
〔日時〕 11月26日(水)13時～ 16時30分
  (受付：12時30分～ 15時30分)

〔対象〕 来春大学等卒業予定者、既卒３年以内の求職者
〔定員〕 200名　　〔会場〕京王プラザホテル八王子
〔参加企業数〕20社
申込みは、電話または HP  で、先着受付中です。

HP  http://www.tokyoshigoto.jp/tama/
注：事前に、東京しごとセンター多摩への利用者登録が必要です。

【申込み先】東京しごとセンター多摩　☎042-329-4524

TopicsTopics

新卒応援！多摩プロジェクト　合同企業説明会

TopicsTopics 11月は「東京都若者しごと応援月間」です
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東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト
　　　TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

 P2　 11月は「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です
 P3　 11月は「職業能力開発促進月間」です
 P4　 取材レポート「ものづくり体験塾」
 P5　 セミナー・職業能力開発センター入校生募集等お知らせ
 P6 東京労働局からのお知らせ

東京都産業労働局雇用就業部調整課

　東京都は、若年者の早期就職を支援するため、11月を「東京都若者しごと応援月間」と定めています。月間中は、
面接会やセミナー等を「東京都若年者就業推進ネットワーク会議」の構成団体と連携・協力して集中的に実施します。
以下に記載したイベント以外にも多数実施します。詳細は、 HP  をご覧下さい。※「東京都若年者就業推進ネットワーク
会議」は、行政機関(東京都・東京労働局・足立区・立川市)、教育界、産業界等の各団体で構成され、若年者の職業的自立支援に取り組ん
でいます。

〔日時〕 11月19日(水)
 13時30分～ 16時30分
 (受付：13時～ 15時30分)

〔対象〕 来春大学等卒業予定者、既卒者
〔会場〕 新宿NSビル・NSイベントホール
〔参加企業数〕170社
入退場自由・予約不要です。

HP  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

　通常の製本にとどまらず、デザイ
ン性の高い印刷物加工を行う製本会
社社長が、ものづくりの奥深さを対
談形式でお伝えします。
〔日時〕 11月14日(金)13時30分～ 16時
〔講師〕 (有)篠原紙工 代表取締役
 篠原 慶丞 氏 
〔コーディネーター〕法政大学准教授 酒井 理 氏 
〔対象〕  44歳以下の求職者、ものづくり企業に関心のあ

る方
〔定員〕 70名　　〔会場〕東京しごとセンター・地下講堂
申込みは、電話で、先着受付中です。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/chuo/topic.html
【申込み先】東京しごとセンター　☎03-5211-2851
【問合せ先】中央・城北職業能力開発センター
　　　　　☎03-5800-2611

 　「緊張して面接の場でうまく話せない」「アピールで
きるほどの経験がない」など、同じ悩みを抱えるメン
バー全員で問題解決！グループワークを中心とした４
日間集中ゼミナールを通して、就職力を身につけます。
〔日時〕 11月５日(水)・８日(土)・11日(火)・15日(土)
 10時～ 17時
〔対象〕 来春大学等卒業予定者、既卒３年以内の求職者
〔定員〕 40名　　　　
〔会場〕 TKPスター貸会議室九段下第２・第３会議室
申込みは、電話または HP  で、先着受付中です。

HP  http://www.tokyoshigoto.jp/seminar_index.php
注：事前に、東京しごとセンターへの利用者登録が必要です。

【申込み先】東京しごとセンター　☎03-5211-6351

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/ouen/
【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

TopicsTopics

平成26年度第３回  新規大卒者等合同就職面接会

TopicsTopics

TOKYO新卒就活プロジェクト　ミニツクゼミ

TopicsTopics

ものづくり企業就職セミナー

▲自社開発で生まれた
新たな機械加工技術「い
いかげん折り」
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東京都産業労働局雇用就業部調整課

開催日 セミナー 
開催時間

相談会 
開催時間 セミナーテーマ 定

員 セミナー講師 会場 申込み先

11月７日
(金) 14時～ 16時 16時～ 17時 パート労働法の法的実務 60

名
弁護士   

中井 智子氏 南部 
労政会館

労働相談情報センター 
大崎事務所 

☎  03-3495-487211月14日
(金) 14時～ 16時 16時～ 17時 労働者派遣法の内容と改正動向

60
名

弁護士   
木下 潮音 氏

11月11日
(火)

