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TOPICS
労働相談専用ダイヤルを開設！
　さらにお気軽に労働相談ができます

「解雇・雇い止め」
　　　　　　　　　特別相談会

◆名称　「東京都ろうどう１１０番」

◆電話番号　０５７０-００-６１１０

◆相談時間　平　日 :　午前9時から
　　　　　　　　　　  午後8時まで
　　　　　　

土曜日 :午前9時から
　　　　　　　　　　午後5時まで

4月 1日
スタート！

ろうどう110ばん

TOKYOはたらくネットにも掲載されています。

【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター
　　　　　 　  ☎03-5211-2200

「解雇・雇い止め」特別相談会を実施しました
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パソコン操作競技

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4717

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4712

ア ビ リ ンピ ッ ク 東 京 大 会 が 開 催 さ れ ま し た

　2月21日（土）、小平市の東京障害者職業能力開発
校を会場に、第 7回障害者技能競技大会　（アビリン
ピック）東京大会が開催されました。
　この大会は、障害者の職業能力開発を促進すると
ともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を高
め、その雇用の促進と地位の向上を図ることを目的
として、社団法人東京都雇用開発協会が主催し、都
が共催しています。今回はパソコン操作や喫茶サー
ビスなど 6種目 49名の選手が参加し、日頃培った
職業技能を競い合いました。
　家族や見学者の応援の中、選手は緊張しながらも
1時間 30分の競技時間の中で精一杯技能を披露し、
日頃の成果を発揮しました。
　また、競技だけでなく、ノコギリ演奏や地元「小
平よさこい」の元気いっぱいなステージもあり、選
手の皆さんも楽しいひとときを過ごしました。
　各競技種目の上位 3名が金・銀・銅賞を受賞、そ
のうち金賞受賞者には都産業労働局長賞が授与され
ました。

　都立職業能力開発センターでは、訓練生が職業訓練
で培った技能の成果を競い合い、技能者としての自覚
を高めることを目的として、「ものづくり競技会」を
開催しています。7回目を迎える今回は、3月6日（金）、
城東職業能力開発センター江戸川校を会場に開催され
ました。
　競技部門１　スターリングエンジンカー部門と競技
部門２　ライントレースカー部門に分かれて競技が行
われ、5所の都立職業能力開発センター・校の訓練生
が参加。また、スターリングエンジンカー部門には、
北豊島工業高等学校の生徒も参加し、ものづくりの技
を競い合うとともに、参加者同士の交流も図られまし
た。
　スターリングエンジンカーは、空気の熱膨張・収縮
を利用した外部燃焼エンジンで走行する車で、日頃の
訓練で学んだ加工精度が直進性・振動等に影響し、速
さの違いとなって現れます。また、ライントレースカー
はマイコン制御で走行ラインをトレースして進む車で、
マイコン制御プログラムの優劣が走行姿勢や速さに影
響します。

　走行タイムだけでなく、デザインやアイデアなども
評価ポイントとなるため、色使いや形の楽しい作品も
ありました。
　結果は、スターリングエンジンカー部門で板橋校の
訓練生の作品が優勝、北豊島工業高等学校は準優勝で
した。ライントレースカー部門では、江戸川校の訓練
生の作品が優勝、2位・3位は八王子校の作品が受賞
しました。また部門別に優れた設計の作品には、設計
技術賞も授与されました。参加した訓練生たちは緊張
しながらも存分に日頃の成果を発揮し、これまでの訓
練を見つめなおす良い機会になりました。

＜競技種目と入賞者＞ (敬称略）
競技種目

（　）内は出場人数
ワープロ（6名）
表計算（5名）
パソコン操作（6名）
パソコンデータ入力（10名）
喫茶サービス（10名）
オフィスアシスタント（12名）

金賞
土屋　哲郎 青木　学 薄葉　八月雄
酒見　英喜 武山　剛士 上島　一晃
川田　良子 竹山　三津代 山家　敏治
清水　瑞穂 橋本　昌英　 千島　由芽乃
安室　光代 青野　豊子　 堤　純子
中里　千秋 松本　悟　 植原　貴大

銀賞
氏　名

銅賞

工業高校の生徒も参加しました ライントレースカーの競技風景

　また、金賞受賞者 6名の中には、今秋茨城県で開
催される全国大会に出場する選手もいるので、今後
ますますの活躍が期待されます。
　出場した選手たちはこの大会で職業技能を競うこ
とで、技能労働者として社会に参加する自信と誇り
を持つことができたのではないでしょうか。

