
東京都産業労働局雇用就業部発行

とうきょうの
しごととあなた・明日のための情報紙 2009
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今月の主な内容
●「チャレンジ！労働法～ミー猫とつばさのまなびネット～」開設
●平成21年度「非正規労働者雇用環境整備支援事業」企業募集のお知らせ
●「東京都中小企業両立支援推進助成金」の募集を開始
●「男女雇用平等推進月間」「就職差別解消促進月間」のお知らせ
●第80回メーデー開催～雇用の創出と安定などがテーマに～
●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）
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労働法の知識を気軽に
学べるウェブクイズ「チャレンジ！労働法」開設

　東京都では、いつでも気軽に学べるウェブ労働法クイズ「チャレンジ！労働法～ミー猫とつばさのまなび
ネット～」を開設しました。
　これまでも座学による「労働法セミナー」を開催してきましたが、インターネットの活用により、働くうえ
で必要な労働法の知識を学生など、より多くの方に身につけていただく機会を提供します。

　２匹の登場キャラクター（ミー猫とつばさ）と一緒に、働
くうえで直面するトラブルを体験しながら、２択式のクイズに
挑戦。労働法の基礎知識を楽しく学べます。

働き方に合わせて、全３コースをご用意しています。

　採用、就業規則、賃金、労働時間、労働組合、雇用保険、
退職など

　派遣対象業務、直接雇用申込み義務、紹介予定派遣、セ
クハラなど

　労働条件の明示、正社員登用制度、産休・育休、解雇、
高齢者雇用など

1

犬・猫とクイズに挑戦 選べる3コース

【問い合わせ先】
東京都労働相談情報センター事業普及課普及係
　03-5211-2200

もっと労働法の勉強をしたい方は「労働セミナー」

「チャレンジ！労働法～ミー猫とつばさのまなびネット～」

http://roudouho.metro.tokyo.jp/

ミー猫

つばさ

楽しく学べる
クイズ形式

働くことに関する基本的なルール

派遣社員として働くことに関する基本的なルール
（中堅社員をめぐるトラブルに関するルールも含む）

パートタイム社員として働くことに関する基本的なルール
（ベテラン社員をめぐるトラブルに関するルールも含む）

１コース

２コース

３コース

詳しくはP5をご覧ください。

「詳細解説」ページで
より詳しく学べます
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平成２１年度「非正規労働者雇用環境整備支援事業」企業募集のお知らせ
　都では、平成18年度より、パート社員等のいわゆる非正規社員の雇用環境を改善するため、人事制度、賃金制度、教育訓
練等の整備に取り組む企業を支援しています。
　今年度も「トライ企業」と「モデル企業」の募集を行います。パート社員等の職場定着や能力開発、従業員が働きやすい職
場づくりのため、ぜひご応募ください。

　特に優れた取組を実施した企業をモデル企業に指定し、都
のホームページなどで広く紹介します。

　改善計画の認定を受けたトライ企業とモデル企業は、商
工組合中央金庫（商工中金）の「東京いきいき職場応援ロー
ン」（所定利率から0.2％優遇）の申し込みができます。
（※別途、商工中金による審査があります。）

既に取り組んでいる企業は「モデル企業」へ

　社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家を無料で派遣し、
雇用環境改善計画策定に向けた具体的な助言・提案を行います。

　改善計画の認定を受けたトライ企業は東京都中小企業制度
融資によるチャレンジ融資の申込ができます。

これから取り組む企業は 「トライ企業」へ

「東京都中小企業両立支援推進助成金」の募集を開始
　都では、平成19年度より、仕事と家庭生活の両立に取り組む中小企業等を支援するため、「東京都中小企業両立支援推進助
成金」で経費を助成しています。この機会にぜひ両立支援に取り組み、従業員の働きやすい環境づくりを目指してみませんか？
　下記4つの助成金で1社あたり最大3年間支援します。助成金の利用にあたっては、あらかじめ、「とうきょう次世代育成サ
ポート企業」（次世代育成支援対策推進法に定める一般事業主行動計画を策定し、東京労働局に届け出た場合に申請可）にご登
録ください。

