
中小企業
向け

東東京京都都立立多多摩摩職職業業能能力力開開発発セセンンタターーをを
44月月にに移移転転・・開開設設ししまますす！！

東京都は、求職者・在職者の職業能力開発や中
小企業の人材育成を支援する地域の拠点とし
て、都内に４つの東京都立職業能力開発セン
ターを設置しています。
本年４月１日、多摩地域の拠点である東京都

立多摩職業能力開発センター（現在地：立川市）
を産業支援機関の集積する「産業サポートスクエ
ア・TAMA」（昭島市）内に移転・開設します。

【問い合わせ先】
多摩職業能力開発センター（３月３１日まで） �０４２―５２２―６１５１

（４月１日より） �０４２―５００―８７００

新新セセンンタターーででのの主主なな取取組組

職業訓練
就職に向けて、職業に必要な知識・技能を習得したい！

■ 多様な職業訓練を実施するため、傘下の武蔵野校と統合のう
え施設を大規模化しました。
■ 電気系・機械系の中小企業が集積する多摩地域の産業特性に
合わせた訓練科目を設置します。

人材育成支援
従業員をスキルアップさせたい！
基礎的な技術を身につけた人を採用したい！

■ 中小企業の人材育成や人材確保に関する総合相談窓口を設置
します。
■ 大型の貸出施設「人材育成プラザ」を付設します。社内教育訓
練などにご活用ください（無料（電灯代等の実費を除く。））。
■ 隣接する産業支援機関の施設・機器やノウハウを活用して従業
員向け訓練等を充実していきます。

【移転先所在地】
東京都昭島市東町３―６―３３（JR青梅線「西立川駅」徒歩７分）

【案内図】
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東京都では、今年度より、安心して子供を産み育てることができる雇用環境を整備するた

め、ワークライフバランスの実現に向けた企業自らの創意工夫による先駆的な取組に対し

て積極的な支援を行い、その取組状況や成果等の情報を発信する「働き方の改革『東京モ

デル』事業」を実施し、既に４つのプロジェクトが始動しています。

このたびプロジェクトの追加募集を実施したところ、８プロジェクトのご応募の中から、他

企業のモデルとなるような２プロジェクトを選定いたしましたのでお知らせします。

選定プロジェクト（2プロジェクト）の主な取組内容（五十音順）
働き方改革～“つなぐ”プロジェクト
NTTコミュニケーションズ株式会社 【大企業（１社）電気通信事業等】

○ 「働き方改革」の実現に向けた新eWorkstyleの導入
・全社員が、必要とする“情報”や“人”に柔軟に素早くアクセスできる新しい勤務環境の整備。在宅勤務、顧客訪問・出張時のモバイル
勤務等を組み合わせ、場所や時間にとらわれないワークスタイルを設定。
・新eWorkstyle導入によるマネジメントへの影響度の検証
・新eWorkstyle実施を可能にする業務の可視化（上司・同僚との業務・スケジュール等の共有）

○ 経営戦略としての「働き方改革」についての管理職向け研修、生産性向上のための従業員研修の実施 等
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～楽しみながら、楽しい未来へ。～THE BANDAINAMCO Lifestyle Project
株式会社バンダイナムコホールディングス
【大企業グループ（大４）玩具・ゲームの製造・販売、アミューズメント施設の運営等を行うグループ会社の事業戦略支援等】

○ 業務の見直しに向けた取組
会議効率化のための環境整備・会議運営スキルの向上研修、事務処理能力向上のための研修等の実施、ネットワークを活用した業務
の効率化等

○ 労働時間縮減に向けた、管理職の意識改革研修、社員向け研修の実施
○ 小学生以上の児童を対象としたキッズルームの設置・運営
○ 生活を充実させるための各種支援事業（社内外の交流、自己啓発の促進など）等

