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東京都は、仕事と生活を両立しながら、いきいきと働き続けられる職場の実現に向けて、優れた
取組を行っている中小企業等を「東京ワークライフバランス認定企業」として、毎年部門ごとに選
定しています。認定企業に選定されると、取組内容を紹介するPR用リーフレットやDVDを東京都が
作成するほか、普及啓発イベント「ワークライフバランスフェスタ東京2015」で取組を紹介するな
ど、広く周知します。今年度から「女性の活躍促進部門」を新設。また、これまでの「育児・介護
休業制度充実部門」を「仕事と育児の両立推進部門」、「仕事と介護の両立推進部門」の２部門に設定し、合計６部
門で募集中です。ワークライフバランスに取り組んでいる企業経営者の皆様、是非ご応募下さい。

平成26年(2014年) ５月23日発行

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　☎03(5320)4646
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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/

▲認定状授与式

▲認定企業出展ブース

 P2　 ６月は「男女雇用平等推進月間」です
 P3　 ６月は「就職差別解消促進月間」です
 P4　 東京労働局からのお知らせ
 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　 中小企業グループを募集「課題解決型雇用環境整備事業」

東京都産業労働局雇用就業部調整課

TOPICS

－過去の応募企業･認定企業の声－

 採用活動の一環で、企業PR用DVDを上映した際、学生から大きな反響がありま
した。

 専門家のコンサルティングにより、時間外労働削減･業務効率化等、ワークライフバランスに対する社員の意識が向上しました。

 認定後、企業イメージが向上し、採用応募者が増加するとともに、優秀な人材が確保できました。

 
認定に対する社員からの反響が大きく、ワークライフバランスへの取組につ
いて、グループ企業全体に波及したと感じています。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ikiiki/nintei/
【事務局】東京都産業労働局　雇用就業部　労働環境課　雇用平等推進係 　
　　　　〒163-8001新宿区西新宿2-8-1　☎03-5320-4649

－募集の流れ－

new!

new!

new!

－募集概要－
〔対象〕  都内に本社又は主たる事業所をおき、常時雇用する

従業員数が300人以下の企業･団体等
〔応募部門〕 ①長時間労働削減取組部門
  ②休暇取得促進部門
  ③仕事と育児の両立推進部門
  ④仕事と介護の両立推進部門
  ⑤多様な勤務形態導入部門
  ⑥女性の活躍促進部門
〔認定企業数〕 合計13社程度
〔募集期限〕 ７月14日(月)必着
〔応募方法〕  応募書類( HP  で入手可)に必要事項を記載の上、

事務局へ郵送して下さい。

応募書類提出……7月14日(月)必着

書類審査……7月中旬～8月中旬

訪問審査……８月下旬～10月中旬

認定企業の決定……11月

PR用DVD・リーフレット制作
普及啓発イベント「ワークライフバランス
フェスタ東京2015」にて認定状授与・ブース
出展

専門家による………10月下旬～１月
コンサルティング
※書類審査通過企業に無料で実施

ワークライフバランスに取り組む企業を募集中！
「東京ワークライフバランス認定企業」
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HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/shokuninjuku/
【問合せ先】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

　ものづくりや職人の仕事に興味がある若者を対象に、江戸表具・畳製作・タイル貼り・印章・本
染手拭・いす張り・和裁等、さまざまな業種の職人に「弟子」入りする職場体験を実施します。
〔実習期間〕 １か月(20日程度)   ※６月下旬から随時実施
〔対象〕 34歳以下で、現在仕事に就いてない方
 又は臨時的な職に就いている方
〔定員〕 40名
 ※ 希望者多数の場合、受講できないことがあります。

　申込みは、東京しごとセンターヤング
コーナー (☎03-5211-2851)へ電話して下
さい。事前予約の上、東京しごとセン
ターでカウンセリングを受けていただき
ます。その後、職場見学等を経て職場体験先を決定します。