両立支援推進責任者設置助成金（定額40万円）
※　両立支援推進責任者向けの研修を受講していただく必要があります。

意識啓発助成金（助成率1/2、上限10万円）〈責任者設置から2年以内〉

社内ルールづくり助成金（助成率1/2、上限50万円）〈責任者設置から2年以内〉

育児休業応援助成金（助成率1/2、上限1人当たり150万円、3人まで）〈責任者設置から3年以内〉

運転資金・設備資金を融資

産業労働局雇用就業部労働環境課
　03-5320-4649

【問い合わせ先】

パート社員が働きやすい職場づくりをお手伝いします～事業主の皆様
へ～

～事業主の皆様
へ～

募集期間　12月25日 (金 )まで

詳細は、TOKYOはたらくネット
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労働環境課
　　　　　　　　 　03-5320-4649

従業員数300名以下の中小企業等対象

都立城東職業能力開発センター生徒の作品が
「第21回優秀板金製品技能フェア」にて

銅賞を受賞しました

　4月18日（土）に、「第21回優秀板

金製品技能フェア」（主催：職業訓練法人

アマダスクール、後援：厚生労働省ほか）

の表彰式が行われました。

　学生作品の部に出品された 27作品の

うち、都立城東職業能力開発センター溶

接科の生徒作品が銅賞を受賞しました。

　講評では、「技術水準が高い」「即戦力

として期待できる」など、生徒の技術・

技能が高く評価されました。

城東職業能力開発センター
　03-3683-0341

【問い合わせ先】

「職人塾」塾生の募集
　ものづくりや職人の仕事に興味や関心のある若者を対象に、職人
に「弟子」入りする職場体験実習を実施します。

※職場体験先は、事前に行う説明、職場見学やカウンセリング等を
通して決定します。

◆実習期間　1ヶ月（20日程度）
　　　　　　※6月下旬から随時実施です。
◆対象者　34歳以下で未就業者か臨時的な職に就いている方
◆業種　貴金属装身具、日本料理、造園、印章、家具製作、洋裁、
和裁、内装仕上、タイル張り、椅子張り、本染手拭（てぬぐい）等。

◆定員　40名
◆申込　6月1日（月）から、東京しごとセンターヤングコーナー
（03-5211-2851）へ事前に電話連絡し、来所。

銅賞受賞作品
「クラシック・サイクル」 【問い合わせ先】

　東京都職業能力開発協会　　03-5211-2354
　産業労働局雇用就業部能力開発課　　　03-5320-4715

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

をご覧ください。
※なお、予定数を超えた場合は、募集期間内でも締め切りとなります。
募集期間は、5月25日 (月 )～7月31日 (金 )です。

STEPSTEP1

STEPSTEP2
STEPSTEP3
STEPSTEP4

◆　優れた取組を都のＨＰなどで広く紹介！

◆　雇用環境改善に係る経費を融資！

◆　専門家を無料で派遣！
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6月は東京都の「男女雇用平等推進月間」です
テーマ『仕事も家庭も大事にしたい！～そんなあなたがステキです～』

　都では、毎年６月を「男女雇用平等推進月間」と定め、男女ともに仕事と生活を両立させながら、能力を発揮していきいきと働くことができる
社会の実現を目指して、普及活動を展開しています。今年も企業や働く人などを対象に、以下のとおり様々なテーマでセミナーを実施しますの
で、ぜひご参加ください。

就職差別解消促進月間のご案内
～なくそう就職差別　問われる企業と社会の人権感覚～

　就職は、生活の安定や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていくうえで基本となるものです。このため、採用選考は応募者の適正
と能力に基づき公正に行われなければなりません。
　しかし、就職差別につながるおそれの強い身元調査事件や、面接で本籍地や思想・信条等を聞く事例があります。
　都では、6月を ｢就職差別解消促進月間｣ とし、就職差別をなくして就職の機会均等を確保するため、東京労働局及びハローワーク等と連携
してさまざまな啓発活動を展開します。
　この機会に、就職差別など企業内における人権問題について、ぜひ一緒に考えてみませんか。

○講演と映画の集い○

◆日時　6月26日（金）午後2時～4時30分
◆定員　1,500名（無料・当日先着順）
◆場所　文京シビックホール　
◆講演　「企業に於ける人権啓発とCSR」
◆講師　藤解 和尚（㈱ジェーシービー　総合企画部CSR推進室長）
◆映画　｢企業に求められる人権意識とは？｣

6月30日
(火 )

6月25日
(木 )

6月19日
(金 )

6月29日
(月 )

6月25日
(木 )

6月23日
(火 )

6月10日
(水 )

6月9日
(火 )

6月25日
(木 )

6月24日
(水 )

6月12日
(金 )