喫茶サービス競技

オフィスアシスタント競技
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昨年の名工塾（溶接）の様子

　都では、東京の製造業のものづくり基盤技術や技能を強化し、製造業の発展を図るために、高度熟練
技能者等の技能を中堅青年技能者に継承する「東京ものづくり名工塾」を平成 13年度から行っています。
　このたび 21年度の塾生を募集します。

　技能検定は、働く人々の技能を一定の基準により検定し、これを公証する国家検定制度で、職業能力開発
促進法に基づき実施されています。
　技能検定は、職種ごとに等級を区分するもの（特級、1級、2級、3級）と等級を区分しないもの（単一等級）
があり、それぞれ実技試験と学科試験が行われます。技能検定に合格すると、厚生労働大臣名（特級、1 級、
単一等級）または東京都知事名（2 級、3 級）の合格証書と技能士章が交付され、「技能士」と称することが
できます。
　技能検定制度は、技能に対する社会一般の評価を高め、労働者の技能と地位の向上を図るとともに、我が
国の産業の発展に寄与すると期待されています。確かな技能の証として各職場において高く評価されている
技能検定試験、皆さんもチャレンジしてみませんか？

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　　　☎03-5320-4719

◆募集科目

◆受講料

◆開催場所

◆受講対象者

◆実施

Ⅰ 溶接コース
Ⅱ 機械加工コース
　（汎用旋盤又はフライス盤） 

Ⅰ 6月6日～7月11日の土曜日（全6回）
Ⅱ 5月16日～8月1日の土曜日（全12回）

Ⅰ 16,200 円
Ⅱ 32,400 円（傷害保険料別途） 20代～ 30代の主に中小企業に勤務する中堅・青年技能者

（原則として企業からの推薦が必要）

◆申し込み

4 月 16 日（木）までに各コース実施の職業能力
開発センターへ

Ⅰ 城東職業能力開発センター
　（江東区亀戸 ☎03-3683-0341）　
Ⅱ ①板橋校（板橋区舟渡 ☎03-3967-5421）
　 ②大田校（大田区本羽田 ☎03-3744-1013）
　 ③江戸川校（江戸川区中央 ☎03-5607-3684）
　 ④多摩職業能力開発センター
　　  （立川市羽衣町 ☎042-522-6151）

◆実施職種

造園、機械加工、とび、左官、防水施工、フラワー
装飾など。
1･2 級 43 職種、3級 16 職種、単一等級 3職種
※受験には、原則として検定職種に関する実務経験
（1級は 7年以上など）が必要です。

◆募集期間

4月2日（木）～4月15日（水）

◆試験手数料

実技試験：15,700円　
学科試験：  3,100円

◆申し込み先

東京都職業能力開発協会
〒102-0072　千代田区飯田橋 3-10-3
東京しごとセンター 7階　☎03-5211-2353
申し込み方法等の詳細は、上記協会
http://www.tokyo-nokaikyo.or.jp
または下記問い合わせ先へ

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　　　  ☎03-5320-4717

　昭和 36 年に左官職種の 1級技能士となった堀江弥
太郎氏。堀江氏は古来より受け継がれてきた建築装
飾としての鏝絵（こてえ）において、長八（ちょうはち）
の手法を応用するなど独自の技法を駆使し、従来に
はない表現方法や材料を用いて、多くの作品を制作
しています。昭和 43 年には皇居新宮殿の新築工事に
も参加しました。また、日本で始めての漆喰絵の個
展を開くなど、鏝絵の普及啓発を積極的に行うとと
もに、1 級左官技能士として「生涯現役」を実践す
ることにより、鏝絵技術・技能を後世に残すべく尽
力しています。
　堀江氏は平成19年度「東京マ
イスター」（都内の事業所等に勤
務している、きわめて優れた技能
を有し、技能を通じて後進の指導
育成に努めている者に対して認
定、知事賞を贈呈）に認定、また
平成 20 年度「卓越した技能者
（現代の名工）」表彰においても、
部門代表として表彰状を授与さ
れています。

