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東京都産業労働局雇用就業部発行

 
東京しごとセンターは、きめ細かな就業支援サービスを行っています
取材レポート　職人を志す若者と、熟練職人との架け橋となっている「職人塾」
労働相談情報センターが街頭労働相談を実施します
「未就職卒業者緊急就職サポート事業」第３期参加求職者の募集
平成24年度第３回新規大卒者等合同就職面接会・参加企業の募集
東京労働局からのお知らせ
24年度後期技能検定試験・職業訓練指導員試験のお知らせ
中小企業退職金共済制度（中退共）・建設業退職金共済制度（建退共）のご案内
多摩職業能力開発センター「技能祭」のお知らせ
労働　　　豆知識
セミナー・職業訓練・講習等募集情報

今月の主な内容
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　東京しごとセンターは、東京都が設置した“しごとに関するワンストップサービスセンター”です。一人ひとりの
適性や状況をふまえ、就業相談やキャリアカウンセリング等を行い、都民の方の就業を支援しています。

　利用者登録をしていただいた後、年齢層や属性に応じて、きめ細かな就業支援サービスを行っています。

※東京しごとセンター多摩のサービス内容は若干異なります。

　上記の他にも、東京しごとセンターでは、さまざまなセミナー等を開催しています。お気軽にご利用ください。
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東京しごとセンター　基本的なサービスの流れ

25年３月卒業予定の方及び既卒３年以内の方向け 55～64歳の方向け

東日本大震災による被災者・離職者、30～44歳以下で非正規雇用経験が長い方等向け

【事業全般に関する問合せ先】東京しごとセンター　☎03-5211-1571　東京しごとセンター多摩　☎042-329-4510
産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4708

　東日本大震災で被災した方、東日本大震災の影響により離職を余儀なくされた方、30歳以上44歳以下で非正
規雇用経験が長い方等を対象に、カウンセリングから職業紹介、就職後の相談まで継続的な就職支援を行います。

各種セミナーの受講、求人情報の提供のサービスを受けられます。
専門知識を持つ「ジョブコーディネーター」が、適性をふまえた職業紹介から就活の悩み相談ま
でサポートします。

◇東京都緊急就職支援事業

　仕事選びのポイントが学べる講座や都内の中堅・中
小企業が参加する合同企業説明会を開催しています。

◇TOKYO新卒就活プロジェクト

　社会人として働くことの意義を理解し、「働く意欲」
や「自ら考え動く力」を鍛え、就活の基礎を身につける
ゼミです。

◇ミニツクゼミ・就活リスタートゼミ

　大手・中堅企業において営業・財務など専門分野で
一定の経験がある55～64歳の方向けに、専門スキル
を中小企業で活かしていただくためのプログラムで、
中小企業での働き方を総合的に学ぶことができます。
プログラム最終日には就職面接会を開催しています。

◇エキスパート人材開発プログラム

＊
＊登録

すると…

【問合せ先】　東京しごとセンター　☎03-5211-2900　／　東京しごとセンター多摩　☎042-329-4514

【問合せ先】
東京しごとセンター・ヤングコーナー　☎03-5211-6351
東京しごとセンター多摩　　　　　　☎042-329-4524

【問合せ先】
東京しごとセンター協働事業担当係　☎03-5211-2325

総合相談

ヤング
34歳以下の方

ミドル
30歳～54歳の方

シニア
55歳以上の方

雇用・就業

就職活動支援セミナー・能力開発

【多様な働き方】
起業・創業／NPO・ボランティアなど

求人・職業紹介キャリアカウンセリング・
職業相談
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一人ひとりに用意された作業台で
ブローチを製作する実習生

「職人塾」

　東京都労働相談情報セン
ターでは、右の表のとおり、
公共広場等に臨時の相談場
所を設け、街頭労働相談を
実施します。
　解雇、雇い止め、賃金不払、
雇用保険など、様々な労働
相談に応じます。相談は無
料、秘密は厳守します。
　労働問題に関する各種資
料も無料で配付しますので、
お気軽にお立ち寄りくださ
い。

