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東京都産業労働局雇用就業部発行

 
11月は「若者しごと応援月間」・「職業能力開発促進月間」・「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です
労働　　　豆知識
働きやすい職場づくりに取り組む企業のための企業交流会のお知らせ
取材レポート「ものづくり体験塾」
第11回東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）出場選手募集
東京労働局からのお知らせ
セミナー・職業訓練・講習等募集情報

今月の主な内容
●
●
●
●
●
●
●

　東京都産業労働局雇用就業部では、毎年11月に「若者しごと応援月間」・「職業能力開発促進月間」・「パート・派遣・契約
社員等の労働月間」と、３つの月間事業を実施し、雇用・就業や職業訓練に関する普及啓発を集中的に行っています。
　今年度も以下のとおり、求職中の方だけでなく、働いている方、事業主や企業の人事担当者の方など、さまざま
な立場の方々に役立つイベントを予定しています。皆様のご参加をお待ちしています。

　東京都は、東京労働局及び東京新卒応援ハローワークとともに、来春卒業予定の学生や既卒者を対象とする合同
就職面接会を開催します。今年度は、平成25年２月、３月にも開催する予定です。

　東京しごとセンターでは、これからの日本を支える成長産業分野で活躍中の方々を招き、働き方や就活方法等を
紹介するトークイベントを開催します。

　東京しごとセンター多摩では、参加企業約20社による合同会社説明会を開催します。最大４社まで企業の説明会
に参加できます！

11月13日（火）～16日（金）　 各日とも14時～17時　（受付：13時30分～16時30分）
大学院・大学・短大・高専・専修学校等の平成25年３月卒業予定者及び既卒者
（概ね20歳代までの同学歴卒業者）
履歴書、自己PR書又は職務経歴書を複数枚持参のこと。入退場自由･予約不要・参加費無料です。
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）
約100社（各日25社程度）

日時
対象者

会場
参加企業

11月10日（土）　13時～16時
34歳以下の求職者
100名

日時
対象者
定員

東京しごとセンター（千代田区飯田橋3-10-3）
下記申込み先へ電話をして申し込んでください。定員に達し
次第申込み受付を終了します。

会場
申込み方法

11月21日（水）　13時～ 16時30分
　　　　　　　（受付：12時30分～ 15時30分）
平成25年３月卒業予定及び既卒３年以内の若年
求職者

日時

対象者

100名
京王プラザホテル八王子
下記申込み先へ電話をして申し込んでくださ
い。定員に達し次第申込み受付を終了します。

定員
会場
申込み方法
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～６

keyword

詳細は　　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/gomen/

【問合せ先】　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 ☎03-5339-8609

【申込み・問合せ先】　東京しごとセンター　ヤングコーナー　☎03-5211-6351

【申込み・問合せ先】　東京しごとセンター多摩　 ☎042-329-4524

Topics 11月は「若者しごと応援月間」・「職業能力開発促進月間」・
「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です

若者しごと応援月間…働く若者やこれから働こうとする若者を応援しますその１
「平成24年度第３回 新規大卒者等合同就職面接会」を開催します「平成24年度第３回 新規大卒者等合同就職面接会」を開催します

若者就活応援イベント「若者を必要としている仕事がここにある！」を開催します若者就活応援イベント「若者を必要としている仕事がここにある！」を開催します

新卒向け「合同企業説明会」を開催します新卒向け「合同企業説明会」を開催します
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　都立職業能力開発センター・校は、下表の日程で技能祭を開催します。都民の皆様に、職業訓練の内容や成果な
どをご覧いただけるよう、施設や実演風景を公開します。また、“ものづくり”の楽しさを体験していただけるよう
工作教室も開催し、生徒作品の展示・即売なども行います。開催時間はいずれも10時～15時です。

　東京都では、都内企業に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と認められる方々を、
東京都優秀技能者（東京マイスター）として、毎年表彰しています。また、都内の中小企業等で技能者の育成と技能
継承に取り組み、特に成果をあげた企業に対して、東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞を贈呈しています。
このほか、東京ものづくり若匠※、優良認定職業訓練実施団体及び認定職業訓練功労者、技能検定功労者、各技能
競技大会成績優秀者等についても毎年表彰しています。