既に選定された4プロジェクトのご紹介（順不同）

多様な社員が働くことができる環境と事業所内保育所の
新しい活用の実現に向けて

中規模事業所におけるWLB（※）推進と、事業所内保育所を
活用した待機児童削減プロジェクト
（※）ワークライフバランスの略

株式会社アルビオン【大企業（１社）化粧品の製造・販売等】
多様な社員が働き続けることのできる環境整備と、

事業所内保育所の新しい活用の検討を進めています。

東京モデル推進プロジェクト
～WLBドリームプラン実現に向けて～
株式会社タカラトミー（リーダー企業）
【中小企業グループ（大２・中小６）玩具等の企画・製造・販売】
グループ８社で連携し、階層別の業務効率化研修や在宅勤務のトライアル

に取り組んでいます。

日通航空「ひとりひとりがライフデザインを実現できる企業へ」
プロジェクト
日本通運株式会社東京航空支店
【大企業（１社）運輸業（自動車輸送、海上輸送、利用航空輸送等）】
「働き方の改革」実現のために、経営層・管理職層の意識改革や組織ごとの

業務改革から始めています。

ワークライフバランス「８８８プロジェクト」
（トリプルエイトプロジェクト）
パシフィックコンサルタンツ株式会社（リーダー企業）
【中小企業グループ（大１・中小８）建設コンサルタント業】
組織的な業務の見直しや、会議の効率化、IT環境整備等により所定外労働

時間の削減によるメリハリの利いた生活の実現を目指しています。

日通航空の目指す「働き方の改革」のゴール
「会社も社員もともに元気に！」

各プロジェクトの詳細は、TOKYOはたらくネット（http://www.
hataraku.metro.tokyo.jp/equal/model/）でご覧いただけます。

子どもたちに夢を与えるおもちゃ会社の社員こそが、
いきいきと働くために

ワークライフバランスで、活力あふれる会社、
メリハリの利いた生活に！

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部労働環境課 �０３―５３２０―４７３９

追加募集概要
◆応募資格 都内に本社又は主たる事務所を

置く企業、団体、企業グループ、
協同組合等

◆対象事業 コンセプトや目標が明確で、２年
以内に実現可能な複数事業で構
成されるプロジェクト。

◆募集期間 平成２２年９月１５日～１２月２１日

働き方の改革「東京モデル」事業 追加プロジェクト決定！
〈本事業は、東京都が実施する少子化打破緊急対策事業です〉
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新新卒卒特特別別応応援援窓窓口口

新規大卒者等就職応援面接会in六本木

東京都と東京労働局、東京・八王子新卒応援ハローワーク、東京

新卒者就職応援本部が連携し、３月１日（火）・２日（水）・３日（木）

の３日間にわたり、就職が決まっていない学生等を対象にした面接

会を東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」（港区六本木３―２―

２１（学生職業総合支援センター２階））にて実施しました。

平成２３年３月大

学卒業予定者の就

職内定率が、平成２２

年１２月１日時点で

過去最低の６８．８％

となるなど、新卒

者の就職は極めて

厳しい状況です。

こうした状況を

反映して、当日は

多くの学生等が来

場しました。１日（火）は、今春卒業予定の学生が３９４人、既卒の方が

１０６人、計５００人が参加していました。２日（水）は計５６８人（新卒者４５６

人、既卒者１１２人）、３日（木）は計６２６人（新卒者５００人、既卒者１２６人）

と、３日間合計で１，６９４人（新卒者４５６人、既卒者１１２人）の方が企業

との面接に臨みました。

当日は、卸・小売業や製造業、サービス業など様々な業種の企業

が参加し、計９０社（１日（火）：３１社、２日（水）：２９社、３日（木）：３０

社）でした。また、求人数は計６６９人（１日（火）：２５７人、２日（水）：

２６３人、３日（木）：１４９人）で、営業職・事務職・技術職など様々な職

種の募集がありました。

面接会が始まると、学生の方々は一斉に希望する企業のブースに

散らばっていきました。自分の番号を呼ばれると、緊張した面持ちで

企業の人事担当者の面接を受けていました。また、会場外の書類記

入コーナーでは、受付で配布された求人票一覧を見ながら、履歴書を

その場で記入する

学生の姿が見られ

ました。卒業を間近

に控え、気持ちに

焦りがあると話す

学生もおり、少しで

も多くの企業と面

接の機会を得よう

と積極的に面接に

臨んでいました。▲特に最終日（３／３）は多くの学生の方 が々集まりました

平成２３年６月末日まで を開設中！

平成２３年３月卒業予定及び既卒３年以内の若年者の方を対象に、個別カウンセリングや就職
活動支援セミナー等で早期就職をサポートします。
【開設場所】 東京しごとセンターヤングコーナー（千代田区飯田橋３―１０―３ �０３―５２１１―２８５１）