▲いす張り

ものづくりのプロを目指す若者に親方が直接指導！　職　人　塾

は「男女雇用平等推進月間」です６月
　東京都は、労働者が性別により差別されることなく、充実した職業生活を営むことができるよう、毎年６月を「男
女雇用平等推進月間」と定め、各種セミナーを実施しています。今年度は、以下のとおり、都内７か所の各会場で、
働く女性のキャリア形成などをテーマとしたセミナーを実施します。

「働く女性のキャリア形成」についてのセミナー
輝く女性社員へ！イマドキの労働事情とキャリアデ

ザイン
〔日時〕 ６月17日(火)・20日(金)18時30分～ 20時30分
〔講師〕 一日目：ジャーナリスト 福沢 恵子 氏
 二日目：キャリアカウンセラー 弓 ちひろ 氏
〔定員〕 80名　
〔会場〕 労働相談情報センター池袋事務所セミナー室
【申込み先】 労働相談情報センター池袋事務所
  ☎03-5954-6505
いきいきと働く！輝く女性のためのキャリアデザイン

〔日時〕 ６月17日(火)・25日(水)18時30分～ 20時30分
〔講師〕 一日目：法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
 二日目：(株)キャリエーラ代表取締役
   藤井 佐和子 氏
〔定員〕 75名　　〔会場〕国分寺労政会館４階第５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

女性が活躍する職場づくりについてのセミナー
中小企業にとっての人材と女性が活躍できる職場づ

くり
〔日時〕 ６月９日(月)・16日(月)14時～ 16時
〔講師〕 (株)読売新聞東京本社編集委員 永峰 好美 氏
〔定員〕 150名
〔会場〕 杉並区立社会教育センター第８・９・10集会室
【申込み先】 労働相談情報センター (飯田橋)
  ☎03-5211-2209
   03-5211-3270　※手話通訳有、要事前予約
女性の活躍を巡る法律実務と組織風土作りの留意点

〔日時〕 ６月10日(火)・13日(金)18時30分～ 20時30分
〔講師〕 一日目：法政大学法学部講師 山本 圭子 氏
 二日目：(株)キャリアネットワーク常務取締役 
   清家 三佳子 氏
〔定員〕 75名　　〔会場〕 南部労政会館第５・６会議室
【申込み先】 労働相談情報センター大崎事務所
  ☎03-3495-4872

男女ともに働きやすい職場環境を支援するセミナー
共に認め合う職場環境のために

〔日時〕 ６月４日(水)・10日(火)14時～ 16時
〔講師〕 一日目： 弁護士 橋本 佳代子 氏
 二日目： (株)クオレ・シー・キューブ取締役 
   古谷 紀子 氏
〔定員〕80名
〔会場〕 カメリアプラザ５階研修室
【申込み先】労働相談情報センター亀戸事務所
  ☎03-3682-6321

メンタルヘルスケアから始める働きやすい職場づくり
～今、企業に求められる対応と職場環境の整備～
〔日時〕 ６月11日(水)13時～ 17時
〔講師〕 社会保険労務士 中辻 めぐみ 氏
〔定員〕 80名　　〔会場〕八王子労政会館２階第一会議室
【申込み先】 労働相談情報センター八王子事務所
  ☎042-643-0278
職業生活が充実した社会の実現に向けて

～職場で輝くための基礎知識～
〔日時〕 ６月19日(木)・30日(月)18時30分～ 20時30分
〔講師〕 (株)キャリアネットワーク 森里 洋子 氏
〔定員〕 150名
〔会場〕 東京しごとセンター地下２階講堂
【申込み先】 労働相談情報センター (飯田橋)
  ☎03-5211-2209　  03-5211-3270
  ※手話通訳有、要事前予約
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せ、また『戦争する国づくり』
への道をストップさせよう」
と呼び掛けました。連帯あい
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・採択されました。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。第85
回三多摩メーデー実行委員会が主催する「第85回三多摩
メーデー」も井の頭公園で開催されました。 