「非正規労働者」
労働 豆知識⑤keyword

　非正規労働者とは、一般
的に、パート・アルバイト・

派遣社員・契約社員等、正社員以外の雇用者をさします。
わが国の非正規雇用比率は上昇傾向にあり、2011年には
35.2％となりました。
　産業別に雇用者数の分布をみると、「卸売業,小売業」が
最も多く、非正規労働者数も30万人を超えています。
　産業別に非正規雇用比率をみると、「宿泊業,飲食サービ
ス業」では68.7％、「生活関連サービス業,娯楽業」では
50.4％となっており、この２つの産業では、非正規で働
く人のほうが多いことがわかります。

注

資料

非正規雇用比率は、雇用者に占める
「労働者派遣事業所の派遣社員｣及び
｢パート・アルバイト・その他」の割合。
総務省「国勢調査」
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パート・アルバイト・その他
労働者派遣事業所の派遣社員
正規の職員・従業員
非正規雇用比率（目盛右）
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注

資料

非正規雇用比率は、「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」（「パー
ト」・「アルバイト」・「労働者派遣事業所の派遣社員」・「契約社員・嘱託」の合計）
の合計に対するもの。2001年以前は２月調査。2010年・11年は岩手・宮城・
福島を除いた値。
総務省「労働力調査（詳細集計）」

日　程

11月３日（土）・祝日

11月７日（水）

11月13日（火）
11月10日（土）

11月23日（金）・祝日

開催校
板橋校

大田校

江戸川校

八王子校

赤羽校

城東センター

足立校（台東分校と合同開催）

府中校
中央・城北センター

高年齢者校
東京障害者職業能力開発校

城南センター

住　　所
板橋区舟渡2-2-1

大田区本羽田3-4-30

江戸川区中央2-31-27

八王子市台町1-11-1

北区西が丘3-7-8

江東区亀戸9-6-27

足立区綾瀬5-6-1

府中市南町4-37-2
文京区後楽1-9-5

千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター10階
小平市小川西町2-34-1

品川区東品川3-31-16

問合せ先
☎03-3966-4131

☎03-3744-1013

☎03-5607-3681

☎042-622-8201

☎03-3909-8333

☎03-3683-0341

☎03-3605-6146

☎042-367-8201
☎03-5800-2611

☎03-5211-2340
☎042-341-1411

☎03-3472-3411
※多摩センター（昭島市東町3-6-33　☎042-500-8700）の技能祭は、10月20日（土）に開催しました。

※「東京ものづくり名工塾」に入塾し、優秀な成績で修了された方に称号を付与します。

【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　☎03-5320-4715

　今年度は、11月16日（金）13時～15時に、東京都庁第一本庁舎５階大会議場にて表彰式を行います。
【問合せ先】　産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4715

Topics 11月は「若者しごと応援月間」・「職業能力開発促進月間」
職業能力開発促進月間
…職業訓練や技能の重要性について、幅広く広報活動を展開します

その２

都立職業能力開発センター・校で「技能祭」を開催します都立職業能力開発センター・校で「技能祭」を開催します

東京都優秀技能者(東京マイスター )等表彰式を行います東京都優秀技能者(東京マイスター )等表彰式を行います
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※相談会欄が「－（なし）」のところは、セミナーのみの開催となります。