日時

■事業主向け均等法セミナー
○「会社革命！働き方革命！～生産力アップのための人材活用法～」

○「厳しい雇用状況のなかで」

○「自分らしく働きつづけるために～多様な就業形態で働く女性が知っておきたい労働法・社会保険の基礎～」

○事業主・働く女性の労働法と職場の母性健康管理

■男女雇用平等セミナー
○「進めよう！ワークライフバランス　～実践的取組事例と職場マネジメント～」

■女性のための再就職支援セミナー　※託児サービスあり(定員10名・要予約 )

■男女雇用平等推進セミナー　※手話サービスあり(要予約 )

15時30分～
17時30分

16時～18時

14時～16時

14時～16時

18時30分～
20時30分

18時30分～
20時30分

18時30分～
20時30分

18時30分～
20時30分

13時30分～
16時30分

18時30分～
20時30分

13時30分～
15時

15時15分～
16時45分

「企業の両立支援策！我が社の取り組みから」
①産休・育児休業への支援策や
フレックスタイムの導入など
②職員専用保育園！
その経営方針と設立の経緯
短時間勤務制度の導入など

多様な就業形態で働く女性が
知っておきたい労働法

仕事と家庭の両立「法律と判例」
～均等待遇、母性保護、配転、
　育児介護休業など～
働く女性の心と身体の健康とは
職場の妊娠中・
出産後女性社員に対する母性健康管理等

多様な就業形態で働く女性が
知っておきたい社会保険・最新労働事情

泣き寝入りしない！そこが知りたい均等法
～男女雇用機会均等法のポイント～
～育児・介護休業法のポイント～

ハッピーキャリアの法則
～ビジネス社会で自分らしく働くために
　必要なこと～

「ワークライフバランスの推進に向けて
～実現のための職場マネジメントの課題～」

「半日でわかる！
再就職をかなえるための心構えと準備」

「より存在価値の高い自分を目指して
～女性のためのキャリアデザインセミナー～」
自分らしい働き方を実現するために

〈講演２〉
「ワークシェアリングで働き方を改革しよう！」

〈講演１〉
「ダイバーシティ推進で会社を変革しよう！」

セミナー名

東京産婦人科医会
多摩支部長
　柴田　穣一氏

弁護士
　圷　由美子氏

社会保険労務士
　森山　俊子氏

弁護士
　秋田　一惠氏

弁護士　
　中下　裕子氏

日経ＢＰ社
日経ウーマン編集長　
　麓　幸子氏

法政大学
キャリアデザイン学部教授
　武石　恵美子氏

キャリアコンサルタント
　内田　ひとみ氏
　小林　悦子氏

㈱キャリアネットワーク
常務取締役　経営企画室長　
　安藤　博子氏

慶應義塾大学商学部教授
　樋口　美雄氏

グロウス・カンパニー＋代表
　山岡　仁美氏

講師

①平成 20年度東京ワーク
ライフバランス認定企業
株式会社東京コンサルト
②平成 20年度東京ワーク
ライフバランス認定企業
医療法人社団北原脳神経外
科病院

八王子労政会館
第4会議室

国分寺労政会館
第4会議室

江東区
亀戸文化センター
5階
第1、第2研修室

労働相談
情報センター
池袋事務所3階
セミナー室

練馬女性センター　
えーる

東京しごとセンター
地下講堂（飯田橋）

東京しごとセンター
地下講堂（飯田橋）

場所

100名

70名

100名

100名

50名

150名

150名

定員

東京しごと
センター

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
八王子事務所

労働相談
情報センター
亀戸事務所

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
（飯田橋）

労働相談
情報センター
（飯田橋）

申込み先・問い合わせ先

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

042-
643-
0278

042-
323-
8511

03-
5211-
2200

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

03-
5211-
2200

03-
3682-
6321

03-
5954-
6501

03-
5211-
1571

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

日時 セミナー名 講師 場所 定員 申込み先・問い合わせ先

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部労働環境課　　03-5320-4649

☆お申込は、各セミナーの申込先かTOKYOはたらくネット（http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/）へ
☆申込みは先着順です。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。

【この講演会の問い合わせ先】
　産業労働局雇用就業部労働環境課　　03-5320-4649

○人権問題啓発映画会○

◆日時　6月8日（月）午後2時～4時30分

◆定員　300名（無料・事前申込制）

◆場所　台東区生涯学習センター

◆映画　「公正採用選考のこころ」外２本

【この映画会の申込み・問い合わせ先】
　(財 )東京都人権啓発センター　　03-3876-5372

セミナー
受講料無料
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第80回メーデー　雇用の創出と安定などがテーマに