機械加工職種の技能検定の様子

堀江氏の作品





☆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   
★申込み・問い合わせ先：東京しごとセンター多摩　☎042-329-4524　http://www.tokyoshigoto.jp/tama/ 

30～54歳

34歳以下

対象者 セミナー名 内容 定員日時

55歳以上

就活セミナー
「ベーシック＆アドバンス」

1日目就活ベーシック：就活の進め方や自分の隠れた経験･長所の探し方、応募
書類の作成ポイントなど。
2日目就活アドバンス：選考ポイントや面接マナーなど。
※1日だけのご参加、両日のご参加、どちらでも結構です。

1日で学べる
再就職活動のテクニック

就職活動の課題･問題点の整理、自己分析と強み発見、求人情報の探し方･採用担
当者に評価される応募書類の書き方、キャリアを活かした面接の受け方等、就職
活動のノウハウをわかりやすく解説します。

1日で学べる
再就職活動のテクニック 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ノウハウをわかりやすく解説します。

4月 27日（月）・
28日（火）

4月 15日（水）

4月 22日（水）

13時～17時

30名13時30分～
16時30分

50名

50名

13時30分～
16時30分

★問い合わせ先：ヤングコーナー　☎03-5211-2851

対象者 電話による相談 内容 受付時間

34歳以下
・

保護者
若者しごとホットライン
☎03-3511-4510

若者の仕事に関するあらゆるご相談（就職・転職・スキルア
ップなど）に、就職支援アドバイザ-が電話でお答えします。
またご家族からの相談もお受けします。

月～金曜日　10 時～19 時
土曜日　　　10 時～16 時
※日曜・祝日・年末年始
　（12月 29日～1月 3日）を除く

★HP・郵送にて申し込む講習

対象者 講習名 内容 定員 応募方法・問い合わせ先日時

55歳以上

55歳

 ～

64 歳

高年齢者のための就職支援講習
「施設整備スタッフ（夜間）」コース

施設警備員として働く上で必要な基本動作
や心構え、警報装置・各種機器の使用方法
などを身につける講習です。

5月13日（水）

　 　 　 ～

5 月 26日（火）

17時30分　 　 ～

20時30分

20 名
（体力測定・
面接選考有）～講習修了後、関連企業で働きたい方～

～講習修了後、関連企業で働きたい方～

9

とうきょうの労働　平成 21 年 3 月

4 月 15 日（水）消印有効
往復はがきに講習名・郵便番号・住所・氏名（フ
リガナ）・生年月日・年齢・電話番号を書き、
郵送。
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

4 月 25 日（土）消印有効
東京しごとセンターのHP または郵送で所定
のエントリーシートを提出。
東京しごと財団協働事業担当係
〒102-0072 千代田区飯田橋 3-10-3
（問い合わせ先）
協働事業担当係  03-5211-2325

高年齢者のための就職支援講習
「マンション管理員①」コース

～専門スキルを活かして中小企業で
　働きたい方～

エキスパート人材開発プログラム

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、防火の知識と実技などを学ぶ講習です。

5月14日（木）

～
6月 5日（金）

10時　 ～

16時

40 名
（体力測定・
面接選考有）

専門分野（営業・財務・人事等）で10年以上
の経験を持ち、中小企業でそのスキルを活か
す意欲のある方を対象に、中小企業で働く上
での心構えや基本的な知識などを総合的に
学ぶプログラムです。

6月9日（火）

～

6月 26日（金）
全13日間

10時　 ～

16時

　  25 名
（書類審査の
上、面接選考）

東京都婦人既製洋服製造業最低工賃が改正されます東京都婦人既製洋服製造業最低工賃が改正されます
　東京都内において婦人既製洋服製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改定されます。
新しい工賃の発効日は4月 1日（水）です。
　内容等についてのお問い合わせは
東京労働局労働基準部賃金課（☎03-3512-1614）または都内の各労働基準監督署まで。

とうきょうの労働　平成20年12月号訂正とうきょうの労働　平成20年12月号訂正
　とうきょうの労働 12 月 25 日発行第 1236 号 2 面「東京ジョブコーチ支援室」の電話番号が誤っていました。
お詫びして訂正いたします。
（訂正前）☎03-5310-0577
（訂正後）☎03-5311-0577 

＜東京労働局からのお知らせ＞

東京しごとセンターのセミナー・講習・相談東京しごとセンターのセミナー・講習・相談