労働相談
情報センター
セミナー室

東京都
南部労政会館

多摩市
関戸公民館

会場

東京都
国分寺労政会館

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
（飯田橋）

☎03-5211-2209

労働相談
情報センター
大崎事務所

☎03-3495-4872

労働相談
情報センター
八王子事務所
☎042-643-0278

申込み・
問合せ先

労働相談
情報センター
国分寺事務所
☎042-323-8511

労働相談
情報センター
池袋事務所

☎03-5954-6505

60名

60名

60名

定員

60名

60名

60名

60名

60名

60名

60名

11月５日
（月）

11月９日
（金）

11月９日
（金）

開催日

11月16日
（金）

11月19日
（月）

11月21日
（水）

11月６日
（火）

11月13日
（火）

11月20日
（火）

11月27日
（火）

14時～16時

14時～16時

13時30分～
15時30分

セミナー
（要予約）

13時30分～
15時30分

14時30分～
16時30分

14時～16時

14時～16時

14時～16時

13時30分～
15時30分

14時～16時

16時～17時

16時～17時

̶

相談会
（予約不要）

15時30分～
16時30分

̶

16時～17時

16時～17時

16時～17時

15時30分～
16時30分

16時～17時

パート･アルバイト･契約社員等で働
く人に知ってほしい労働法

改正労働者派遣法解説
～改正点・政省令要綱等のポイント

知っておきたい！パート・契約社員・
嘱託で働く人の法律と労働保険・社会
保険・税金「労働法編」

セミナーテーマ

知っておきたい！パート・契約社員・
嘱託で働く人の法律と労働保険・社会
保険・税金「労働保険・社会保険・税金編」

パートタイム労働者と労働法
（契約を結ぶとき・終えるとき）

パートで働くときの
労働法の基礎知識

労働基準監督署への申告・相談が必
要なトラブル事例

パートタイムで働くときの基礎知識
～労働契約書、雇用保険、税金、健
康保険等のポイント解説

パートタイム労働者と労働保険
（労働保険・社会保険・税金）

パートで働くときの労働保険、社会
保険、税金などの基礎知識

弁護士
森井 利和氏

弁護士
木下 潮音氏

特定
社会保険労務士
山田 芳子氏

セミナー講師

特定
社会保険労務士
川端 重夫氏

弁護士
圷 由美子氏

特定
社会保険労務士
森井 博子氏

社会保険労務士
田島 ひとみ氏

特定
社会保険労務士
林 智子氏

　東京都労働相談情報センターは、解雇・社会保険・有給休暇など、パートや派遣等で働く方々のさまざまな疑問や
悩みについて、電話総合相談を実施します。

　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」を以下のとおり、実施します。

　東京都では、労務管理について、他企業との情報交換や専門家への気軽な質問ができる交流会を以下のとおり開
催します。事業主･人事労務担当者の皆様、労務管理の悩みをここで話してみませんか？

日時 11月７日（水）・８日（木）　10時～19時　両日とも12時～15時は弁護士も相談に応じます。

【事業全般に関する問合せ先】　労働相談情報センター事業普及課　☎03-5211-2209

　下記申込み先に、11月30日（金）までに、所定申込書（HPからダウンロード可）にてFAXでお申込みください。
詳細は　　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/seminar/kouryu/01.html　をご覧ください。
【申込み・問合せ先】　産業労働局雇用就業部労働環境課　☎03-5320-4649　　　03-5388-1469

110ばんろうどう

東京都ろうどう110番 ☎0570-00-6110

働きやすい職場づくりに
取り組む企業のための 企業交流会のお知らせ

第１部：
第２部：

〔日時〕
〔会場〕
〔定員〕

「多様な社員が活躍できる職場環境の実現に向けて」
分科会A：「女性が活躍できる職場づくり」
分科会B：「パート社員をはじめとした非正規労働者の活用」　※分科会はAまたはBいずれかを選択
12月７日（金）14時30分～16時30分
東京都庁33階北側　特別会議室Ｎ６
50名

FAX

・「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です
パート・派遣・契約社員等の労働月間
…いわゆる非正規労働者の雇用環境の整備を支援します

その３

パート・派遣・契約社員等電話総合相談を実施しますパート・派遣・契約社員等電話総合相談を実施します

労働相談情報センター・各事務所で「セミナー＆相談会」を開催します労働相談情報センター・各事務所で「セミナー＆相談会」を開催します

参加費
無料！



4
とうきょうの労働　平成24年10月 TOKYOはたらくネット　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

