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東京都産業労働局雇用就業部発行

今月の主な内容
●11月に３つの月間事業を実施します！
●11月の月間事業を詳しく紹介 !
　（「新卒者等合同就職面接会」、「セミナー＆相談会」、「技能祭」）
●仕事の悩み特別相談会 実施結果報告
●「中小企業向け福利厚生制度 JOYLAND」のご案内
●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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5～6

◆パート･派遣･契約社員等の電話総合相談

◆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」

◆職場訪問による相談･助言
◆パートアドバイザーによる巡回普及啓発

日時：11月4日（水）・5日（木）10時～19時
　　　（12時～15時は、弁護士による対応あり）　

※日程等詳細は2面に掲載。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部労働環境課
　　　　　　　　☎03-5320-4649

　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。

◆都立職業能力開発センター･各校での「技能祭」

◆東京都優秀技能者（東京マイスター）等表彰式

 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。工作教室で「ものづくり」の楽しさも体験
できます。
※日程等詳細は3面に掲載。

　「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（火）　13時～
会場：都庁第一本庁舎5階大会議場

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　　　　☎03-5320-4715

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。

　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。

◆第１回新規大卒者等合同就職面接会

◆若者就活応援イベント『TOKYO就魂トークライブ2009～不況
に負けるな！くじけそうなキミにエールを～』

日時：11月25日（水）13時30分～16時30分（受付開始は
12時30分）

会場：池袋サンシャインシティコンベンションセンター展示ホール
※詳細は2面に掲載。

第1部　トークセッション　「ボクらの復活の日」
第2部　パネルディスカッション　「不況の今、若者に伝えたいこと」
日時：11月7日（土）　14時30分～16時30分
会場：東京しごとセンター地下講堂
※詳細は6面に掲載。

　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日間連続の講座です。面接とは異なり、
気軽な気持ちで参加できます。
日時：11月16日（月）13時～16時、17日（火）10時～17時、

18日（水）13時30分～16時30分
※詳細は6面に掲載。

　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っています。
　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。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!!

11月に3つの月間事業を実施します！

若者しごと応援月間
～若者の「はたらく」を応援！～

パート･派遣･契約社員等の労働月間
～非正規労働者の雇用環境整備を応援！～

職業能力開発促進月間
～東京のものづくりを応援！～

＜主な事業内容＞

＜主な事業内容＞

＜主な事業内容＞

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

（その他）東京しごとセンターヤングコーナー
☎03-5320-4720
☎03-5211-2851

◆ジョブパーティ！WEEK

ろうどう110番

東京都ろうどう110番 ☎0570(00)6110
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◆日時　11月25日（水）13時30分～16時30分
　　　　（受付開始は12時30分）
◆対象　平成22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　池袋サンシャインシティコンベンションセンター
　　　　展示ホールＤ－１、Ｄ－２
◆参加企業　約150社
◆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
　（コピー機はありません。）

◆当日はインフルエンザ拡大防止のため、マスクを着用のこと。
◆協力：埼玉県、千葉県、神奈川県

　東京都は東京労働局と学生職業総合支援センター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。

※相談会欄が「－（なし）」のところは、セミナーのみとなります。　日時欄の時間は、セミナー開始時間です。（セミナーは2時間程度）
※労働相談情報センター(飯田橋)は、ダイヤルイン導入に伴い、10月26日から電話番号が変更になります。10月23日以前は、03-5211-2200です。ご注意ください。