■全労協系・・・５月１日(木)開催
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！」
　全労協系の日比谷メーデー
は、日比谷公園野外音楽堂で
開催され、約7,000人(主催者
発表)が参加しました。主催者
を代表して鎌田国労東京地本
委員長は、「非正規労働者の均
等待遇の実現をはじめ生活保
護受給者、外国人労働者等の雇用と権利等を守り、安心
･安定した生活実現に向け、全労働者の団結で闘いを構
築することが求められている」と呼びかけました。来賓
として塚田都産業労働局長が出席し、「東京都は、これま
での就業支援に加え、若者の安定した就業や女性の就業
推進、雇用環境の改善を図るなど、雇用就業施策の充実
･強化に努める」と挨拶しました。各団体の決意表明、メー
デーアピールの採択を経て、土橋と鍛冶橋の２コースに
分かれデモ行進が行われました。

■連合系・・・４月26日(土)開催
スローガン　「力合わせよう！心つなげよう！

みんなの暮らしの底上げ実現のために」
　連合系のメーデー中央大会
は、連休初日に代々木公園で
開催され、約40,000人(主催者
発表)が参加しました。主催者
を代表して古賀連合会長は、
「本メーデーでは、労働者保
護ルールの改悪にストップを
かけるべく、全国で特別決議
を採択する。全ての働く者の幸せ実現のため、積極的な
運動を展開し、時代を切り拓いていこう」と訴えました。
式典には、政府代表として安倍内閣総理大臣、労働行政
代表として田村厚生労働大臣、東京都代表として前田副
知事が来賓として出席しました。前田副知事は、「東京を
世界一安全･安心な都市、世界一の福祉先進都市にする。
また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開
催準備を起爆剤として、日本経済を再び成長の軌道に
乗せることが首都東京の使命」と、都知事メッセージを
代読しました。連合三多摩が主催する「2014三多摩メー
デー」も立川市民運動場で開催されました。 

■全労連系・・・５月１日(木)開催
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」
　全労連系のメーデーは代々木公園で開催され、約
27,000人(主催者発表)が参加しました。 主催者を代表し
て大黒全労連議長は、「今私たちが求めているのは、生
活向上と『格差と貧困』の解消である」と訴え、「『雇用改
革』、『派遣法改悪』に反対する闘いに労働運動が力を合わ

第85回メーデーが開催されました

　東京都では、就職差別をなくし就職の機会均等を確保するため、６月を｢就職差別解消促進月間｣と定め、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、就職差別など職場の人権問
題について、ぜひ一緒に考えてみませんか。

▲ 都知事メッセージを代読する　
前田副知事

▲晴天に恵まれた全労連系メーデー

▲デモ行進を行う全労協系メーデー

人権問題啓発映画会
日時　６月10日(火)13時30分～ 16時20分
上映映画 ｢みんなで語ろう！公正な採用選考｣

  「ヒーロー」
  「逃げ遅れる人々  東日本大震災と障害者」 
定員　300名
会場　台東区生涯学習センター２階
　　　　ミレニアムホール　
先着順で申込みを受付中です。定員になり次第締め
切ります。
【申込み先】 (公財)東京都人権啓発センター
  ☎03-3876-5372

講演と映画の集い
日時　６月27日(金)14時～ 16時30分
講演　「CSRと人権」(筑波大学名誉教授 菱山 謙二 氏)
上映映画 ｢それぞれの立場　それぞれのきもち

 職場のダイバーシティと人権｣ 
定員　1,000名
会場　新宿区立新宿文化センター　大ホール
当日先着順で受け付けます。
※ このイベントは、雇用主研修会(主催：東京都・東京労働局・
ハローワーク)の一環として実施します。月間中、雇用主
研修会は計８回実施します。　

【問合せ先】 産業労働局雇用就業部労働環境課　
  ☎03-5320-4649

は「就職差別解消促進月間」です６月
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東京労働局からのお知らせ