東京しごとセンター多摩（国分寺市南町３―２２―１０ �０４２―３２９―４５１０）
【利用時間】 平日：午前９時～午後８時、土曜：午前９時～午後５時、日曜祝日：休業

▲緊張した面持ちで面接の順番を待つ学生の方 （々３／１）

緊急合同就職面接会

３月１１日（金）、池袋サンシャ

インシティ（豊島区）にて、

まだ就職が決まっていない

学生等を対象とした合同就

職面接会を実施しました。

本面接会は、新卒者等の

厳しい雇用情勢を受け、東

京都、東京商工会議所及び

東京労働局が連携し、急遽

開催が決定されたものです。

面接会当日は、製造業や

サービス業など、東京商

工会議所の会員企業５９社

が参加し、求人数は２１２人

でした。多くの企業担当

者と面接できる最大かつ

最後のチャンスとあって、

当日は１，１００人（新卒者９９８

人、既卒者１０２人）の学生

の方々が参加しました。

開始直前には、学生の方々が会場内に入りきらず、会場外に溢れ

ていました。開場し受付を済ませると、一斉に企業の各ブースへ散ら

ばっていきました。

数十社の企業の面接を受けたが未だ内定を取れないという今年

３月卒業の学生は、何とか卒業するまでに内定をとりたいと話してい

ました。また、妥協せず希望

企業に就職するためチャレ

ンジしたい、と意欲を語っ

てくれた学生は、このチャン

スをものにしようと積極的

に複数の企業の面接を受

けていました。

▲真剣な面持ちで面接を受ける学生の方々

▲開始前に何度も求人票を確認している
学生の方々

▲椅子に座りきれない程の学生が集まる
ブースもありました。

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部就業推進課

�０３―５３２０―４７２０

平成２３年3月卒業予定者・既卒者対象の就職面接会を3月に緊急開催！
「新規大卒者等就職応援面接会in六本木」「緊急合同就職面接会」

取材レポ
ート
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「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て、
企業価値を向上したい」

２月１９日（土）、小平市の東京障害者職業能力開発校を会場に、第９回東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）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、東京都が共催しています。
競技種目「喫茶サービス」では、飲食店における接客をテーマに、言葉遣いや動作の丁寧さ
などの接遇技能を競い合いました。
このほかワード・プロセッサやオフィスアシスタントなど、全６種目に４４名の選手が参加し、
各種目の上位３名が金・銀・銅賞を受賞しました。さらに、金賞受賞者には東京都産業労働局
長賞が授与されました。
また、競技終了後には、府中市を拠点に活動しており、聴覚障害者のみで結成された和太鼓
グループの龍和夢太鼓さんによる演奏が行われました。選手の皆さんも、龍和夢太鼓さんと
一緒に、和太鼓演奏の体験を楽しみました。
受賞された方も、惜しくも受賞できなかった方も、今大会での挑戦は大きな自信と満足につ
ながったのではないでしょうか。参加された皆さんの今後のさらなる活躍が期待されます。

【競技種目と入賞者（敬称略）】

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１７

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�のご案内

－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。－

【問い合わせ先】
�東京都中小企業振興公社
企業人材支援課
�０３―３２５１―９３６１
Eメール：fukuri@tokyo-kosha.or.jp
http：／／www.tokyo-kosha.or.jp／