担当事務所

労働相談情報センター
八王子事務所

労働相談情報センター
大崎事務所

労働相談情報センター
国分寺事務所

労働相談情報センター
（飯田橋）

労働相談情報センター
（飯田橋）

労働相談情報センター
池袋事務所

労働相談情報センター
亀戸事務所

電話番号

042-645
-6110

03-3495
-6110

042-321
-6110

03-3265
-6110

03-3265
-6110

03-5954
-6110

03-3637
-6110

日　時

10月12日（金）
12時～15時30分

10月11日（木）
11時～15時

10月19日（金）
11時30分～15時30分

10月２日（火）
11時～15時

10月16日（火）
12時～17時

10月19日（金）10時～17時
20日（土）10時～17時
21日（日）10時～15時

場　所

京王線調布駅南口

ゆりかもめ新橋駅
改札下コンコース

JR昭島駅北口
モリタウン前通路

渋谷駅
東急百貨店東横店
２階コンコース

新宿駅西口
イベントコーナー

池袋駅西口東武
ホープセンター
地下１階通路

城東地域中小企業
振興センター

最寄駅

京王線調布駅

ゆりかもめ新橋駅

JR青梅線昭島駅

JR・東京メトロ・東急
東横線・京王井の頭線
渋谷駅

JR・都営・京王・
小田急線新宿駅

JR・東京メトロ・西武・
東武線池袋駅

京成線青砥駅

【問合せ先】
各回を担当する
労働相談情報センター・
各事務所

　東京都では、若者が熟練職人へ弟子入りする機会を
提供し、ものづくり職場の体験実習を行う「職人塾」と
いう事業を行っています。この事業では、若者が優れ
た職人技を目にし、“親方”指導の実習を通して、もの
づくり職種への理解を深めるきっかけとすることに加
え、技能の継承、後継者の育成に結びつけていくこと
を目的としています。
　今年度の「職人塾」は６月下旬から実施しており、９
月１日現在で73名の応募がありました。このうち、事
前のカウンセリングや見学会等を経て、27名が実習生
として弟子入りしています。実習生の弟子入り先は、
和裁・洋裁・手描友禅・本染手拭・捺染・貴金属装身具・
印章彫刻・江戸表具・いす張り・造園の10業種にわた
ります。
　その中から、貴金属装身具製作へ弟子入り体験をさ
れた実習生の様子を紙面でご紹介します。

　取材にお伺いしたのは、東村山市にある内田装身具
製作所。“親方”である内田博紹氏は、これまでに国内
外のジュエリーコンテストで多くの受賞実績があり、
現代の名工にも選ばれた貴金属装身具職人の大御所で
す。また、内田氏は後進指導にも熱心に取り組まれて
おり、今までのお弟子さんは100人にのぼります。小・
中学生向けの体験教室においても、多数の子供達をご
指導されています。
　取材当日は、２名の実習生が、お花をかたどった銀
のブローチを製作中でした。
―「職人塾」に応募した動機は？
（Ａさん）　以前ジュエリーの企画の仕事をしていまし
たが、しだいに自分自身でジュエリーを製作したいと
思うようになりました。インターネットで検索してい
るうちに「職人塾」を知り、早速応募しました。
（Ｂさん）　私はジュエリー販売の仕事をしていました。
ジュエリー職人になりたい気持ちが強くなった頃、た
またま、ものづくりフェスタで「職人塾」について知り、
申し込みました。