○連合系○

○全労連系○

　労働者の祭典第80回「メーデー」が、連合系は4月29日（水･祝）に、全労連系と全労協系が5月1日（金）
にそれぞれ開催されました。
　主催者及び来賓者のあいさつでは、急激に雇用情勢が悪化する中、雇用の創出と安定、非正規労働者の待遇改善
などが数多く取り上げられていました。

○全労協系○

◆会場　東京都産業労働局秋葉原庁舎3階第1会議室
　　　　（千代田区神田佐久間町1-9）
◆受講対象　企業のメンタルヘルス推進担当者
　　　　（人事労務担当者等で企業内で推薦を受けた者）
◆受講料　無料　　　◆定員　30名

第1回　メンタルヘルス推進リーダー
養成講座のお知らせ

　メンタルヘルス対策を企業の中で推進していくためには、
組織一丸となって実施体制を確立する必要があります。本講
座は、2日間のカリキュラムの中で企業内のメンタルヘルス
に対する基礎知識や企業の取組事例を学び、企業内でメンタ
ルヘルスを推進するリーダーを養成します。

職業能力開発センター等非常勤講師の募集

◆内容　介護・福祉、ＯＡシステム、情報、医療事務、機械、

防犯・防災設備、自動車整備、インテリア、簿記会計、

ＣＡＤ、ネットワーク、スキルワーク、その他職業訓練指

導

◆資格　科目関連の指導員免許をお持ちか同程度に知識経験

の豊富な方　※資格等が必要な科目あり

◆選考日　6月中旬

◆人数　20名程度

◆選考方法　面接・能力実証等

◆採用　21年7月1日以降

◆申込　6月5日（金）までに所定の申込書兼履歴書（各

センター等かHPで入手）を各センター等へ持参

◆ 勤務地　各センター等のうち該当する所

【申込み・問い合わせ先】
（財）東京都中小企業振興公社　企業人材支援課
　03-3251-9361　http://www.tokyo-kosha.or.jp/

6月12日（金）
9時30分～
16時30分

6月11日（木）
9時30分～
16時30分

日時 内容 講師

㈱ジャパンイーエーピーシステムズ
　EAP事業本部長
　松本　桂樹氏

社会保険労務士
　涌井　美和子氏

成城墨岡クリニック院長
　墨岡　孝氏

弁護士
　峰　隆之氏

企業の取組紹介
パネルディスカッション
事例研究（グループ討議）

メンタルヘルスマネジメント
（予防と休職者が出たときの対応）

精神疾患（うつ病等）に対する
知識

メンタルヘルス、過重労働をめぐる社会情勢、
知っておきたい法制度、事例

21年度新規講座

スローガン『すべての働く者の連帯で、「平和・人権・労働・
環境・共生」に取り組み、労働を中心とする福祉型社会と自
由で平和な世界をつくろう！』
　4月29日 (水 ･ 祝 )、連合系のメーデー中央大会は、「公
正と連帯の社会実現をめざす」をテーマに約36,000人（主
催者発表）が代々木公園に集まり、大会式典が行われました。
　主催者を代表して高木連合会長は、「正規労働者も非正規労
働者も共に連帯し、労働者の生活と権利を改善、立て直すため
闘おう」と呼びかけました。
　また、東京都を代表して山口副知事が来賓として出席し、「厳
しい雇用情勢の中、二度にわたる緊急対策を実施した。さらに
東京しごとセンターの就職支援策の強化、夜間訓練の新設等、様々
な対策を通じて都民の期待に応えたい」とあいさつしました。
　式典では、NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの
湯浅事務局長（年越し派遣村村長）があいさつに立ち、「労働
組合は誰の味方なのか。経営者にあこがれるか、市民・労働
者とともにあるのか、ともに考え
てほしい」と訴えました。
　また、連合三多摩が主催する
「2009三多摩メーデー」も立川
市民運動場で開催されました。
　　　　

スローガン『働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主
主義、中立の日本をめざそう』
　5月1日 (金 )、五月晴れに恵まれた代々木公園では全労連
系のメーデーが開催され、約36,000人（主催者発表）が参
加しました。