第9回 東京障害者技能競技大会
東京アビリンピックが開催されました

他の福利厚生制度に比べ低コストで大きな満足！

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。

【会費（税込）】

家計に嬉しい！

ご利用いただけるメニューの一例です。

※その他リラクゼーション、スポーツ施設から生活サポート、文
化教養まで幅広いメニューを取りそろえております。

オンラインサービスも充実！

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。資料請求受付中。

名 称 一般料金 JOYLAND料金

スパリゾートハワイアンズ ３，１５０円 １，０００円

東京ディズニーリゾート ６，２００円 ５，３００円

東武動物公園 ４，８００円 １，５００円

西武園ゆうえんち ３，２００円 １，０００円

としまえん ３，９００円 １，０００円

従業員数 年会費（１法人当たり）

１０人以下 １９，８００円

１１人～３０人 ２１，０００円

３１人～１００人 ３３，０００円

１０１人～３００人 ４２，０００円

３０１人以上 ８４，０００円

競 技 種 目
（ ）内は出場人数

氏 名

金 賞 銀 賞 銅 賞

ワード・プロセッサ（５名）
タ ナカ マサ ト

田中 雅人
エ ガワ コウイチ

江川 功一
タカハシ ユウ ジ

�橋 佑治

表計算（４名）
ムラ オ アヤ

村尾 彩
イ ガ ラ シ ヒデノリ

五十嵐 英紀
サ サ キ ヒロユキ

佐々木 浩文

パソコン操作（５名）
ハマ ヤスヒロ

濱 康寛
ヤ ン ベ トシハル

山家 敏治
イシウラ トモ ミ

石浦 智美

パソコンデータ入力（１０名）
タカハシ アツヒコ

高橋 温彦
スガ ノ リョウ

菅野 涼
ヒ ダカ マモル

日高 守

喫茶サービス（１０名）
サメジマ ジュン

鮫島 淳
タ ハラ モエ

田原 萌
アオヤマ ヒロ ミ

青山 弘美

オフィスアシスタント（１０名）
ヤマザキ ナツ ミ

山� 夏実
タキ ガ サキ タクミ

瀧ヶ崎 匠
ウエハラ タカヒロ

植原 貴大

取材レポ
ート

▲「喫茶サービス」競技の様子

▲和太鼓グループ・龍和夢太鼓さんと一緒に演
奏を楽しむ選手の皆さん
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在職者
向け

都立職業能力開発センター キャリアアップ講習
■職業能力開発センターのキャリアアップ講習４月受付分
おもに平日夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習
◆講習 CAD製図初級、プラスチックの基本成形作業、土地家屋調査士受験対策、第二種電気工事士（実技）受験対策、第三種電気主任技術

者科目合格対策（機械）、消防設備士（乙種第４類）受験対策、デジタル画像編集、３級簿記受験対策、文書作成（Word）初級、表計算
（Excel）中級等 全４４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１，０００円～６，５００円、ほかに教科書を各自購入。
◆申込 往復はがきは４月８日（金）（消印有効）までに、FAXは４月１０日（日）までに必要事項を書き直接実施校へ。インターネットは４月１０日

（日）までに下記HPから申込。
講習内容・日程・実施校等の詳細はhttp://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/ または職業能力開発センター・校まで。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１９

東京労働局管内では、平成２２年に建設業における死亡災害が増加していたことから、都内１８の労働基準監督署において、昨年１２月１日
から１２月１０日にかけて、都内２６０箇所の建設工事現場に対して、一斉に監督指導を実施しました。
その結果、何らかの労働安全衛生法違反が認められた現場は１５２現場（５８．５％）で、主な違反事項は、
	足場や高所からの墜落・転落防止に関するもの ９８現場

元請事業者の安全衛生管理面に関するもの ５８現場
でした。
また、法違反が認められた現場のうち、３４現場に対しては、作業停止命令又は立入禁止命令の行政処分を行いました。
平成２２年における建設業の労働災害のうち、墜落・転落による労働災害は、死亡災害の約６割、死傷災害の約３割を占めています。
東京労働局では、引き続き建設業の墜落・転落災害の防止を重点として、監督指導を強化することとしています。

平成２３年４月１日から、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出をしていただくことが義務となります。
４月１日まで、あとわずかです。「一般事業主行動計画」の策定がまだ済んでいない事業主の皆様は、早急に策定をお願いします。
また、すでに「一般事業主行動計画」を策定し、届出が済んでいない事業主の皆様、４月１日以降の届出は混雑が予想されますので、早
めの届出をお願いします。
★ 届出の仕方
「一般事業主行動計画策定・変更届」（様式第１号）を提出してください。「様式第１号」はコレ��
★ 届出の方法
⇒ 届出先は、「東京労働局」です。
	 来局する。