－実際に、弟子入り体験した感想は？
（Ａさん）　ジュエリー製作は、（親方にいわれた通りに）
すぐ出来る仕事ではないということがよく分かりまし
た。でも、自分で感覚をつかんで少しずつ覚えていく
のが、難しくも楽しいです。
（Ｂさん）　職人の技術を身につけるには、短くても５
年はかかると思っていますが、取り組んでいく中で上
達が感じられた時、達成感があります。
―将来の希望は？
（Ａさん）　「職人塾」の実
習が終了した後も、出来
れば引き続きお世話に
なって、職人としてやっ
ていけるまでになりたい
です。
（Ｂさん）　将来的には、
海外でも活躍できるよう
なジュエリー職人になり
たいので、語学留学をし
ながら職人の技術を身につけていきたいと思っていま
す。
―“親方”からひとこと
　貴金属装身具で一人前になるには、手先が器用であ
ることだけでなく、教えをきちんと守ることが大事で
す。若い人達にアドバイスはしますが、技術を自分の
ものにしてもらうために、手取り足取りは教えません。
それでも皆さん熱心に取り組んでいるので、今後を楽
しみにしています。

　毎年「職人塾」実習生の中から、実習した事業所や関
連業界へ就職した“職人のたまご”が誕生しています。
このように「職人塾」は、志のある若者が、伝統ある職
人の道を歩むきっかけづくりという役割を果たしてい
ます。

職人の技を“弟子入り”体験
職人を志す若者と、熟練職人との架け橋となっている取材レポート取材レポート

＊　　＊　　＊

【事業全般についての問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4729
東京都職業能力開発協会　☎03-5211-2354

10月は労働相談強調月間です 労働相談情報センターが街頭労働相談を実施します

＊　　＊　　＊
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※紹介予定派遣制度：労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う（こ
とを予定している）もの。派遣先事業主と労働者の合意があれば、派遣終了後に正規雇用へ移行する。

注：申込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は、10月24日（水）14時に東京労働局HPにて公開いたします。

応募者に対して、面接等
採用選考を行い、参加求
職者を決定

社会人基礎力を養う研修
や、カウンセリングを実
施

都内企業で、派遣社員と
して実際の仕事に従事

参加求職者と派遣先企業
が合意の上、正規雇用契
約へ

　東京都は、就職先が決まらないまま大学等を卒業した方を対象に、社会人として必要な知識・マナー等の研修と、
紹介予定派遣制度※を活用した都内中小企業での就労体験を組み合わせた「未就職卒業者緊急就職サポート事業」
を実施し、年間1,000人の未就職卒業者の正規雇用化を支援しています。
　このたび、第３期プログラム（４か月間）に参加して正規雇用での就職を目指す未就職卒業者を、以下のとお
り募集します。

　東京都では、東京労働局及び東京新卒応援ハローワークとともに、新規大卒者等を対象に、合同就職面接会
を実施します。 このたび、新規大卒者等の採用に意欲的な企業を、以下のとおり、募集します。

【申込み・問合せ先】
　ヒューマンタッチ株式会社
　　☎03-6863-9961
　株式会社リクルートスタッフィング 
　　☎0120-801-115
【事業全般に関する問合せ先】
　産業労働局雇用就業部就業推進課
　　☎03-5320-4720

【申込み・問合せ先】 東京新卒応援ハローワーク  ☎03-5339-8609 ／　　03-5339-8652
【参加申込書ダウンロード先】 東京労働局　　　http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【事業全般に関する問合せ先】 産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4720

http://human-touch.jp/ouen2012/umemp/ 

http://www.r-staffing.co.jp/
sol/contents/jakunen-koyo/tokyo-to/ 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
koyo/young/shoukai/support.html

申込み方法・就労条件等詳細は、下記事業者まで。
→①手厚く就業マッチングを行います。②賃金・交通費が支給されます。

○新規大卒者等合同就職面接会の概要○
平成25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）
11月13日（火）～ 16日（金）14時～ 17時
東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」（新宿区西新宿2-7-1小田急第一生命ビル21階）

参加対象者

日 時
会 場

東京労働局からのお知らせ東京労働局

東京都最低賃金改正のお知らせ 全国労働衛生週間にむけて

＊都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場
で働くすべての労働者（都内の事業場に派遣中の労働
者を含む）に適用されます。
＊一部の業種については別に定める特定（産業別）最低賃
金が適用されます。詳細は、下記問合せ先へ。