13時30分
～ 15時30分 ― 雇用管理実務の留意点

“契約社員”編(前)
60
名 特定
社会保険労務士 
渡辺 葉子 氏

江東区
亀戸文化
センター

労働相談情報センター 
亀戸事務所 

☎  03-3682-632111月18日
(火)

13時30分 
～ 15時30分

15時30分 
～ 16時30分

雇用管理実務の留意点
“契約社員”編(後)

60
名

11月13日
(木)

13時30分 
～ 15時30分 ― パート・契約社員で働くとき

の労働法
60
名 社会保険労務士 

横山 玲子 氏
多摩市 
関戸公民館

労働相談情報センター 
八王子事務所 
☎  042-643-027811月20日

(木)
13時30分 
～ 15時30分

15時30分 
～ 16時30分

パート・契約社員で働くとき
の雇用保険、社会保険、税金

60
名

11月17日
(月)

13時30分 
～ 15時30分

15時30分 
～ 16時30分

パートで働くときの基礎知識
【労働法編】

60
名 特定
社会保険労務士 
大西 綾子 氏

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 
池袋事務所 

☎  03-5954-650511月19日
(水)

13時30分 
～ 15時30分

15時30分 
～ 16時30分

パートで働くときの基礎知識
【社会保険、労働保険、税金編】

60
名

11月20日
(木) 14時～ 16時 ― パートタイマーで働く人のた

めの法律
60
名 社会保険労務士 

田島 ひとみ氏
国分寺 
労政会館

労働相談情報センター 
国分寺事務所 
☎  042-323-851111月26日

(水)
13時30分 
～ 15時30分

15時30分 
～ 16時30分 給与明細書の読み方

60
名

11月25日
(火)

14時30分
～ 16時30分 ― 知っておきたい介護支援の知

識(時間編)
60
名

家計アイデア
工房 

代表取締役社長 
柳澤 美由紀 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) 

☎  03-5211-220911月28日
(金)

14時30分
～ 16時30分

16時30分
～ 17時30分

知っておきたい介護支援制度
(お金編)

60
名

注１：相談会欄が「－(なし)」のところは、セミナーのみの開催　　　注２：手話通訳サービス有(各開催日16日前までに予約必要)

「フリーター」
keyword労働　　　豆知識29

バックナンバー　 HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/tokyorodo/keyword/
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資料　総務省「労働力調査(詳細集計)」結果原表

年齢階級別「フリーター」数(全国)

年齢階級別人口に占める「フリーター」比率(全国)

11月は「パート・派遣・契約社員等の労働月間」です

パート・派遣・契約社員等電話総合相談…労働条件等の疑問や悩みにお答えします！

セミナー＆相談会…非正規労働者に関する法律・社会保険の仕組み等の知識を深めることができます！

　東京都労働相談情報センターでは、11月を「パート・派遣・契約社員等の労働月間」と定めています。月間中、非正
規労働者や事業主等を対象とした電話総合相談、セミナー＆相談会を開催します。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu/
【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

日時　11月６日(木)・７日(金)　10時～ 17時　　東京都ろうどう110番　☎0570-00-6110

フリーターという用語に厳密な定義が
あるわけではありませんが、厚生労働

省の白書等においては、次のように定義されています。

　15 ～ 34歳の若年層で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚
の者のうち、①雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」
か「アルバイト」の者、②完全失業者のうち探している仕事の
形態が「パート・アルバイト」の者、③非労働力人口で家事も
通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、
希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者

　直近10年間でみると、15 ～ 24歳のフリーターは減少傾向で
ある一方、25 ～ 34歳のフリーターは増加、人口に占める割合も
上昇しています。なお、昨今フリーターの高齢化がみられます。
年齢枠の上限を超える35歳以上の「フリーター」(年齢以外の要件
が同一)をみると、15 ～ 34歳のフリーターに比べて、規模は小さ
いものの、近年増大しています。年齢枠を54歳まで拡大してみ
ると、「フリーター」数は、2013年には273万人に達しています。
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　「アビリンピック」とは、障害のある方が技能を
互いに競い合う障害者技能競技大会のことです。
　東京都では、毎年「東京アビリンピック」を開
催しています。このたび、「第13回東京アビリン
ピック」の出場選手を募集します。申込みを希
望する方は、11月４日(火) ～ 21日(金)(必着)に、
下記申込み先へ必要書類( HP  で入手可)を郵送し
て下さい。