パートタイム労働事情～働くとき、雇うとき知っておきたい基礎知識～
セミナー＆相談会「正社員化の動向と展望＆雇用管理の実務」

11月26日
10:00 80

知っておきたい! パートの雇用保険・社会保険・税金11月9日
13:30 50 15:30

～16:30
事業主も働く人も知っておきたい
パートタイム労働法と社会・労働保険「パート労働法の留意点」

11月19日
18:30 60 －特定社会保険労務士

杉中　至氏 町田市民ホール

特定社会保険労務士
川端　重夫氏

15:30
～16:30

東京都
国分寺労政会館

国分寺
042-323
-8511パートタイム労働事情～働くとき、雇うとき知っておきたい基礎知識～

セミナー＆相談会「働くうえで知っておきたいパート労働基礎知識」
11月26日
13:30 80

ご存知ですか？パートタイム労働法11月5日
13:30 50 －

社会保険労務士
横山　玲子氏

多摩市
関戸公民館

八王子
042-643
-0278

事業主も働く人も知っておきたい
パート労働者の社会保険・労働保険・税金「雇用保険法の改正点ほか」

11月25日
18:00 60 20:00

～21:00

パート・派遣・契約社員で働く人、雇う人のセミナー＆相談会
「働く不安を払拭！パート・派遣・契約社員のトラブル解決法」

11月11日
18:00 60 弁護士

中野　麻美氏

事業主のためのパート労働セミナー＆相談会
「チェックしよう！パートタイム労働法」

11月10日
14:00 60 16:00

～17:00

パート・契約社員等のセミナー＆相談会
～パート・契約社員など有期の契約で働くあなたに～
②労働条件の引下げなど「職場のトラブル対処法」

11月19日
13:30 60 弁護士

圷　由美子氏
15:30
～16:30

パートで働くときの押さえておきたい基礎知識12月1日
14:30 60 社会保険労務士

永田　幸江氏
16:30
～18:30

北とぴあ
７階第１研修室

法政大学講師
山本　圭子氏

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※

事業主のためのパート労働セミナー＆相談会
「事例・判例から学ぶトラブル解決法」

11月17日
14:00 60 16:00

～17:00
パート・派遣・契約社員で働く人、雇う人のセミナー＆相談会
「多彩な人材活用法！ワーク・ライフ・バランスで戦力アップ！」

11月11日
14:00 60 慶應義塾大学教授

樋口　美雄氏 16:00
～17:00

東京都
南部労政会館

大崎
03-3495
-4872

労働者派遣の基礎知識11月10日
14:00 60

日本人材派遣協会
業務課長
水野　快二氏

16:00
～18:00

労働相談
情報センター
池袋事務所
セミナー室

池袋
03-5954
-6501

パート・契約社員等のセミナー＆相談会
～パート・契約社員など有期の契約で働くあなたに～
①社会保険・税金・年金の基礎

11月18日
13:30 60 特定社会保険労務士

林　智子氏
15:30
～16:30

足立区
シアター1010

亀戸
03-3682
-6321

非正規雇用で働くときに知っておきたい基礎知識11月13日
14:00 50 特定社会保険労務士

望月　由佳氏 －
東京しごと
センター
５階セミナー室

東京しごと
センター
03-5211
-1571

日時 セミナー名 定員 講師 相談会 会場 担当事務所

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部労働環境課　☎03-5320-4649

１１月の月間事業を詳しく紹介！
「若者しごと応援月間」
平成21年度　第１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

「パート･派遣･契約社員等の労働月間」
電話総合相談　労働相談情報センター･各事務所の「セミナー＆相談会」

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4720
又は　学生職業総合支援センター　☎03-3589-8609

解雇、有給休暇や社会保険など、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4日（水）・5日（木）10時～19時（12時～15時は、弁護士による対応あり）

　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（http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/）をご覧ください。
　「セミナー＆相談会」のお申し込みは、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。

東京都ろうどう110番　0570(00)6110
110番ろうどう

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

詳細はHPをご覧ください

パート・派遣・契約社員等電話総合相談

セミナー＆相談会
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実施日 体験内容 会場 見学先 申込先

①

②

都立職業能力開発センターで「ものづくり」を体験しよう！
－「ものづくり体験塾」12月実施分参加者募集－参加費無

料！

◆日程･内容

※コースごとに全日程とおしてご参加ください。

◆対象　おおむね34歳以下の方

◆定員　各10名
（応募者多数の場合は
　抽選となります）

◆時間　おおむね9時30分～17時

◆申込　12月1日までに申込先へ電話で。

詳細はHPで　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/taikenjuku/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　☎03-5320-4719

東京都労働相談情報センターの労働相談

110番ろうどう

　都内15の職業能力開発センターと各校で
は、月間期間中に、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？

　労働相談情報センター及び各事務所では、常時労働問題全般について相談をお受けしています。
相談は無料、秘密は厳守します。ぜひご利用ください。

　東京都労働相談情報センターでは、解雇、賃金不払い、職場のいじめ等、職場のトラブルに関する電話相談会「仕事の悩み特別相談

会」を平成21年9月10日（木）・11日（金）の2日間で開催しました。

　受付開始と同時に相談が殺到し、相談件数は200件にのぼりました。

　この度、相談実施結果がまとまりましたので、お知らせします。

　この相談会は、東京都福祉保健局の事業「自殺防止！東京キャンペーン”自殺の悩み”特別相談週間」と連携して実施しました。

：平成21年9月10日(木)・11日(金)
　午前9時～午後7時
：東京都労働相談情報センター職員、弁護士、心理カ
ウンセラー
：「東京都ろうどう110番（0570-00-6110）」に
よる電話相談