　東京都では、「働く」ことについてイメージがつかめ
ていない34歳以下の若年者を対象に、「ものづくり体験
塾」を実施しています。この事業は、簡単な技能体験や
関連企業の見学、職業観についてのディスカッション
を通じて、就労していない若者に、ものづくり企業で
働くイメージを描いていただき、仕事選びのきっかけ
としてもらう目的で実施しています。
　「ものづくり体験塾」は、電気工事、印刷技術など合計８
コースを、都立職業能力開発センターで実施しています
が、このうち、９月に大田校で実施したプラスチック加工
を学ぶ「アクリル時計製作」コースについてご紹介します。
　
１日目…ガイダンス・企業見学
　校長挨拶の後、講師から製造業の現状についての講
話がありました。「アクリル時計製作」コースは、金型
加工科・メカニカルデザイン科・３次元CAD・CAMモデ
ル科の３科で学ぶ技能を凝縮した内容で、製造業の生
産工程を簡単に体験できることもあり、受講生も真剣
に講義を聞いていました。その後、大田区内のプラス
チック加工企業（睦化工株式会社）を見学し、プラスチッ
クの石鹸箱製作を体験させてもらいました。
２日目…CAD・CAMによるデザイン作業
　いよいよアクリル時計の
製作にとりかかります。各
自思い思いに描いたデザイ
ンを、CADデータとして
MasterCAMに取り込みまし
た。CADやCAMは、コンピュー
タによる製品設計・製造支
援ツールのことで、製造業
の現場で欠かせないもので
す。受講生は、指導員のア
ドバイスに従って、時計の
針の位置、デザイン画の輪郭の微修正など、懸命にCAD
での作業に取り組みました。夕方には、文字盤のグラ
フィックイメージをモニター上で完成させることがで
きました。
３日目…ＮＣ加工機によるアクリル加工・組立及び着色作

業・グループディスカッション　
　２日目に作成した時計文字盤のCAMデータにより、工
具の位置や送り速度等を指令・制御するプログラムを作
成し、NC加工機へ読み込ませました。スイッチオンす

ると、工作機械がアクリル
板へ加工を始め、無事デザ
イン通りの時計盤が出来上
がりました。その後、切削
された溝に着色し、時計の
針を取り付けて、アクリル
時計が完成しました。
　午後には、東京しごとセ
ンターのキャリアカウンセ
ラーを交えて、今後の就職
に関するディスカッション
を行いました。「ものづくり体験塾」を通じて、職業訓
練を受けて就職したいと考えるようになった受講生の
方もおり、有意義な３日間となりました。

　「ものづくり体験塾」では、現在以下のコースで参加
者を募集しています。ご希望の方（34歳以下の方が対象）
は、11月15日（木）までに、下記申込み先までお申込み
ください。定員は各10名、応募多数の場合は抽選とな
ります。

■リレーシーケンスとPLCプログラム
　ベルトコンベア、信号機等に使われているシーケン
ス制御の仕組みを学び、電気回路の配線やプログラム
作成を行います。
〔日時〕12月５日（水）～７日（金） ９時～17時
〔会場〕多摩職業能力開発センター（昭島市東町3-6-33）

■電気実験と電気工事作業
電磁誘導実験で電気の不思議さや楽しさを体感し、電
気配線や接続作業により電気工事の仕事を体験します。
〔日時〕12月10日（月）～12日（水） ９時～17時
〔会場〕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）

FAX

　アビリンピックとは、障害のある方々が技能を互いに競い合うことにより職業能力の向上を図るとともに、企業
や一般の人々が障害者に対する理解と認識を深め、障害者雇用の促進と地位の向上を図るため、開催されるものです。
　このたび、第11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、以下のとおり募集します。

仕事に向けて新しい一歩が踏み出せない若者に
技能体験の機会を提供する 「ものづくり体験塾」

第11回東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）出場選手募集

開催日時・・・・・・・・・
会場・・・・・・・・・・・・・・・
競技種目・定員・・・

平成25年２月16日（土）９時30分～15時30分
東京障害者職業能力開発校（小平市小川西町2-34-1）
身体・精神・知的障害者対象：ワード・プロセッサ、オフィスアシスタント…各12名
　　　　　　　　　　　　　ビルクリーニング…10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、喫茶サービス…各10名

　11月１日（木）～ 12月14日（金）に、下記申込み先へお申込みください。
【申込み先】東京高齢・障害者雇用支援センター（〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12）

☎03-5638-2794　　　03-5638-2282　　　tokyo-support-ctr@jeed.or.jp
【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

【申込み先】 多摩職業能力開発センター人材育成課
☎042-500-8700

【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　☎03-5320-4719

11月以降も募集するコースがあります。詳細は　　
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/taikenjuku/