 郵送する。 �

届出の写しが必要な場合は、策定届２部をお持ちください。
（郵送の場合は、返信用封筒も同封してください。）

 FAXする（ただし、４月３０日までの期間限定です。５月１日以降は無効です。
FAXで提出する場合の注意事項は、東京労働局HPをごらんください。）
〈東京労働局 HP；http://www.roudoukyoku.go.jp/event/２０１０/２０１０１２２８/index.html〉

★ 届出先（お問い合わせ先）
東京労働局雇用均等室
〒１０２―８３０５ 東京都千代田区九段南１―２―１九段第三合同庁舎
電話：０３―３５１２―１６１１

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

５月１７日（火）、
５月１９日（木）

１４時００分～
１６時００分

人事労務担当者が知っておきたい
有期労働契約のルール ～パート
・契約社員等を活用したい会社の
ための実務ポイント再確認！～

（１日目）特定社会保険労務士
渡辺 葉子 氏

（２日目）弁護士 峰 隆之 氏

労働相談
情報センター
池袋事務所

６０名

労働相談情
報センター
（飯田橋）

０３―５２１１―２２０９

５月２４日（火）、
５月２６日（木）

１８時３０分～
２０時３０分 労働条件セルフチェック 弁護士 小川 英郎 氏

東京しごと
センター
地下講堂

１００名

５月２４日（火）、
５月２５日（水）、
５月２７日（金）

１３時３０分～
１６時５０分 労働法基礎セミナーin池袋 弁護士 岩本 充史 氏

労働相談
情報センター
池袋事務所

１２０名

６月２日（木）、
６月９日（木）

１８時３０分～
２０時３０分

派遣労働の基礎知識 ～派遣で働
くときに知っておきたいこと～ 弁護士 佐々木 亮 氏

東京都南部
労政会館
第５・６会議室

６０名

５月１３日（金）、
５月１７日（火）、
５月２０日（金）

１４時００分～
１６時４０分 新任労務担当者のための労働法 國學院大学講師 野間 賢 氏

江東区亀戸
文化センター
５階研修室

１００名
労働相談情
報センター
（亀戸）

０３―３６８２―６３２１

都内２６０箇所の建設工事現場を一斉監督指導東京労働局からのお知らせ

１０１人～３００人を雇用する事業主の皆様�
一般事業主行動計画の策定・届出はお済ですか？

届出は、こちらへ！！
行動計画の策定などに関するご質問・ご相談も応じます。
お気軽にお問い合わせください�
４月１日までに届出お願いします！
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〔求職者向け〕東京しごとセンターのセミナー・講習
＊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、事前に東京しごとセンターの利用登録をしていただきます。
☆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）
★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/

〔求職者向け〕東京しごとセンター多摩のセミナー
☆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
★問い合わせ・申込み先：東京しごとセンター多摩 �０４２―３２９―４５２４ http://www.tokyoshigoto.jp/tama/

都立職業能力開発センター 6月入校生募集
１．「住宅内外装仕上科」（６か月）
建築物の仕上に関する一連の建築仕上施工について、タイル・左
官・内装を中心とした実習主体の訓練により幅広い知識と技能を習
得できます。
◆対 象 一般（求職者及び転職を希望する方）
◆実施校と定員 城東職業能力開発センター足立校１０名
◆選考日 ５月１０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 ４月５日（火）～２２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へ。

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。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課�０３―５３２０―４７１６

２．「単位制パソコン科」（３か月夜間）
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
◆対 象 パート・アルバイトをされている方等で訓練修了後に常

用雇用への就職を希望するおおむね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 ２０名
多摩職業能力開発センター ２０名

（いずれも民間教育訓練機関で実施）
◆選考日 ５月１３日（金）
◆費 用 授業料は無料。ただし教科書代は自己負担
◆申 込 ４月７日（木）～５月６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へ。