200件（男性105件・女性95件）
労働者173件・使用者14件・その他（親族等）13件

開催日時

相 談 員

相談方法

①相談項目で多かったのは、「職場の嫌がらせ」（24.0％）、
「解雇」（15.5％）、「労働時間」及び「退職」（各
10.5％）でした。

②心の不調を訴える方からの相談が約３割。不調の原因で多い
のは、「職場の嫌がらせ」30.4％、「解雇」17.9％、「退
職」及び「長時間労働」各12.5％でした。

③自殺を考える労働者からの相談が約１割。ケースにより、適
切な専門機関をご紹介しました。

　都では、ものづくり体験や企業見学等を通じ、ものづくりの具体的なイメージや理解を深めるとともに、将来の職業
選択のきっかけにしていただくため、「ものづくり体験塾」を実施しています。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4715

「職業能力開発促進月間」
職業能力開発センター･各校の「技能祭」

住　　所開催校

江戸川区中央2-31-27江戸川校

大田区本羽田3-4-30大田校
北区西が丘3-7-8赤羽校
板橋区舟渡2-2-1板橋校

江東区亀戸9-6-27城東センター

府中市南町4-37-2府中校
武蔵野市境5-27-19武蔵野校
八王子市台町1-11-1八王子校
立川市羽衣町3-29-26多摩センター
足立区綾瀬5-6-1足立校（台東分校と共同開催）

日程

３日（火）
祝日

11月

品川区東品川3-31-16城南センター２１日（土）
小平市小川西町2-34-1東京障害者職業能力開発校１４日（土）
文京区後楽1-9-5中央・城北センター１１日（水）
千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター10F高年齢者校１０日（火）

12月7日（月）
～9日（水）

12月15日（火）
～16日（水）

中央・城北職業能力
開発センター
板橋校・赤羽校
多摩職業能力
開発センター
八王子校

中央・城北職業能力
開発センター
℡03-5800-2611
多摩職業能力
開発センター
℡042-522-6151

製造業

製造業

プラスチック素材から
マグカップ、容器を作ろう！！
住宅の電気工事を体験しよう！！

ペーパーウエイトの加工と
デザインの体験をしよう！

東京都ろうどう110番 ☎0570-00-6110

労働相談情報センター 仕事の悩み特別相談会　実施結果報告

【問い合わせ先】
労働相談情報センター
相談調査課
☎03-5211-2346

◆相談内容◆概要

◆相談件数



4
とうきょうの労働　平成21年10月 TOKYOはたらくネット　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

「労使の協力で進めよう　労働時間の適正化」　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下記担
当課までお問い合わせいただくか、HPをご覧く
ださい。

◆労働保険全般について
　適用課　　　　☎03-3512-1628
◆「特別加入」制度について
　事務組合課　　☎03-3512-1629
http://www.roudoukyoku.go.jp/

　厚生労働省東京労働局では、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を
図り、労使が一体となった取組を促すこととしています。
　また、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保する等の観点から労働
基準法が改正され、平成22年4月1日より施行されます。
　その一環として、本キャンペーン期間中に、フリーダイヤルによる全国
一斉の「労働時間相談ダイヤル」を設置し、隣接する埼玉、千葉及び神奈
川の各労働局が連携して、首都圏で働く方や事業主の方等からのご相談に
応じます。

◆日時　平成21年11月20日（金）午後1時30分～5時30分
◆場所　東京都中央区築地5-3-2　浜離宮朝日ホール
◆内容
・基調講演「経営に大きな差がつくワーク・ライフ・バランス」
　　講師：東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフ

バランス研究部長　渥美 由喜氏
・パネルディスカッション
・講演「改正労働基準法について」

◆定員　300名
◆申込締切　10月31日（土）
　（これ以前に定員に達した場合は締め切りとなります。）

労働時間等の設定の改善を通じた仕事と生活の調和のとれた働き方の普及に向けて、意識啓発を図るためのセミナーを開催します。

　JOYLAND専用ホームページ「福利厚生なび」では、豊富なメニューや
会員だけのおトク情報を掲載。お忙しい会員様のために、WEBから24時
間対応で利用券のお申込を受け付けております。