平成25年申告受理件数は5,051件
－東京労働局管下18の労働基準監督署結果－

　労働基準監督署では、働く方からの賃
金不払等の労基法違反の申し立て(＝申告)
に基づき、事業場を臨検指導しています。
都内労働基準監督署における平成25年申
告受理件数は、前年に比べて10.5％減の5,051件でした。
申告事項別では、賃金不払が最多の4,210件、次いで解
雇が830件となっています。　　
　今後も引き続き、労働基準監督署では、申告について
迅速･的確な処理を行うと同時に、指導に従わない事業
主に対しては送検手続きをとるなど厳正に対処していき
ます。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/
houdou/2014/_120451.html
【問合せ先】東京労働局労働基準部監督課 
　　　　　☎03-3512-1612

働きながら不妊治療を受ける従業員への
ご理解をお願いします

　近年の晩婚化等を背景に、働きながら
不妊治療を受ける方は増加傾向にあると
考えられます。不妊治療を受ける方は、
一定の職務経験を積んだ、企業の貴重な
戦力というケースも多いと考えられます。仕事と不妊治
療の両立について職場での理解を深め、従業員が働きや
すい環境を整えることは、有能な人材の確保にもつなが
ります。
　不妊治療への理解を深めていただくために、職場での
配慮のポイント等を掲載したリーフレットを作成しまし
たので、是非ご利用下さい。

HP  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
【問合せ先】東京労働局雇用均等室　☎03-3512-1611

求職者支援訓練７月開講コースのご案内
　雇用保険を受給できない求職者等を対象として、民間
訓練機関が厚生労働大臣認定の職業訓練を実施します。
原則受講料無料です(テキスト代等は自己負担)。 
〔対象〕 以下の要件を全て満たす方
 １． ハローワークに求職の申込みをしていること 
 ２．  雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者で 

 ないこと 
 ３． 労働の意思と能力があること 
 ４． 職業訓練などの支援を行う必要があると
   ハローワークが認めたこと 
 ※ 一定の要件を満たす方には、「職業訓練受講給付金」を

支給

〔訓練科目〕 事務･医療事務･介護･IT等約40コース
〔開講日〕 ７月３日(木)　　〔募集期限〕６月３日(火)
申込み・ご相談は、お住まいの住所を管轄するハローワー
クの訓練担当窓口まで。 

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/

死を招く「熱中症」を防げ！！
　毎年夏季に、死につながる熱中症が
多発しています。
　熱中症に対しては、正しい知識と適
切な予防対策や応急措置が必要です。
例えば・・・作業前・作業中の体調確認！
　　　　　定時の水分・塩分補給と休憩場所の確保！
　　　　　少しでも異常が見られたら早めの手当てを！
【問合せ先】東京労働局労働基準部健康課
　　　　　☎03-3512-1616

バックナンバー　 HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/tokyorodo/keyword/

　シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、
原則として区市町村ごとに設置されている公益法人(社団法人)です。都内には58か
所あります。企業や家庭、公共団体等から高齢者にふさわしい仕事を引き受け、シ

ルバー人材センターの会員に仕事を提供しています。
　シルバー人材センターの前身は、1974年に東京都が創設した「高齢者事業団」です。急速に高齢化が進展する
なか、現役引退後もなんらかの形で働き続けたいと考える高年
齢者が増加したことを受け、「一般雇用にはなじまないが、高年
齢者がその経験と能力を生かしつつ、働くことを通じて社会に
貢献し、生きがいを得ていく機会を確保する」ことを主たる目
的とし、同事業団は設立されました。この事業は全国に広まり、
1980年には、国が「高年齢者労働能力活用事業(シルバー人材セ
ンター )」を創設しました。
　東京都におけるシルバー人材センター会員数は、2012年現在
で8.5万人、受注した契約金額は326.0億円にのぼります。

「シルバー人材センター」
keyword労働　　　豆知識24
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 資料　 (公財)全国シルバー人材センター事業協会ホームページ

シルバー人材センター会員数、契約金額(東京)

会員数会員数

事業主
の皆様

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014/_120451.html
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html
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■８月入校生募集
住宅内外装仕上科(６か月)