　東京都最低賃金（地域別最低賃金）は、平成24年10月
１日から時間額850円に改正されます。

　昭和25年第１回実施以来、今年で63回目を迎える全
国労働衛生週間は10月１～７日までを実施期間、９月
１～ 30日までを準備期間として実施します。
スローガンは、

です。
　事業場各位の取組をお願いします。

東京労働局健康課
【問合せ先】東京労働局賃金課　☎03-3512-1614（直通）

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

「心とからだの健康チェック　　
みんなで進める健康管理」

「未就職卒業者緊急就職サポート事業」　　　　参加求職者の募集第３期 今年度最後の
募集です！

対象者
募集定員
参加申込期限
プログラム開始日
申込み方法

平成24年３月大学等卒業者及び卒業後３年以内の既卒者
第３期：230人　※面接等による採用選考あり。
平成24年10月29日（月）
平成24年11月１日（木）
東京都が委託する下記事業者へ直接申し込んでください。

募集企業数
対象企業
参加申込み方法

100社（各日25社程度）
公共職業安定所へ平成25年３月大卒等求人の申し込みをしている企業 
FAXでの受付となります。（申込期限：10月12日（金））
①参加申込書、②大卒等求人票、の２点を、東京新卒応援ハローワークあてFAXしてください。
参加申込書は、東京労働局HPからダウンロードできます。

　参加求職者になると、プログラム期間中、下記事業者が派遣元事業主として雇用します。

平成24年度第３回 新規大卒者等合同就職面接会・参加企業の募集

FAX

応募・採用選考
正社員就職までの流れ

研修（約１か月）

就労体験（約３か月）

正社員就職
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過去の勤務期間通算や企業間を転職した場合に通
算ができます。
掛金は、16種類から選択でき、税法上全額非課税
となります。
掛金は事業主の預金から口座振替となります。退
職金は直接従業員に支払われ、管理が簡単です。

　中小企業退職金共済制度（中退共）、建設業退職金共済制度（建退共）は、従業員の退職金を準備するために「中
小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度で、国が掛金の一部を助成します。
　事業主の皆様、中退共･建退共への加入を考えてみませんか？

中小企業退職金共済制度（中退共）・建設業退職金共済制度（建退共）のご案内事業主の
皆様へ

【問合せ先】（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎03-6907-1234
　　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

中小企業退職金共済制度（中退共） 建設業退職金共済制度（建退共）
……中小企業で働く従業員のための退職金制度 ……建設現場で働く方々のための退職金制度

加入手続きなど詳細は、下記にお問合せください。

◇加入できる企業 中小企業

◇加入させる従業員 原則として全員加入。

（業種ごとに従業員数･資本金または出
資金の範囲に定めがあります。）

（パートタイマーの方も加入可能。）
●

●

●

事業主が、建設現場で働く労働者の共済手帳に、
働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界の仕事を辞めた時に、
共済証紙の貼付数に応じて建退共が退職金を支払
います。事業主が変わっても退職金は企業間を通
算して計算されます。
経営事項審査で加点評価の対象となります。　　
掛金は、日額310円です。事業主負担となりますが、
税法上全額非課税です。

【問合せ先】（独）勤労者退職金共済機構　
建退共東京都支部　☎03-3551-5242
　　http://www.token.or.jp/kentai/index.php

加入手続きなど詳細は、下記にお問合せください。

◇加入できる事業主
◇対象となる労働者

建設業を営む方
建設業の現場で働く方
（事業主等例外規定あり）

●

●

●

24年度後期　技能検定試験のお知らせ
　技能検定は、働く人々の有する技能を一定の基準によ
り検定し、国として証明する国家検定制度です。昭和
34年度より開始され、現在115職種について実施されて
います。
　このたび24年度後期の受検者を以下のとおり、募集
します。 なお、建築大工など一部の職種では、２級実技
課題により技能五輪競技大会予選を行います。