　主催者を代表し大黒全労連議長は「100年に一度といわれ
る経済危機にあって、内需主導の経済への転換は国民的世論と
して広がっている」と指摘し、「雇用の確保や賃金引上げ等の
要求実現を目指して粘り強く戦い続ける」と決意を述べました。
　「年越し派遣村」名誉村長の宇都宮弁護士等のあいさつ、
各団体の決意表明後、スローガン
及びメーデー宣言が提案・採択され、
その後、恵比寿、明治公園、新宿
の 3コースに分かれデモ行進が行
われました。

スローガン『働く者の団結で生活と権利、平和と民主主義を
守ろう』
　同じく5月１日 (金 )には、日比谷公園野外音楽堂で全労協
など主催の第 80回日比谷メーデーが開催され、約 12,000
人（主催者発表）が参加しました。
　主催者の石上国労東京委員長は、「労働組合とは、働くもの
同士が助け合っていくのだという原点を思い出し、活動してい
きたい」と述べました。引き続き、武藤都労連委員長や来賓
として前田都産業労働局次長等があいさつ。各団体の決意表
明等の後、メーデーアピールを採択。
労働者の幅広い結集と一層の団結
を訴えました。
　その後、土橋と鍛冶橋の２つの
コースに分かれてデモ行進が行わ
れました。

詳細はTOKYOはたらくネット
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調整課
　　　　　　　　　03-5320-4702

来賓としてあいさつする山口副知事

晴天のもと開催された全労連系メーデー

日比谷公園での全労協系メーデー
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労働相談情報センターのセミナー 申込み先 ･問い合わせ先：労働相談情報センター飯田橋　　03-5211-2200

日時 セミナー名 講師 場所 定員

☆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。

◆講習
　CAD製図（機械）初級、福祉住環境コーディネーター検
定試験○R（２級）受験対策、リレーシーケンス制御、第一種
電気工事士受験対策、企業会計実務、高年齢者のための文
書作成（Word）初級、ファイル操作とデータ管理、ITパ
スポート試験受験対策、ネットワークセキュリティ技術等　
全41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1,600円～6,500円　ほかに教科書を各自購入
◆申込
　往復はがきは6月8日（月）（消印有効）までに、FAX
は6月10日（水）までに必要事項を書き直接実施校へ
　インターネットは6月10日（水）までに下記HPから申込。

◆訓練期間　8月～10月（3か月間）
◆科目　IT ･一般事務･医療事務系等 10コー
ス程度
◆募集期間　6月1日（月）～24日（水）
◆申込　区市町村の「生活安定応援窓口」で
要件確認後、就職チャレンジ支援相談室で
カウンセリングと訓練申込を行います。

都立職業能力開発センター　8月入校生募集

就職チャレンジ支援
「委託訓練」8月生募集

正社員に
チャレンジ！

◆科目
　＜6か月＞昼間：[一般 ] 住宅内外装仕上科
◆選考日
　7月7日（火）
◆費用
　授業料は無料。ただし教科書代・作業服代は自己負担
◆申込
　6月1日（月）～24日（水）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

　正社員への就職にチャレンジする意欲を持つ方に対して職
業訓練を行い、より安定した就業に向けてサポートします。
受講中は生活費の心配なく訓練に専念できるよう受講奨励金
（月額約15万円）を支給、授業料･教科書代も無料です（ご
利用にあたっては、所得等一定の要件があります）。
　まずは区市町村の「生活安定応援窓口」からスタート。
就職に役立つ知識や技能を身につけて、正社員にチャレンジ
しましょう！

科目 ･日程 ･実施施設等の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/challenge/を
ご覧ください。