詳細は
http://www.jeed.or.jp/
activity/abilympics/
openplan.html#sec13

　CAMを駆使して、デザイン画の輪郭
調整や切削シミュレーションをしまし
た。

　NC加工機の説明を受けながら、オリ
ジナルデザインの文字盤が出来上がる
のを待ちます。

＊　　＊　　＊

＊　　＊　　＊

取材レポー
ト
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東京労働局からのお知らせ東京労働局

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。

11月14日（水）・16日（金）18時30分～20時30分
弁護士　板倉 由実氏　　　　　　　　100名
東京都八王子労政会館２階第一会議室

■飯田橋
労働セミナー

　【申込み先】☎03-5211-2209

〔日時〕
〔講師〕
〔会場〕

〔定員〕

■キャリアアップ講習11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→11月８日（木）（消印有効）、ま
たは②インターネット及びFAX→11月10日（土）までに、
必要事項を書き、直接実施校へ。

〔講習内容〕

〔対象〕　 

〔費用〕

太陽光発電システム施工技術（実技） 、介護
福祉士受験対策（実技）等全35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1,000円～6,500円（ほかに教科書を各
自購入。）

■2012介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア

〔日時〕

〔会場〕

11月12日（月）　セミナー：10時30分～12時
　　　　　　就職面接会：13時～16時
池袋サンシャインシティ文化会館３階展示ホールC

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4719

【問合せ先】東京労働局職業安定課 ☎03-3512-1657

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

【問合せ先】　東京労働局適用・事務組合課

住所：渋谷区渋谷２-15-１　渋谷クロスタワービル８階
☎03-3409-0328（代）

労働保険全般について
「特別加入」制度について

☎03-3512-1628
☎03-3512-1629

　両立支援を推進している地元中小企業３社が、パネ
ルディスカッション形式で「生の声」をお話します。

　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。

　フリーター等の若年者（概ね35歳未満の方）の正社員
への就職支援を専門的に行う拠点として、渋谷に「東京
わかものハローワーク」を設置しました。専門職員がマ
ンツーマンで、若者の就職の実現を目指していきます。

　介護・福祉職の就職面接会と、介護・福祉の仕事に興
味のある方を対象にしたセミナーを実施します。

■産業保健フォーラム IN TOKYO 2012

〔日時〕
〔会場〕

11月21日（水）10時30分～16時30分　　
ティアラこうとう　　　　　1,000名

【申込み先】東京産業保険推進センター ☎03-5211-4480

　大野裕・医学博士による特別講演「企業のメンタルヘ
ルスにおける認知行動療法活用のヒント」、事例発表の
ほか、健康測定コーナー等を設置します。

■亀戸

両立支援研修会
　【申込み先】☎03-3682-6321

11月28日（水）14時～16時　　　　　　80名
特定社会保険労務士　大西 綾子氏ほか
江東区商工情報センタービジネスホール

〔日時〕
〔講師〕
〔会場〕

○ 11月は、「労働保険適用促進強化期間」です ○

「東京わかものハローワーク」が
渋谷にオープン！○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

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

■１月入校生の募集
①一般
　（６か月）
②35歳以上
　（３か月）
③高年齢者（おおむね50歳以上）

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4716

（６か月）
（３か月）
（３か月・夜間）
（２か月）

溶接、CAD製図、介護サービスなど７科目

パソコン実践

申込みは、11月22日（木）までに、ハローワークか各セ
ンター・校へ。教科書代・作業服代等は自己負担。

ビル管理、電気設備管理
施設警備、マンション維持管理、パソコン実践 
　　ビル設備管理
ビジネスリフレッシュ

〔選考日〕 ①～③とも、12月４日（火）・５日（水）

①STOP！職場のハラスメント～セクハラ･パワハラへの
対処法

12月６日（木）・12日（水）18時30分～20時30分
 ６日：弁護士　山内 一浩氏
12日：横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長
　　　山本 晴義氏
100名
中央区役所８階大会議室

〔日時〕
〔講師〕

〔定員〕
〔会場〕

②働く人のメンタルヘルスを守る！メンタルヘルスの
知識＆法知識セルフチェック講座

12月７日（金）・10日（月）14時～16時
弁護士　平井 哲史氏　　　　　　　　100名
東京都八王子労政会館２階第一会議室

〔日時〕
〔講師〕
〔会場〕

〔定員〕

〔定員〕

③企業の担当者が知っておきたい労働組合の基礎知識

〔定員〕

　東京都最低賃金は、平成24年10月１日から、

時間額850円となりました。
　月給制、日給制、時間給制等すべてに「時間額」が適用
されます。
【問合せ先】東京労働局賃金課　☎03-3512-1614

東京都最低賃金改正のお知らせ
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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。