HP  http://www.jeed.or.jp/disability/activity/abilympics/
openplan.html#sec13 
【申込み先】東京高齢・障害者雇用支援センター
　　　　　(〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12)
　　　　　☎03-5638-2794　  03-5638-2282
【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

11月は「職業能力開発促進月間」です

技能祭…職業訓練の実演、生徒作品の展示・即売、ものづくり体験教室など楽しいイベントがいっぱい！

東京都優秀技能者(東京マイスター )等表彰式…東京の技能振興を支える企業・職人を表彰

　昭和45年にアジア初の技能五輪国際大会が東京で開催されたことを記念し、開会式が行われた11月10日を「技能
の日」、11月を「職業能力開発促進月間」と厚生労働省では定めています。月間中、東京都では、各職業能力開発セ
ンター・校で「技能祭」を開催し、また技能振興に貢献した企業・技能者等を表彰しています。

〔日時〕 11月14日(金)13時～ 14時15分　　〔会場〕東京都庁第一本庁舎５階大会議場
　表彰式では、東京都優秀技能者(東京マイスター )※１、東京都中小企業技能人材育成大賞※２、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、技能競技大会成績優秀者、技能検定試験成績優秀者を表彰し
ます。
※１  東京マイスター：都内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を都知事が認定するもの
※２  東京都中小企業技能人材育成大賞：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贈呈
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4715

【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

日時 開催校 問合せ先

11月１日(土)10時～ 15時
中央・城北職業能力開発センター赤羽校 ☎03-3909-8333
多摩職業能力開発センター八王子校 ☎042-622-8201

11月３日(月・祝)10時～ 15時

中央・城北職業能力開発センター板橋校 ☎03-3966-4131
城南職業能力開発センター大田校 ☎03-3744-1013
城東職業能力開発センター ☎03-3683-0341
城東職業能力開発センター江戸川校 ☎03-5607-3681
城東職業能力開発センター足立校(台東分校と合同開催) ☎03-3605-6146
多摩職業能力開発センター府中校 ☎042-367-8201

11月５日(水)10時～ 15時 中央・城北職業能力開発センター ☎03-5800-2611
11月８日(土)10時～ 15時 東京障害者職業能力開発校 ☎042-341-1411
11月11日(火)10時～ 15時 中央・城北職業能力開発センター高年齢者校 ☎03-5211-2340
11月23日(日・祝)10時～ 15時 城南職業能力開発センター ☎03-3472-3411
注：多摩職業能力開発センター (☎042-500-8700)の技能祭は、10月25日(土)に開催

第13回東京アビリンピックの概要

〔日時〕 平成27年２月14日(土) ９時～ 15時30分
〔競技種目〕 ①身体障害者・知的障害者・精神障害者対象
  オフィスアシスタント … 定員15名
  喫茶サービス ………… 定員15名
  ビルクリーニング …… 定員14名
  ワード・プロセッサ … 定員12名
  DTP …………………… 定員10名
  ②視覚障害者対象
  パソコン操作 ………… 定員10名
  ③知的障害者対象
  パソコンデータ入力 … 定員10名
〔会場〕 東京障害者職業能力開発校
　　　 職業能力開発総合大学校

第13回東京アビリンピック　出場選手を募集 

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


とうきょうの労働　　平成26年(2014年)10月24日　第1306号

4
東京都産業労働局雇用就業部調整課

　若者の職業観を育む目的で、平成17年度に開始した
「ものづくり体験塾」。職業能力開発センター指導員が教
える「ものづくり体験」、関連業種の現場見学、キャリア
カウンセラーを交えたディスカッションを行う内容で、
年間９コース開催しています。今回、10月６日～８日
に城南職業能力開発センターで実施した「マンションの
リフォーム体験」を見学しました。