飯田橋相談室　03-3239-2810

所名 　　電話番号 　　　　　所在地

千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター内

大崎相談室　　03-5487-8225
品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー2F

国分寺相談室　042-326-8666
国分寺市南町3-22-10
労働相談情報センター国分寺事務所2F

日暮里相談室　03-5811-4301
荒川区東日暮里5-41-2
NNビル4F

＜就職チャレンジ支援相談室＞

8月生

6月19日（金）・
24日（水）・29日（月）

7月9日（木）・10日（金）

6月11日（木）・15日（月）

14時30分～16時30分

14時30分～16時30分

13時40分～17時00分

再確認！派遣労働者の
解雇・雇止めをめぐる法律実務

労働法基礎セミナーin八王子

トラブル防止！就業規則の見直し
対策講座in国分寺

弁護士
　岡本　博江氏

成蹊大学法学部准教授
　原　昌登氏

特定社会保険労務士
　下田　直人氏

国分寺労政会館
第5会議室

八王子労政会館
第1会議室

国分寺労政会館
第5会議室

60名

100名

7月3日（金）・7日（火）・
8日（水）・15日（水）・17日（金）

18時30分～20時30分 労働法基礎セミナーin大崎
法政大学法学部講師
　山本　圭子氏

南部労政会館
第5・6会議室

120名

7月1日（水）・2日（木） 14時30分～16時30分
労働時間の適正管理ポイント
in八王子

弁護士
　山崎　隆氏

八王子労政会館
第1会議室

100名

100名

都立職業能力開発センター　8月入校生募集
「単位制パソコン科」

都立職業能力開発センター
キャリアアップ講習 在職者向け

◆対象
　パート・アルバイトをされている方等で訓練終了後に常用
雇用への就職を希望しているおおむね30歳以下の方

◆実施校と定員
　城南職業能力開発センター大田校　15名
　城東職業能力開発センター　　　　10名
　多摩職業能力開発センター　　　　15名
◆選考日
　7月15日（水）
◆費用
　授業料は無料。ただし教科書代は自己負担
◆申込
　6月8日（月）～ 7月7日（火）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

■職業能力開発センターのキャリアアップ講習
　6月受付分
　夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習

講習内容・日程･実施校等の詳細は
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
または問い合わせ先まで。

■パソコンによるアプリケーションソフト中心の訓練で、
個別に課題（単位）ごとの習得が可能な単位制訓練
（3か月夜間）

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。

産業労働局雇用就業部能力開発課
　03-5320-4716

【問い合わせ先】

産業労働局雇用就業部能力開発課
　03-5320-4719

【問い合わせ先】

産業労働局雇用就業部能力開発課
　03-5320-4716

【問い合わせ先】

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。

産業労働局雇用就業部能力開発課
　03-5320-4726

【問い合わせ先】
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東京都産業労働局雇用就業部調整課発行 　
電 話 03（5320）4646　2009年（平成21年）5月25日発行　第1241号　昭和22年8月25日創刊

印刷物規格表第1類　印刷番号(20)73　印刷 有限会社 オルディ

＊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、当日東京しごとセンターの利用者登録をしていただきます。
☆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/
☆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）

〔求職者向け〕東京しごとセンターのセミナー・講習

対象者 セミナー名 内容 日時 定員

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）
〔求職者向け〕東京しごとセンター多摩のセミナー

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/
☆
★

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。

就職活動を進めていく上での課題・問題点の整理、自己分析と自分
の強みの発見、自分にあった求人情報の探し方・売り込み方・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。

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。

働く女性を取り巻く環境を理解するとともに、自分らしい仕事の選
び方、成果を出す就職活動の進め方を学びます。
◆会場：スクエア21・府中市女性センター　＊無料託児有り（要予約）

HP・郵送にて申し込むセミナー★
対象者 講習名 内容 日時 定員 応募方法・問い合わせ先

東京しごとセンターのHPまたは電話・ＦＡＸにて申込みを
受け付けます。
東京しごとセンター シニアコーナー
〒102-0072　千代田区飯田橋3-10-3
（問い合わせ先）シニアコーナー
電話　03-5211-2335　FAX　03-5211-3002

6月15日（月）消印有効
往復はがきに講習名 ･住所 ･氏名（ふりが
な）･生年月日 ･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

定年退職後の様々な働き方を
選択する際に必要となる労働
市場の理解、キャリア整理、求
職活動のノウハウ等をライフプ
ランも視野に入れ、総合的に
提供するセミナーを実施します。

生活援助・在宅介護のスタッフとして一般の家庭
で働く上での注意点、家事や介護法と介護保険事
務の基礎
※パソコンの基本的操作ができる方が対象です

オフィスの床や壁面をクリーニングするための器具
の取り扱いと清掃法

HP・郵送にて申し込む講習★

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 

申込み・問い合わせ先：総合相談係　　03-5211-1571

　

★
対象者 セミナー名 内容 日時 定員

申込み・問い合わせ先：ヤングコーナー　　03-5211-2851★
対象者 セミナー名 内容 日時 定員

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。

就職の必須要素を4日間でマスター。1日目「就活ス
タート＆自己分析」2日目「しごと研究＆求人検索」3
日目「人事が喜ぶ書類作成講座」4日目「知っ得面接
トーク＆マナー」

