコ
ミュニケーション能力などの就職スキルを身に付けていきます。

１１月1日～
１２月9日の
火・金曜日
（全１２日間）

１０時～１３時 １４名

３４歳
以下

若者就活応援イベント
変わるなら今！自分を
磨く1日
「ONEDAY就活カレッジ」

就職準備は模擬面接だけではありません。就職を勝ち取る力＝社
会で働く力です。面接練習だけでなく、働くために必要な力をつ
けていくことも、就活で必要なことです。
社会で働く力をつけるための「種」を手に入れよう！という参加型
イベントです。

１１月5日（土） １２時～
１６時３０分

１００
名

面接対策直前セミナー
「模擬面接で弱点克服！」

面接直前の方、面接が苦手と思っている方に、絶対に押さえてお
くべきポイントを実践的に学ぶ模擬面接セミナーです。 １１月9日（水）１４時～１６時 ４０名

合同就職面接会
複数企業の採用担当者と面接ができます。履歴書を複数枚ご持
参ください。なお、参加にあたっては、東京しごとセンターへの登
録が必要です（当日登録可）。

１１月１１日（金）

１３時３０分～
１６時３０分
（受付：
１３時～１６時）
入退場自由

予約
不要

ジョブパーティー！WEEK
就職活動セミナーと企業担当者とのコミュニケーションイベント
がセットになった2日間連続の講座。面接とは異なり、気軽な気持
ちで参加できます。

１１月１５日（火）、
１６日（水）

１５日（火）
１０時～１７時
１６日（水）
9時３０分～
１６時３０分

４０名

３９歳
以下

ものづくり企業研究セ
ミナー「ミントケースか
ら自動車まで！～女性
社長が語る美しいもの
づくり～」

女性社長がものづくりの面白さや魅力について講演します。併せ
て、ものづくりの担い手となるための具体的方法（職業訓練等）の
説明や個別相談会も実施します。

１１月２５日（金）１３時３０分～１６時３０分 ７０名

３４歳以下
で入社後
概ね3年
以内の方

若手社会人ビジネス力
アップ講座
～ストレスマネジメン
ト編～

ストレスマネジメントの技術を実践的に学びます。社内での様々
な人とのコミュニケーションに留意し、ストレスを貯めずに効率よ
く仕事を進めることを目指します。

１１月２６日（土）１３時～１６時 ３０名

３０～
５４歳

求職活動支援セミナー
～９０日で内定を勝ち取
る～
「就職活動の進め方」

就職活動を成功させるためにまずは、入社目標日を決めましょ
う！短期集中の就職活動の立て方や求人へのアプローチ法など
就職活動におけるホポイントを具体的に学び、早期就業決定を目
指します。

１１月8日（火）１３時３０分～１５時３０分
１００
名

電話にて申し込みを受け付
けます。
ミドルコーナー
	０３―５２１１―２８０３

対象者 セミナー名 内 容 日 時 定員 応募方法・問い合わせ先

５５歳
以上

高年齢者のため
の就職支援講習
「マンション管理
員�」

マンションに関する知識や法律、
管理組合や居住者へのサービス
と接遇法、諸設備の故障対応、防
火の知識と実技を学びます。

１月１１日（水）
～

2月3日（金）
（全１５日間）

９時～１７時 ４０名
１１月１５日（火）消印有効 往復はがきに講習名・郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・年齢・電話番号を書き、郵送してください。
東京しごと財団能力開発係 〒１０２―００７２ 千代田区飯田橋３―１０―３
（問い合わせ先）能力開発係 	０３―５２１１―２３２７

対象者 セミナー名 内 容 日 時 定員 応募締切日 応募方法・問い合わせ先
特例子会
社の経営
者、実 務
担当者

特例子会社向け
セミナー＆企業
情報連絡会

＜特例子会社の今と明日＞
特例子会社固有の課題や方向性についての事例紹介を行います。
参加希望の方を対象に「企業情報連絡会」も同時に開催します。
会場：東京しごとセンター

１１月4日
（金）

１３時３０分
～

１６時３０分
３０名 １０月２８日

（金）

東京しごと財団障害者就
業支援課のHPで公開の
所定の申込書によりFAX
で申込み。
FAX ０３―５２１１―５４６３
（問い合わせ先）
障害者就業支援課
コーディネート事業係
０３―５２１１―２６８２

中小企業
の人事採
用担当者

第4回中小企業
向け「障害者雇
用セミナー」

＜花の香りと知的障害者の笑顔があふれる作業場＞
障害者雇用の先進事例を持つ企業（花智）による取り組み事例を
紹介し、障害者雇用の促進・啓発を図るものです。東京障害者職業
能力開発校の施設見学も同時に開催します。
会場：東京障害者職業能力開発校

１１月１７日
（木）

１３時３０分
～

１６時３０分
３０名 １１月１１日

（金）
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