※ そ の 他 リ ラ ク
ゼーション、ス
ポーツ施設から
文化教養まで幅
広いメニューを
取りそろえてお
ります。

　 年 会 費 は１企 業
19,800円（従業員数
10人以下の場合）～、
入会金は0円。また、会
費は税法上損金として
処理できます。

東京労働局からのお知らせ

低コストで大企業並みの福利厚生に!! 中小企業向け福利厚生制度　JOYLAND
ジ ョ イ ラ ン ド

®

３０１人以上 ８４，０００円
１０１人～３００人 ４２，０００円
３１人～１００人 ３３，０００円
１１人～　３０人 ２１，０００円
１０人以下 １９，８００円
従業員数 年会費(１法人当たり)

―そんな中小企業のみなさまのご要望にお応えするのが、中小企業向け福利厚生制度「JOYLAND」です。―

職場環境を整えて、
魅力ある職場をつくりたい

費用を抑えて
福利厚生を充実させたい

福利厚生の
アウトソーシングを導入したい

他の福利厚生制度に比べ低コストで大きな満足！

オンラインサービスも充実

家計に嬉しい！
【会費】

ご利用いただけるメニューの一例です。

☎03-3251-9361

【問い合わせ先】
東京都中小企業振興公社　企業人材支援課

【問い合わせ先】

Eメール：fukuri@tokyo-kosha.or.jp
　http://www.fukuri-navi.jp/

11月は
「労働保険適用促進月間」です 11月は「労働時間適正化キャンペーン期間」です

仕事と生活の調和のとれた働き方の普及促進に関するセミナー　開催のお知らせ

～平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されます～

としまえん ３，９００円 １，０００円
西武園ゆうえんち ３，２００円 １，０００円
東武動物公園 ４，８００円 １，５００円
東京ディズニーリゾート ５，８００円 ４，９００円
スパリゾートハワイアンズ ３，１５０円 １，０００円

名　　称 一般料金 JOYLAND
料金

◆日時　平成21年11月21日(土)　( 「勤労感謝の日」の前々日)
　　　　午前9時～午後5時

【問い合わせ先】東京労働局労働基準部監督課　☎03-3512-1612

フリーダイヤル0120-794-713労働時間相談ダイヤル

【申し込み先・問い合わせ先】
　東京労働局 労働基準部 労働時間課
　☎03-3512-1613  FAX 03-3512-1557
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就職チャレンジ支援
「委託訓練」1月生募集

正社員に
チャレンジ！

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＞

1月生

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

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

育児離職者向けeラーニング委託訓練
1２月生募集

都立職業能力開発センター 1月入校生募集

産業労働局雇用就業部能力開発課
☎03-5320-4716

【問い合わせ先】

11月5日（木）
・6日（金）

18時30分
～20時30分

働く女性を応援！2009
～働く女性の労働法入門と
　職場のメンタルヘルス～

社会保険労務士・臨床心理士
涌井 美和子氏、
弁護士　圷 由美子氏

立川市女性
総合センター
アイム

60名 労働相談情報
センター国分寺

042-323
-8511

11月16日（月）
・30日（月）

14時30分
～16時30分

時代が求める就業規則整備のポイント
―その就業規則、古くありませんか？―

特定社会保険労務士
下田 直人氏

江東区
文化センター 90名 労働相談情報

センター（飯田橋）
03-5211
-2209（注）

（注）労働相談情報センター飯田橋は、ダイヤルイン導入に伴い、10月26日から電話番号が変更になります。10月23日以前は、03-5211-2200です。ご注意ください。

無料（教科書代等は自己負担）
10月28日（水）までに住所地を管轄するハ
ローワークまたは東京しごとセンター（飯田
橋・多摩）に願書を持参

◆費用
◆申し込み

詳細は、http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
または問い合わせ先まで。

　結婚や出産、育児のために離職をしている方を対象に、安定し
た就職を目指す「育児離職者向けｅラーニング委託訓練」を実施
します。都内在住の未就学児童を養育している求職者で、自宅に
パソコンなどの通信機器等を備え、通信費の負担ができる方が
対象となります。再就職に役立つｅラーニング各コンテンツによ
る訓練とスクーリング（月1回）を組み合わせた内容です。
（注）スクーリングでは、月に1度訓練実施機関へ赴きます。就職支
援や進捗状況の悩みを直接相談することができます。