＊　　＊　　＊
１日目：業界最新事情の講義、リフォーム現場等の見学
　「マンションのリフォーム体験」は、マンション改修施
工科・インテリアサービス科・配管科・建築塗装科で学ぶ
技能を簡単に体験できるコースです。始めに、リフォー
ム業界の最新事情についての講義。その後、三井不動産
リフォーム(株)にご協力いただき、同社のモデルルーム、
リフォーム工事現場を見学しました。
２日目：衛生器具設置作業、壁装作業
　いよいよリフォーム体験です。
まず洗面台・便器の取付・取外しに
チャレンジ。いずれも難易度が高
いものの、指導員からコツを教わ
り、スムーズに作業ができました。
次は、壁紙(クロス)張替です。古い
クロスを剥がし、新しいクロスを張った上で、さらに破
れたクロスを一部補修する技術も学びました。
３日目：フローリング張り体験、グループディスカッション
　最終日は、フローリング張りを体験。
のこぎり、電動ドリル等工具の説明を受
けてから、床を支えるための下地である
根太と合板を指定サイズにのこぎりで
カット。参加者の皆さんも力がこもりま
す。その後、根太と合板をビスで固定し
たうえで、フローリング材を張って完成
です。
　午後にはキャリアカウンセラーを交え、今後の就職に
関するディスカッションを行いました。「職業能力開発
センターに行って就職することも選択肢の一つかな」と、
働くことに前向きになった参加者もいました。

 ＊　　＊　　＊
　今後実施する「ものづくり体験塾」は右記のとおり。

若者に仕事選びのきっかけを提供「ものづくり体験塾」

　いずれも定員10名(申込多数の場合は抽選)、34歳以下
の方が対象です。
①水まわり工事を体験しよう！
トイレや洗面台など衛生器具の水道管を使い、配管工事
を体験
〔日程〕 11月17日(月)・18日(火)・19日(水)
〔会場〕 城東職業能力開発センター
〔申込期限〕11月７日(金)
②身近なエコで快適生活＆プラスチック成形体験
環境にやさしいLEDライトの製作、エアコンの点検、水
栓の交換、身近なプラスチック製品の加工を体験
〔日程〕 11月21日(金)・28日(金)・12月１日(月)
〔会場〕 中央・城北職業能力開発センター板橋校・赤羽校
〔申込期限〕11月11日(火)
③おもしろ電気実験･電気工事体験
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 
〔日程〕 12月８日(月)・９日(火)・10日(水)
〔会場〕 多摩職業能力開発センター八王子校
〔申込期限〕11月７日(金)
④床用タイルを組み合わせカラフルな床を作ってみよう！
プラスチック系床の加工・接着作業を行う住宅リフォー
ム体験　※当初予定から一部日程変更有
〔日程〕 12月11日(木)・12日(金)・16日(火)
〔会場〕 多摩職業能力開発センター
〔申込期限〕11月７日(金)
⑤LEDイルミネーションの製作・組込みプログラミング体験
フルカラー LEDを使用した簡単な回路設計を学び、プロ
グラミングによる組込みを体験
〔日程〕 12月15日(月)・16日(火)
〔会場〕 多摩職業能力開発センター府中校
〔申込期限〕11月７日(金)
【申込み先】①城東職業能力開発センター
　　　　　☎03-3683-0341
　　　　　②中央･城北職業能力開発センター
　　　　　☎03-5800-2611
　　　　　③④⑤多摩職業能力開発センター
　　　　　☎042-500-8700

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/taikenjuku/

▲上下左右がずれないよう、
慎重にクロスを貼ります

　政府等主催「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ
ム」にあわせて開催された「シャイン・ウィークス」(９月８
日～19日)の参加事業の一つとして、女子学生就職応援セ
ミナー「仕事を通じて輝く！」を９月16日に開催しました。　　
　第一部の基調講演では、就職支援のエキスパートであ
る東洋大学准教授の小島貴子氏が、就職先の見極めポイ
ント、キャリアデザインの描き方等を指南。第二部のトー

クセッションでは、仕事のモチベーション維持の方法や
失敗からの立直り方法等、会場からのさまざまな質問に、
企業で活躍中の若手女性社員が
本音で回答。就職を控えた女子
学生にとって有意義な時間とな
りました。

女子学生就職応援セミナー「仕事を通じて輝く！」を開催

▲根太をのこぎり
で切断します

取材
レポート
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■平成27年１月入校生募集
①一般(６か月) 介護サービス、