〔対象〕 一般求職者、転職希望者
〔定員〕 10名
〔実施校〕 城東職業能力開発センター
〔選考日〕 ７月４日(金)
授業料は無料。ただし教科書代・作業服代等は自己負担。
申込みは、６月２日(月) ～ 24日(火)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・校へ。
単位制パソコン科(３か月/昼間・夜間)

〔対象〕  パート・アルバイトの方等で訓練修了後に常用雇
用への就職を希望する44歳以下の方

〔実施校〕 城東職業能力開発センター (昼間)
  多摩職業能力開発センター (夜間)
〔定員〕 各20名　　〔選考日〕７月４日(金)
授業料は無料。ただし教科書代は自己負担。
申込みは、６月２日(月) ～６月27日(金)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・校へ。

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
■キャリアアップ講習６月受付
主に平日夜間や休日に実施する短期講習
〔内容〕 ビル管理技術者受験直前対策等全48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　
〔授業料〕 900円～ 6,500円(ほかに教科書を各自購入)

申込みは、①往復はがき→６月８日(日)(消印有効)、また
は②インターネット及び  →６月10日(火)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
■都立職業能力開発センター等非常勤講師募集
〔募集科目内容〕介護、調理、電気、その他職業訓練指導   
〔募集要件〕  科目関連の指導員免許を持つ方か同程度に

知識経験の豊富な方
   ※資格等が必要な科目あり
〔選考方法〕 面接・能力実証等
〔選考人数〕 22名程度
〔選考日〕 ６月中旬
〔採用予定日〕７月１日以降
〔申込期間〕 ６月２日(月) ～９日(月)
申込みは、所定の申込書兼履歴書( HP  で入手可)を各職
業能力開発センター等へ。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/topic/kousi/
【問合せ先】 産業労働局雇用就業部調整課
   ☎03-5320-4702

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

■労働セミナー
☆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、あらかじめご了承下さい。

就業規則点検・整備セミナー
〔日時〕 ６月11日(水)・12日(木)14時30分～ 16時30分
〔講師〕 弁護士 千葉 博 氏　　〔定員〕100名
〔会場〕 江東区亀戸文化センター５階第１・２研修室
 要点解説！職場の「いじめ」「パワハラ」問題 
〔日時〕６月16日(月)・23日(月)18時30分～ 20時30分
〔講師〕弁護士 笹山 尚人 氏　　〔定員〕100名
〔会場〕八王子労政会館２階第１会議室  
限定正社員の雇用管理を探る 

〔日時〕 ７月８日(火)・14日(月)14時30分～ 16時30分
〔講師〕 ８日：雇用問題ジャーナリスト 海老原 嗣生 氏
 14日：弁護士 小川 英郎 氏      
〔定員〕 60名　　〔会場〕八王子労政会館２階第１会議室  
【申込み先】労働相談情報センター　☎03-5211-2209
■「労働組合基礎調査」へのご協力のお願い
　労働組合基礎調査は、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
調査対象です。５～７月にかけて東
京都労働相談情報センター職員が労
働組合を訪問し、調査させていただ
きますので、ご協力をよろしくお願いします。
【問合せ先】 労働相談情報センター相談調査課
  ☎03-5211-2348

平成26年度第１回　新規大卒者等
合同就職面接会・参加企業の募集 

○新規大卒者等合同就職面接会の概要○
〔対象〕 来春卒業予定の大学等新卒者及び既卒者
〔日時〕 ７月30日(水)13時30分～ 16時30分　
〔会場〕 新宿NSビル・NSイベントホール

〔募集企業数〕  170社　※ハローワークへの求人申込みが参加
要件となります。

〔申込期間〕 ６月２日(月) ～ 20日(金)
申込みを希望する企業は、①参加申込書( HP  から入手
可)、②大卒等求人票の２点を、東京新
卒応援ハローワーク宛 して下さい。
注：申込み多数の場合は抽選。抽選結果は、
７月４日(金)14時に HP  にて公開します。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【申込み先】 東京新卒応援ハローワーク
  ☎03-5339-8609   03-5339-8651
【問合せ先】 産業労働局雇用就業部就業推進課
  ☎03-5320-4720
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東京都産業労働局雇用就業部調整課