　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！

◆訓練期間
◆科目

1月～3月（3か月間）
IT･一般事務･医療事務系等8コー
ス程度

◆募集期間
◆申込

11月2日（月）～24日（火）
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。

CAD製図（電気設備）初級、測量士補受験対策、カラー
DTP、高年齢者のための財務会計（勘定奉行）、販売管
理（商奉行）、社会保険の実務、文書作成（Word）中級、
データベース（Access）初級、ExcelVBAによるプロ
グラミング、Webビジネスにおける情報マネジメント、
ITパスポート試験受験対策、ホームヘルパーの技能向
上講習、製くつ（機械底付・婦人靴）、アーク溶接特別教
育、CAD製図（機械）中級、汎用旋盤･フライス盤等全
39コース
現在働いている方で都内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
往復はがきは11月8日（日）（消印有効）までに、FAXは
11月10日（火）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（火）までに下記HPから申
込。

◆講習

◆対象
◆費用

◆申込

■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
　おもに夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習

[一般] 溶接、CAD製図、介護サービスなど8科目
[高年齢者] ビル管理、電気設備管理

[ハローワークの受講指示を受けた35歳以上の方]
パソコン実践　[高年齢者]施設警備　[ハローワー
クの受講指示を受けたおおむね50歳以上の方]パ
ソコン実践
[高年齢者]ビル設備管理

[高年齢者]ビジネスリフレッシュ
12月3日（木）
授業料は無料。ただし教科書代・作業服代は自己
負担
10月26日（月）～11月20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
　＜6か月＞
　　昼間：

　＜3か月＞
　　昼間：

　　夜間：
　＜2か月＞
　　昼間：
◆選考日
◆費用

◆申込

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。

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。

産業労働局雇用就業部能力開発課
☎03-5320-4719

【問い合わせ先】

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。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課

☎03-5320-4726

③ オフィスワーク基礎科

② オフィスツールマスター科
（MCAS資格取得対策）

53名
※3コース
合わせた
人数です。

12月1日（火）
～約3ヵ月間

① ITパスポート試験対策科
定員 訓練期間コース名

産業労働局雇用就業部能力開発課
☎03-5320-4714

【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）10月23日発行 第1246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

＊セミナー等の参加にあたり、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

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 

申込み・問い合わせ先：ヤングコーナー　☎03-5211-2851（予約制）★

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
〔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/
☆
★

対象者 セミナー名 内容 日時 定員

若年者

29歳以下

40歳未満
（学生不可）

39歳以下

34歳以下

若者就活応援イベント
「TOKYO就魂トークライブ2009
　～不況に負けるな！くじけそうな
　　　　　　　キミにエールを～」

就コム！（14期生）

面接対策直前セミナー

就職活動支援セミナー
「未来の自分を創造しよう！」
～カリスマ講師が語る、厳しい
　就職環境を乗り越える準備～

合同就職面接会

ジョブパーティ！WEEK

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～

ものづくり企業就職セミナー
（都立中央・城北
　職業能力開発センター共催）

11月7日（土）

11月16日（月）
～11月18日（水）

11月30日（月）
～1月18日（月）

11月12日（木）

11月2日（月）

11月13日（金）

12月7日（月）
～12月11日（金）

11月30日（月）

14時30分～16時30分

16日（月）　13時～16時
17日（火）　10時～17時
18日（水）　13時30分
　　　　　～16時30分

１３時～16時

14時～15時30分

13時30分～15時30分

13時30分～16時30分
（※受付締切16時）
入退場自由

9時30分～16時30分

13時～16時

100名

40名

14名

50名

70名

申込
不要

30名

70名

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
ターヤングコーナーの登録が必要です（当日登録可）。

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。
◆会場：東京都国分寺労政会館

年代に応じた自分のキャリアをどう描いていくか、キャリアデザイン
の基本を学びます。
就職活動においては書類審査に通ることが必須です。多くの応募書
類を審査する企業の採用担当者に目に留めてもらい、面接に呼んで
もらえるような書類作りを学びます。　　　　　

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

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。

事業主の方へ高齢者を雇用する時の
ポイントや助成金の紹介、具体的な高
齢者の活用事例をお話します。
（会場：立川商工会議所12階会議室）

マンション管理員未経験の方を対象と
して、業界の方から就業内容や企業が
求める人材について、再就職した経験
者からの体験談をご案内します。
（会場：立川市女性総合センターアイム
5階 第3学習室）