平成２３年度前期 技能検定試験のご案内
技能検定は、働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度です。昭和３４年に実施されて以来、年々内
容の充実が図られ、現在１２２職種について実施されています。技能検定の合格者は、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
ます。このたび平成２３年度前期の受検者を募集します。
◆職 種 造園、機械加工等

１・２級 ４３職種、３級 １６職種、単一等級 ４職種
◆受検資格 	１級は７年以上
２級は２年以上３級は６か月以上

�単一等級は３年以上の実務経験者（職業訓練歴、学歴等による短縮あり）
◆募集期間 ４月１１日（月）～４月２０日（水）
◆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／）または問い合わせ先まで。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１７

４月１０日（日）は東京都知事選挙の投票日です。投票時間は午前７時から午後８時までです。仕事やレジャーで当日行けない方は、期日前投
票をご利用下さい。 東京都選挙管理委員会

東京都産業労働局雇用就業部調整課発行
〒１６３―８００１新宿区西新宿２―８―１ 電話０３（５３２０）４６４６
２０１１年（平成２３年）３月２５日発行 第１２６３号 昭和２２年８月２５日創刊
印刷規格表１類 印刷番号（２１）７３ 印刷 株式会社成光社

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

携帯版はこちら⇒

対象者 セミナー名 内容 日時 定員

３４歳以下
ヤング向け就職ノウハウセミナー
「実践！担当者に選ばれる応募書類
＆面接対策講座」

採用担当者の目線で考えたコツを２日間で学びます。実践型セミナーで就活力
を高めよう！
※１日だけのご参加、両日のご参加いずれも可能です。
１日目 応募書類作成
２日目 面接対策

４月２６日（火）
４月２７日（水）

１３時３０分～
１６時３０分 ３０名

３０歳代
正社員を目指そう
「就トレ多摩 ７日間コース」（平成２３
年第２期）

パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用での職歴が長い３０歳代の方を
対象に、正社員で働くために必要な就職活動のノウハウや足りないスキルを身
につけるための短期集中プログラムです（自営業、正社員在職者は受講対象
外）。就職支援アドバイザーとジョブサポーターがタックを組んであなたの就職
活動を支援します。
プログラム終了後には、企業の人事担当者と直接面接できる「合同面接会」を開催。
（面接選考あり 申込〆切 ４／２３（土））

５月１０日（火）
～

５月１８日（水）
１０時～１７時 １５名

３０～５４歳
中高年者向け就職ノウハウセミナー
「実践！採用されるための応募書類・
面接対策講座」

採用担当者の目線に立った応募書類の書き方、キャリアを活かした面接の受け
方等、即実践に役立つ内容を中心とした就職活動のノウハウをわかりやすく解
説します。
採用者の目に留まる書類や 印象に残る面接はどのようなものかを知って対策
を練りましょう！

４月１３日（水）１３時～１７時 ５０名

５５歳以上 高年齢者向け就職ノウハウセミナー
「自分を活かす！再就職対策講座」

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。

４月２０日（水）１３時３０分～１６時３０分 ５０名

対象者 セミナー・講習名 内容 日時 定員 応募方法・問い合わせ先

５５～
６４歳

エキスパート人材開発
プログラム
～専門スキルを活かして
中小企業で働きたい方を
募集します～

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１３日（月）
～

６月２９日（水）
全１２日間

１０時～１６時

２５名
（書類
審査の
上面接
選考）

４月２５日（月）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

５５歳
以上

高年齢者のための
就職支援講習
「施設警備スタッフ
（夜間）」

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
機器の使用方法を学びます。

５月１９日（木）
～

６月２日（木）

１７時３０分～
２０時３０分

２０名

４月１５日（金）消印有効
往復はがきに講習名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・生年月日・年齢
・電話番号を書き、郵送してください。
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

若者しごとホットライン
【電話】０３―３５１１―４５１０

若者のしごと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ーが電話でお答えします。
※東京しごとセンターの利用登録の必要はありません。
【受付時間】 月～金曜 １０時～１９時、土曜 １０時～１６時 ※祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。

〈技能検定の等級区分〉
１級・単一等級…上級技能者が通常有すべき

技能の程度
２級…中級技能者が通常有すべき技能の程度
３級…初級技能者が通常有すべき技能の程度
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