就職の必須要素を2日間でマスター。1日目「就活ス
タート＆自己分析」「しごと研究＆求人検索」2日目「人
事が喜ぶ書類作成講座」「知っ得面接トーク＆マナー」

仕事探しに悩む若年者を抱える保護者を対象として「親
としてどう関わっていくべきか」をテーマとしたセミナ
ーを開催いたします。

非正雇用経験が長く、自分の経歴に自信がない方は ｢自分にはキャリアが
ない」と思い込んでいる傾向があります。キャリアとは単に経歴 ･ 経験で
はなく、経験を通じて身に付けた能力であるとの観点からのキャリアの掘り
起こしと、アピール方法を学びます。※託児あり（要予約）

ビジネスマナーや職場におけるコミュニケーション能力
など、就職のための基礎的能力をグループワークやロ
ールプレイングを通じて体系的に習得する講座です。

2日間の連続講座。自己分析を徹底的に行います。

就職後も役立つビジネスマナーを講義やロールプレイ
ングを通して学びます。

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3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。

29歳以下

30～
54歳

保護者

34歳以下
（学生不可）

34歳以下

求職活動支援セミナー
～アピールできるキャリアがない～
「アルバイト･派遣の経験から
　キャリアをみつける！」

保護者向けセミナー
「わが子」の自立のためにいま
「親」「家族」だからできること

就職力ステップアップ講座
～厚生労働省
　「YESプログラム」認定講座～

自己分析実践パック

ビジネスマナー講座

就活倶楽部
～総合的に就活がわかる2日間～

就活倶楽部
～総合的に就活がわかる4日間～

ジョブパーティ！WEEK

就コム！（5期生）

6月24日（水）

6月30日（火）

7月6日（月）
～10日（金）
（全5日間）

①6月9日（火）
～6月10日（水）
②6月25日（木）
～6月26日（金）

6月8日（月）

6月29日（月）
～6月30日（火）

6月15日（月）
～6月18日（木）

6月22日（月）
～6月24日（水）

6月10日（水）
～7月22日（水）
水・土（全12回）

13時30分
～15時30分

10時～12時

9時30分
～16時30分

13時～16時

13時～16時

10時～17時

13時～16時

22日（月）13時～16時
23日（火）10時～17時
24日（水）13時30分
　　　　　～16時30分

13時～16時

100名

30名

30名

各20名

20名

きつい面接にも強くなる。自分らしさを伝える力が身
につく。一日完結面接セミナー。模擬面接セミナー 6月11日（木） 13時～16時 15名

16名

16名

40名

14名

団塊の
世代の方

55歳
以上

再就職支援総合セミナー
「定年退職後の働き方を考える」
～セカンドライフの考え方から
　再就職のノウハウまで～

高年齢者のための就職支援講習
「ビル清掃スタッフ（夜間）」

高年齢者のための就職支援講習
「在宅ヘルパー２級と
　介護保険事務の基礎知識①」

7月13日(月)
～9月18日(金)
9時00分
～17時00分

7月15日(水)
～7月31日(金)
17時30分
～20時30分

6月14日（日）

13時～17時
100名

20名

28名

対象者 講習名 内容 日時 定員 応募方法・問い合わせ先

女性
（全年齢）

55歳以上

30～54歳

34歳以下

これから働く女性のためのセミナー
「1日でわかる再就職のポイント」

高年齢者向け
就職ノウハウセミナー
「１日で学べる再就職活動のテクニック」

中高年者向け
就職ノウハウセミナー
「１日で学べる再就職活動のテクニック」

若年者向け
就活セミナー
「ベーシック＆アドバンス」

6月12日（金）

6月17日（水）

6月10日（水）

6月24日（水）
･25日（木）

13時00分
～17時00分

13時30分
～16時30分

13時30分
～16時30分

13時30分
～16時30分

50名

50名

50名

各30名

　労働組合基礎調査とは、厚生労働省の委託を受け、都道府県が毎年実施する調査で、国内全ての労働組合が対象です。こ
の調査を実施するため、平成２１年５～７月にかけて東京都労働相談情報センターの職員が労働組合を訪問します。組合員数
や加盟組織系統等の状況を調査し、労働行政の基礎資料を得ることが目的ですので、ご協力お願いします。

労働組合基礎調査にご協力お願いします。

【問い合わせ先】東京都労働相談情報センター　相談調査課情勢係　　03-5211-2200