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
■34歳以下
①SPI筆記試験対策(分野別)
SPIの問題を解きながら分野ごとに
攻略ポイントを解説
〔日時〕 ６月５日(木)10時～ 13時
〔定員〕 15名
②応募書類の書き方 
自分の言葉による応募書類の書き方
と企業の視点を伝授  
〔日時〕 ６月９日(月)10時～ 17時
〔定員〕 15名

③しごと力強化ゼミ 
３日間で「課題に対してチームで考
え協力して完成する」というしごと
の基本を体験
〔日時〕 ６月13日(金)・16日(月)・
 18日(水)10時～ 17時
〔定員〕 20名
■30歳～ 54歳
④求職活動支援セミナー～求人開拓
担当者パネルディスカッション
正社員採用に求める企業の本音を伝
授
〔日時〕 ６月13日(金)
 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

会場：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 )

■34歳以下
⑤内定への近道！就活基本セミナー
〔日時〕 ６月12日(木)：応募書類対策
 ６月26日(木)：面接対策
 13時30分～ 16時30分
〔定員〕 30名
■30歳～ 44歳
⑥就活ワークトレイン多摩
非正規雇用歴が長い方を対象とした
プログラム   ※資格要件、面接選考あり  
〔日時〕 ６月16日(月) ～ 20日(金)
 (全５日間)
 10時～ 16時
〔定員〕 15名

＊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。
＊セミナー等の募集は、原則先着順での受付となります。(「就活ワークトレイン多摩」を除く。)

求職者
対象

　若者の採用・職場定着と雇用環境整備について同時に取り組む中
小企業団体等を以下のとおり募集しています。
〔応募資格〕 都内に本店又は主たる事務所がある中小企業団体等、そ

の他同業種の中小企業２社以上のグループ
〔補助限度額〕 若者の採用力強化・職場定着事業：600万円／年度
   雇用環境整備事業：600万円／年度
〔補助率〕 ３分の２　　　　　　　〔補助対象期間〕２年度以内
〔補助件数〕 ３グループ程度　　　〔募集期限〕６月13日(金)必着　
申込みは、応募書類( HP  で入手可)に必要事項を
記入の上、郵送して下さい。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/kadai/
【申込み先】 産業労働局雇用就業部労働環境課
  ☎03-5320-4739

若者の採用･職場定着と雇用環境の整備に取り組む
中小企業グループを募集

課題解決型雇用環境整備事業

東京都中小企業振興公社の講座

メンタルヘルス推進リーダー養成講座

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】①～③ヤングコーナー　☎03-5211-2851
　　　　　④ミドルコーナー　☎03-5211-2803
　　　　　⑤～⑥東京しごとセンター多摩　☎042-329-4524

　企業内で中心となってメンタルヘルス対策
を推進するリーダーを２日間で養成する講座
〔対象〕  都内中小企業の管理監督者・人事労務

担当者等
〔定員〕 40名　
〔日時〕 ７月10日(木)・11日(金)
 10時～ 17時
〔会場〕 東京都産業労働局
 秋葉原庁舎
申込みは、 HP  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

【問合せ先】東京障害者職業能力開発校　☎042-341-1427　 042-341-1451

東京障害者職業能力開発校　10月入校生を募集

オフィスワーク科(６か月)
〔対象〕  身体障害者の方で、
 就職を希望する方 
〔定員〕 15名
〔選考日〕 ７月17日(木)
受講申込みは、６月20日(金)
までに住所地を管轄するハ
ローワークへ。

職域開発科(６か月)
〔対象〕 発達・精神障害者の方で、就職を希望する方
〔定員〕 10名
受講申込みには、事前説明会への参加が必須です。
事前説明会
〔日時〕６月10日(火)・19日(木)13時～ 15時
 ※２日とも同じ内容です。いずれかの日に参加して下さい。

〔会場〕東京障害者職業能力開発校
事前説明会の申込みは、各開催日２日前までに で校へ。

http://www.tokyoshigoto.jp/