11月15日（日）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

東京しごとセンターのHPまたは電話・ＦＡＸにて事前
に申込みください。
（問い合わせ先）シニアコーナー
電話 03-5211-2335　FAX 03-5211-3002

電話又はFAXにて事業所名･住所･電話番号・所属・
氏名を書いて事前に申込みください。
※①又は②のどちらかへ申込みください。
①立川商工会議所無料職業紹介所
TEL:042-522-4611、FAX：042-522-4625
②わくわくサポート三鷹
TEL:0422-45-8645、FAX:0422-45-8646
（問い合わせ先）上記①又は②へご連絡ください
電話又はFAXにてお名前･年齢･電話番号を書い
て事前に申込みください。
（申込み先・問い合わせ先）
立川市　産業文化部　産業振興課　商工振興係
TEL:042-528-4317、FAX：042-521-2568

不安定な雇用環境にある非正規雇用者等の正社員就職を支援するため、飯田橋の東
京しごとセンターで既にご利用いただいている専用相談窓口「ネクストジョブテラス」
を東京しごとセンター多摩にも開設します。カウンセリングから仕事探し、就職後の
フォローアップまで強力にバックアップします。
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。

技能五輪国際大会で金メダル（旋盤部門）をとった経歴を持
つ「ものつくり大学」の細田教授が、経験談やものづくりの
魅力等について講演します。併せて、ものづくりの担い手と
なるための具体的な方法（職業訓練等）についての説明や
個別相談会も実施します。

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。

面接直前のあなたに「今すぐ使うことのできるポイント」の
数々をお話します。面接がちょっと苦手と思っているあなた！
このセミナーに参加して自分をうまくアピールするコツを
ゲット！

企業の採用支援や若者の就職活動支援に数多く携わった講
師が、自己分析の急所、社会で活きる人材要件、10年後の
ビジョン整理法などについて講演します。面接直前の方、こ
れから就職活動する方への必見セミナー！

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。

厳しい就活戦線が続く中、若者を対象に、「なにくそ！」の精
神で前に進むための、若者就活応援イベント。第一部では、
逆境を経験し、それを乗り越えたパネリストによるトークセッ
ション。第二部では、「不況の今、若者に伝えたいこと」を
テーマに、パネリストや人事担当者等によるパネルディス
カッション！

申込み・問い合わせ先：総合相談係　☎03-5211-1571（予約制）★
対象者 セミナー名 内容 日時 定員

30～
54歳

13時30分
～15時３０分

13時30分
～15時３０分 100名

100名～成功する就職のために考えたい～
「ミドルのためのキャリアデザイン」

～そのような応募書類で損していませんか～
　「採用担当者の目に留まる応募書類とは」

１１月１１日（水）

１１月２５日（水）

団塊の
世代の
方

立川市及び
三鷹市内の
中小企業の
事業主

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～

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③」

事業主向け
高齢者雇用支援セミナー
「高齢者雇用のポイント！
　助成金の活用がわかる」
～いきいきとした高齢者の
　　　　本格活用に向けて～
（立川市・三鷹市・東京しごと財団・
　　　　雇用開発協会共催事業）
職種転換セミナー
「マンション管理員」
～未経験の職種にトライ！～
（立川市・東京しごと財団
　　　　　　　　共催事業）

11月
１４日（土）
13時
～17時

1月14日(木)
～2月5日(金)
10時00分
～16時00分

100名

40名
（選考
　あり）

11月16日(月)
13時30分
～16時00分

11月11日(水)
13時30分
～16時00分

30名

50名

対象者 セミナー名 内容 日時 定員
HP・電話・FAXにて申し込む講習★

応募方法・問い合わせ先

対象者 講習名 内容 日時 定員 応募方法・問い合わせ先

対象者 講習名 内容 日時 定員
HP・郵送にて申し込む講習★

電話・FAXにて申し込む講習（東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩への利用者登録の必要はありません。）★

応募方法・問い合わせ先

対象者 セミナー名 内容 日時 定員

３０歳代 「ネクストジョブ多摩」オープン

３４歳
以下

就活セミナー
「ベーシック
　＆アドバンス」

１０月２６日（月）
オープン

１１月２５日（水）
２６日（木）
全２日間

平日：９時～２０時
土曜：９時～１７時
（日曜日・祝日・
年末年始を除く）

１３時３０分
～１６時３０分

ー

30名