職業訓練指導員試験のお知らせ
　職業訓練指導員免許の取得資格を得るための「職業訓
練指導員試験」を、以下のとおり行います。

　受験希望者は、①産業労働局雇用就業部能力開発課窓
口（東京都庁第一庁舎31階北側・内線37-821）、または
②郵送により、受験申請用紙を入手した上で、上記受
験申込み日時に直接来庁の上、お申込みください。
　郵送により受験申請用紙を入手される場合は、①返信
用封筒（角２号・A4サイズが入る大きさ）に返信先を記
入し、必要部数に合わせて140円分の切手（２部までの
料金／３部以上は要問合せ）を貼付し、②受験申請する
免許職種・必要部数を明記の上、③往信用封筒に①と②
を入れて、下記問合せ先へご郵送ください。

　※東京都職業訓練指導員の採用試験ではありません。

詳細は　　http://www.tokyo-nokaikyo.or.jp
【申込み・問合せ先】
　東京都職業能力開発協会　☎03-5211-2353
　〒102-0072　千代田区飯田橋3-10-3
 　　　　　　　東京しごとセンター７階
【事業全般に関する問合せ先】
　産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4717

○技能検定の等級区分○
管理者又は監督者が通常有すべき
技能・知識
上級技能者が通常有すべき技能・
知識
中級技能者が通常有すべき技能・
知識
初級技能者が通常有すべき技能・
知識

職種………

特級………………

１級・単一等級…

２級………………

３級………………

○職業訓練指導員試験の概要○
理容科、美容科、指導方法
（実技と関連学科試験免除の方対象）
実務経験のみの場合８年以上
（短縮条件あり）
11月２日（金）：10時～12時、
　　　　　　　13時30分～16時30分
11月５日（月）・６日（火）：10時～12時
都庁第二本庁舎１階臨時窓口
学科試験（指導方法）：25年１月19日（土）
学科試験（専門学科）：25年１月22日（火）
実技試験（理容科）　：25年１月22日（火）
　　　　（美容科）　：25年１月22日（火）
25年２月20日（水）～22日（金）

試験科目…………

受験資格…………

受験申込み日時…

受験申込み場所…
試験日時…………

合格発表日………

鋳造、金属熱処理等
特級26職種、１･２級46職種、３級12職種、
単一等級４職種

受験資格…

募集期間…

実務経験のみの場合、１級は７年以上、２
級は２年以上、３級は６か月以上、単一等
級は３年以上の実務経験者（職業訓練受講
歴・学歴等による短縮あり）
10月１日（月）～ 12日（金）

詳細は　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/
　　　　　sikaku/shidouinshiken/　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技能振興係
（〒163-8001　新宿区西新宿2-8-1）　☎03-5320-4717
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労働相談情報センターのセミナー 都立職業能力開発センター
からのお知らせ

☆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、あらかじめご了承下さい。

グローバル時代に活きる若手をいかに育てるか
10月３日（水）・10日（水）14時～16時
株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング
企画開発部長　船戸 孝重氏　　　　　100名
東京都南部労政会館第５・第６会議室

■大崎
労働セミナー

■住宅内外装仕上科12月入校生（６カ月）の募集

　【申込み先】☎03-3495-4872

〔日時〕
〔講師〕

〔会場〕

今日から始める職場のメンタルヘルス対策
10月３日（水）午前の部：10時～12時
　　　　　　午後の部：13時30分～15時30分
社会保険労務士・産業カウンセラー
中辻 めぐみ氏　　　　　80名
多摩市関戸公民館

■八王子　【申込み先】☎042-643-0278

〔日時〕

〔講師〕

〔会場〕
〔定員〕

〔定員〕

申込みは、10月26日（金）までにハローワークか各職業
能力開発センターへ。教科書代等は自己負担。

〔対象〕
〔実施校・定員〕
〔選考日〕

一般求職者、転職希望者
城東センター・10名
11月９日（金）

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4716

申込みは、10月31日（水）までに、ハローワークか各セ
ンター・校へ。教科書代は自己負担。
【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4716

■単位制パソコン科（３か月・夜間）12月入校生の募集
〔対象〕

〔実施校・定員〕

〔選考日〕

パート・アルバイトの方等で、訓練終
了後に常用雇用への就職を希望する44
歳以下の方。
①大田校・20名
②多摩センター・20名
（ともに民間教育訓練機関が実施）
①、②ともに11月７日（水）