配管、マンショ
ン改修施工、グ
リーンエクステ
リア

②高年齢者(概ね50歳以上)
　(６か月)ビル管理、電気設備管理
　(３か月)施設警備、マンション維持管理、パソコン実践 
　(３か月・夜間)ビル設備管理
〔選考日〕  ①、②とも、12月４日(木)・５日(金)
申込みは、10月27日(月) ～ 11月21日(金)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。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sisetunai/annai/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4716
■女性向け委託訓練・平成27年１月入校生募集
　子育て等の理由で離職した後、再就職を目指す女性を
対象とした３か月の職業訓練。育児・家事があっても参
加しやすい平日日中に開催。キャリアカウンセリング・
合同就職面接会を行い、就職までサポート。※民間機関
に東京都が委託して実施

 web・オフィス実践科
〔会場〕 練馬区立区民・産業プラザ　　〔定員〕20名　

 医療事務・調剤事務科
〔会場〕 かつしかシンフォニーヒルズ　　〔定員〕20名　

 医療事務科
〔会場〕 TKPLuz大森カンファレンスセンター
〔定員〕 20名

 トラベルビジネス科
〔会場〕 町田市文化交流センター　　〔定員〕20名　
申込みは、10月31日(金)～ 11月18日(火)に、住所を管轄す
るハローワークか、東京しごとセンターへ。書類選考有

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/itaku/plan/
【問合せ先】中央・城北職業能力開発センター
　　　　　再就職促進訓練室　☎03-5211-3240
■キャリアアップ講習11月受付
主に平日夜間や休日に実施する在職者向け短期講習
〔講習内容〕 アーク溶接、シーケンサ等全36コース    
〔対象〕 現在働いている方で都内に在住または在勤の方　
〔費用〕 授業料1,000円～ 6,500円(他に教科書を各自購入)
申込みは、①往復はがき→11月８日(土)(消印有効)、ま
たは②インターネット及び  →11月10日(月)までに、必
要事項を書き、直接実施校へ。　

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/
【問合せ先】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
からのお知らせ

都立職業能力開発センター
からのお知らせ

＊セミナー等の募集は、全て先着順の申込みです。定員に達した場合は、
受付を終了いたしますので、あらかじめご了承下さい。

■労働セミナー
人材不足時代のダイバーシティ・マネジメント

～多様な人材を活かす職場づくり～
〔日時〕 11月14日(金)13時30分～ 17時30分 
〔講師〕 (株)ゆいアソシエイツ代表取締役 油井 文江 氏
〔定員〕 75名　　〔会場〕国分寺労政会館４階第４会議室
【申込み先】労働相談情報センター国分寺事務所
　　　　　☎042-323-8511
上記以外のセミナーについては、 HP  をご覧下さい。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu/

▲マンション改修施工

　メンタルヘルスに関する知識や企業の事例を学び、メ
ンタルヘルス対策の推進リーダーを養成する講座
〔対象〕 都内中小企業においてメンタルヘルス対策の中
心的な役割を担う衛生管理者や人事労務担当者等で、所
属する管理・監督者からの推薦を受けた方
〔日時〕 12月４日(木)・11日(木)10時～ 17時
〔講師〕 弁護士 奥村 剛 氏、医学博士 福本 正勝 氏ほか
〔定員〕 40名
〔会場〕 東京都産業労働局秋葉原庁舎　　
申込みは、 HP  にて、先着順で受付中です。

HP  http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/seminar.html
【問合せ先】東京都中小企業振興公社企業人材支援課
　　　　　☎03-3251-9361

　昨今注目度が高まっている家事代行サービスでのお仕
事について、第一線で活躍しているプロが分かりやすく
解説します。
多様な働き方セミナー・家事代行サービス編

自分らしく働ける職場を見つけよう！
〔日時〕 11月21日(金)13時～ 16時
〔講師〕 (株)ハートコード代表取締役
  有賀 照枝 氏
〔定員〕 40名
〔会場〕 東京しごとセンター多摩４階第４会議室　　
申込みは、電話で、先着受付中です。
注：事前に、東京しごとセンターへの利用者登録が必要です。
 託児サービス希望の場合、11月６日(木)までに予約が必要です。　　
  託児サービスは、１歳～６歳の未就学児のお子様がご利用でき
ます。

HP  http://www.tokyoshigoto.jp/
【申込み先】東京しごとセンター総合相談係
　　　　　☎03-5211-1571

これなら実践できる！職場のメンタルヘルス対策

メンタルヘルス推進リーダー養成講座

家事代行サービスへの就職を支援するセミナー
参加者募集中！ 
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東京都産業労働局雇用就業部調整課