「ものづくり企業就職セミナー」開催のお知らせ
「ものづくりの世界に魅せられて！」-技能五輪国際大会2011　金メダリストが語る世界の中の日本の技術-

■平成25年３月卒業予定及び既卒
３年以内対象
①就活ノウハウセミナー
就活の現状把握、企業研究や応募書
類対策を解説。
※11月7日（水）より募集開始。  
〔日時〕11月28日（水）10時～17時
〔定員〕40名

■34歳以下対象
②面接対策直前セミナー
押さえておくべき面接のポイントを
実践的に学ぶ模擬面接セミナー。 
〔日時〕11月６日（火）14時～16時
〔定員〕40名
③合同就職面接会
参加企業約15社。履歴書複数持参の
こと。予約不要・入退場自由
〔日時〕11月９日（金）
　　　13時30分～16時30分
　　　（受付：13時～16時）

■30歳～54歳対象
④ロールプレイで学ぶ面接コミュニ
ケーションスキルアップ 
ロールプレイを交え面接ポイントを
紹介。
〔日時〕11月12日（月）
　　　13時30分～15時30分
〔定員〕100名

■55歳以上対象
⑤高年齢者のための就職支援講習
「マンション管理員④」 
マンション管理員として働く上で必
要な知識、実技、接遇法等を学ぶ。
※募集期間：11月16日（水）～ 30日（金）
〔日時〕平成25年１月15日（火）～
　　　２月７日（木）（全15日間）
　　　９時～17時
〔定員〕40名
⑥高年齢者のための就職支援講習
「駐車場スタッフ」 
駐車場スタッフとして働く上で必要
な知識、車両誘導の基本動作等を学
ぶ。
※募集期間：11月11日（日）～ 30日（金）
〔日時〕平成25年１月９日（水）～
　　　23日（水）（全８日間）
　　　10時～17時
〔定員〕20名

■34歳以下対象
⑦面接対策セミナー
（会場：調布市文化会館たづくり） 
合同就職面接会直前対策セミナー。 
〔日時〕11月８日（木）10時～12時
〔定員〕30名
⑧合同就職面接会
（会場：調布市文化会館たづくり） 
参加企業約７社。履歴書複数枚持参
のこと。予約不要･入退場自由
〔日時〕11月８日（木）
　　　13時30分～16時30分
　　　（受付：13時～15時30分）

■女性
⑨１日でわかる再就職のポイント 
働く女性を取り巻く環境を理解し、
成果を出す就職活動の進め方を学ぶ。
※託児サービスについては要問合せ  
〔日時〕11月15日（木）
　　　13時30分～16時30分
〔定員〕50名

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

〔日時〕
〔対象〕
〔会場〕
〔定員〕

12月４日（火）・５日（水）（全２日間）10時～17時
都内中小企業の管理監督者・人事労務担当者等
東京都中小企業振興公社・秋葉原庁舎３階
40名

〔日時〕
〔会場〕

11月22日（木）13時30分～16時（受付開始：13時）
東京しごとセンター地下講堂

〔対象〕
〔定員〕

39歳以下の方
70名

【申込み先】　東京しごとセンターヤングコーナー
　　　　　　セミナー事務局　☎03-5211-2851　　　03-5211-8302
【事業全般に関する問合せ】　中央・城北職業能力開発センター人材育成推進係　☎03-5800-2611

　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

　　　（⑦⑧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/seminar.html

　 　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。

⑦～⑨しごとセンター多摩　☎042-329-4524

⑤～⑥能力開発係　☎03-5211-2327

①～③
④

ヤングコーナー　☎03-5211-2851
ミドルコーナー　☎03-5211-2803

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）

　技能五輪国際大会は、原則22歳以下の若者が技を競う２年に１度の技能の祭典です。その大会の印刷競技で頂
点に立った伊東真規子氏が、日本の技術レベルの高さや、技能を磨くことの素晴らしさについて語ります。

　参加申込書（HPからダウンロードも可）に記入の上FAXしていただくか、電話で、下記申込み先へお申込みください。

【申込み・問合せ先】
東京都中小企業振興公社
☎03-3251-9361

http://www.tokyoshigoto.jp/FAX
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