■キャリアアップ講習10月受付
　在職者を対象に、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です。

申込みは、①往復はがき→10月８日（月）（消印有効）、ま
たは②インターネット及びFAX →10月10日（水）までに、
必要事項を書き、直接実施校へ。

〔講習内容〕

〔対象〕　 

〔費用〕

HTML５とCSS３によるホームページ作成、
ビジネスにおける情報リテラシー、CAD製
図（機械）上級等全32コース
現在働いている方で都内に在住または在勤
の方　
授業料1,600円～6,500円（ほかに教科書を各
自購入。）

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4719

だから今、ワーク・ライフ・バランス
両立支援制度を導入した企業の現状や制度利用を進め
るにあたってのポイントについて解説します。

■八王子
両立支援研修会

　【申込み先】☎042-643-0278

10月17日（水）14時～16時
（株）ゆいアソシエイツ代表取締役　油井 文江氏
60名
東京都八王子労政会館第１会議室

〔日時〕
〔講師〕
〔定員〕
〔会場〕

「有効求人倍率」
労働 豆知識④keyword

　有効求人倍率とは、ハローワークで受け付け
た月間有効求人数を月間有効求職者数で割って

算出したものです。月間有効求人数（求職者数）は、当月の新規受付分と前月繰
越分の合計となっています。
　東京の有効求人倍率は、今年３月に1.00倍に達し、その後も緩やかながら改
善傾向がみられます。しかし、「パート」（同一事業所の通常労働者より週の所定労
働時間が短いもの）と「一般」（常用及び臨時・季節をあわせたもの）に分けると、「パー
ト」は求人数が求職者数を上回っている
一方、「一般」は求人数が求職者数を下
回っており、「一般」の就職は厳しい状況
が続いています。なお、ハローワーク（イ
ンターネットを含む）経由の入職者は入
職者全体の26.2％であり、残りの約４分
の３は、求人倍率の調査対象ではないこ
とに注意が必要です。入職経路について
は、「広告」（29.2％）、「縁故」（21.4％）も
多くなっています。

注

資料

左棒グラフは有効求職者数、右棒グラフは有効求人数
を表し、いずれも原数値。有効求人倍率は季節調整値。
東京労働局「一般職業紹介状況」

0.9
1.0
1.1
1.2
（倍）

有効求人倍率、有効求人数・求職者数
（東京、2012年）

入職者の入職経路状況（全国、2010年）

その他
15.7

縁故
21.4

学校 5.6

安定所
21.5

広告
29.2

ハローワーク
インターネット
サービス
4.7

（％）

民営職業紹介所
2.0

注　　「その他」には、「出向」「出向からの復帰」
を含む。

資料　厚生労働省「雇用動向調査」
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0.96 0.97 1.00 1.04 1.06 1.09 1.12

多摩職業能力
開発センター「技能祭」のお知らせ

　多摩職業能力開発センターでは、「産業サポート
スクエア・TAMAウェルカムデー」の一環として、
10月20日（土）10時～15時に技能祭を開催します。

【問合せ先】
多摩職業能力開発センター　☎042-500-8700

　生徒作品展示、工作教室、模擬店等多数のイベント
を行います。皆様のご来校をお待ちしています。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
school/carr_up/
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＊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。

　 　http://www.tokyoshigoto.jp/
一部のセミナーについては、HPから申込み可能です。

①～④
⑤
⑥～⑧

⑨～⑪

ヤングコーナー　☎03-5211-2851
ミドルコーナー　☎03-5211-2803
能力開発係　☎03-5211-2327

しごとセンター多摩　☎042-329-4524

各セミナー等の申込み・問合せ先

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。
募集締切日の消印有効。（宛先：〒102-0072千代田区飯田橋3-10-3）