東京労働局からのお知らせ

2014介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア
　介護・福祉系企業による合同就職面接会！いずれも予
約不要・入退場自由です。
■新宿会場(新宿エルタワー 30階サンスカイルーム)
〔日時〕 11月11日(火)13時～ 16時　　〔参加企業〕54社
■立川会場(立川ハローワーク共用会議室)
〔日時〕 11月18日(火)13時～ 16時　　〔参加企業〕26社

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【問合せ先】東京労働局職業安定課　☎03-3512-1656

求職者支援訓練12月開講コース
〔対象〕  雇用保険の受給資格がない求職者等一定の要件

を満たす方　※詳細は HP  でご確認下さい。
〔訓練科目〕 事務･医療事務･介護･IT等約50コース
〔開講日〕 12月17日(水)
申込みは、10月30日(木) ～ 11月14日(金)に、住所を管轄
するハローワークへ。テキスト代等は自己負担です。条
件によって、「職業訓練受講給付金」が支給されます。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_
tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html
【問合せ先】都内各ハローワーク
　　　　　 HP  http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/

東京しごとセンターの
セミナー

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
■29歳以下
①就活スタート
就活の進め方を解説
※募集開始：11月４日(火)

〔日時〕 11月18日(火)14時～ 17時
〔定員〕 15名
②就コム！
グループでのセミナーと個別カウン
セリングで早期就職！
※募集開始：11月４日(火)

〔日時〕  12月４日～ 27年１月22日の
月・木(全12日)10時～ 13時

〔定員〕 10名

■34歳以下
③とうきょうJOBフェスタ
準備セミナーを経て、企業の採用担
当者と交流
※募集開始：10月29日(水)

〔日時〕 11月12日(水)10時～ 17時
〔定員〕 40名
■30歳～ 54歳
④求職活動支援セミナー
「見て学ぶ面接コミュニケーション」
ロールプレイングを交え、面接のポ
イントを伝授
〔日時〕 11月11日(火)
 13時30分
 ～ 15時30分
〔定員〕 100名

東京しごとセンター
多摩のセミナー

東京しごとセンター多摩
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 )

■女性
⑤女性のための再就職支援セミナー
セミナー後には個別相談会を開催
〔日時〕 11月12日(水)13時～ 15時30分
〔定員〕 50名
〔会場〕 小金井市前原暫定集会施設
■年齢不問
⑥合同就職面接会in調布市
10社参加予定。予約不要・入退場自由
〔日時〕  11月５日(水)13時30分～ 16時

30分(受付13時～ 15時30分)

〔会場〕 調布市文化会館たづくり

＊初めて東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩をご利用の方は、事前に利用者登録をしていただきます。
＊セミナー等は、原則先着順の申込みです。

求職者
対象

公正な採用選考のために～ 東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人の適性や能力に基づく公正な採用選考を推進しています。詳細は、東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト「TOKYOはたらくネット」をご覧下さい。

求職者
対象

 HP  http://www.tokyoshigoto.jp/ 一部のセミナーは、 HP  から申込み可能です。
【申込み先】 東京しごとセンターヤングコーナー①☎03-5211-2851②☎03-5211-2862③☎03-5211-6351
  東京しごとセンターミドルコーナー④☎03-5211-2803　　東京しごとセンター多摩⑤⑥☎042-329-4524

パートタイム労働法が変わります！
⇔⇔⇔改正の主なポイント
①正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働
者の対象範囲の拡大…有期契約のパートタイム労働者で
あっても、職務内容と人材活用の仕組みが正社員と同一
であれば、正社員と差別的取扱いが禁止されます。
②「短時間労働者の待遇の原則」の新設…事業主が、パー
トタイム労働者と正社員との待遇を相違させる場合、不
合理と認められるものであってはなりません。
③パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による
説明義務の新設…パートタイム労働者の雇入れ時、賃金
制度や教育訓練機会、正社員転換措置状況等、雇用管理
の改善措置についての説明をしなければなりません。
④パートタイム労働者からの相談に対応するための事業
主による体制整備の義務の新設…パートタイム労働者か
らの相談に適切に対応するため、事業主は必要な体制を
整備しなければなりません。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/part2.html
【問合せ先】東京労働局雇用均等室
　　　　　☎03-3512-1611

11月は「労働保険適用促進強化期間」です！労働保険の成立手続はおすみですか。
【問合せ先】東京労働局労働保険徴収部適用・事務組合課　☎03-3512-1628

労働保険
労災
保険

雇用
保険

平成27年
４月１日施行

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/part2.html
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html