■平成25年３月卒業予定及び既卒
３年以内対象
①合同企業説明会
新卒採用に意欲的な企業が20社集結。
〔日時〕10月５日（金）
　　　13時～16時30分
〔定員〕100名
②ミニツクゼミ第４期
就職を勝ちとるための基礎力や本質
的なスタンスを学ぶ。 
〔日時〕10月６日～27日の毎週土
　　　10時～17時
〔定員〕40名
③就活１DAYセミナー 
業界研究、応募書類作成のポイント、
面接練習等を少人数制で学ぶ。
※10月５日（金）より募集開始。  
〔日時〕10月26日（金）
　　　10時～17時
〔定員〕40名

■34歳以下対象
④合同企業説明会
複数の企業の人事担当者と直接話が
できるチャンス。学生の参加可。
※10月３日（水）より募集開始。   
〔日時〕10月24日（水）
　　　13時30分～16時30分
〔定員〕100名

■30歳～54歳対象
⑤選考で重視するポイント 
積極的に中途採用を行っている企業
の採用担当者によるパネルディス
カッション。
〔日時〕10月10日（水）
　　　13時30分～15時30分
〔定員〕100名

■55歳以上対象
⑥高年齢者のための就職支援講習
「施設警備スタッフ②」 
警備員として働く上で必要な基本動
作や心構え、各種機器の使用方法を
学ぶ。
※募集期間：９月26日（水）～10月15日（月）
〔日時〕11月14日（水）～11月27日（火）
　　　（全７日間）９時30分～17時
〔定員〕25名
⑦高年齢者のための就職支援講習
「実践的ヘルパー２級②」 
訪問介護員として働く上での知識と
技能、生活援助や介護技法と福祉機
器の基礎を学ぶ（ホームヘルパー２
級課程）。
※募集期間：９月26日（水）～10月15日（月）
〔日時〕11月12日（月）～２月15日（金）
　　　（全33日間）９時～17時30分
〔定員〕30名
⑧高年齢者のための就職支援講習
「保育補助員」
保育補助員として働く上で必要な基
本的知識、幼児安全法等を学ぶ。
※募集期間：10月12日（金）～31日（水）
〔日時〕11月29日（木）～12月14日（金）
　　　（全11日間）９時30分～17時
〔定員〕20人 

■全年齢対象
⑨合同就職面接会
概ね20社の企業が参加。履歴書複数
枚持参のこと。
〔日時〕10月16日（火）13時～16時
　　　（受付：12時30分～15時30分）
予約不要・入退場自由
⑩面接対策セミナー
（会場：ルミエール府中） 
同日午後開催の面接会直前対策セミ
ナー。面接のポイントを学ぶ。 
〔日時〕10月24日（水）10時～12時
〔定員〕30名
⑪合同就職面接会
（会場：ルミエール府中） 
概ね７社の企業が参加。履歴書複数
枚持参のこと。
〔日時〕10月24日（水）
　　　13時30分～16時30分
　　　（受付：13時～15時30分）
予約不要・入退場自由

メンタルヘルス推進リーダー養成講座東京都中小企業振興公社の講座 職場のメンタルヘルス対策

〔対象〕
〔日時〕
〔定員〕
〔会場〕

都内中小企業の管理監督者・人事労務担当者等
10月30日（火）・31日（水）（全２日間）10時～17時
40名
武蔵野公会堂第３会議室
（武蔵野市吉祥寺南町1-6-22・JR吉祥寺駅南口徒歩２分）

【申込み・問合せ先】
東京都中小企業振興公社　☎03-3251-9361

　メンタルヘルスマネジメント、過重労働をめぐる社会情勢や判例、精神疾患に関する知識、グループ討議等、
事例研究を通じて、企業内でメンタルヘルスを推進するリーダーを養成する内容です。

会場：東京しごとセンター
住所：〒102-0072
　　　千代田区飯田橋3-10-3

東京しごとセンターの
セミナー・講習

求職者
向け

会場：東京しごとセンター多摩
　　　（⑩⑪を除く）
住所：〒185-0021
　　　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）

東京しごとセンター
多摩のセミナー

求職者
向け

　　からも申込みができます。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1208/0011.html

Seminar
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