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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
●労働相談情報センターが街頭労働相談を実施
●労働相談情報センター「平成23年度の労働相談・あっせん状況」
●東京都労働委員会「都労委年報　平成23年」
●「未就職卒業者緊急就職サポート事業」第２期参加者・参加企業の募集
●平成24年度第１回新規大卒者等合同就職面接会の開催
●「夏休み高校生向けものづくり体験実習講座」参加者を募集します！
●すくすく・ささえ（子育て・介護支援融資）のご案内
●東京労働局からのお知らせ
●セミナー・職業訓練・講習等募集情報
●労働　　　豆知識
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労働相談情報センターが街頭労働相談を実施労働相談情報センターが街頭労働相談を実施労働相談情報センターが街頭労働相談を実施
　東京都では、毎年５月と10月を「労働相談強調月間」
として駅前などに臨時の相談会場を設け、街頭労働相
談を実施しています。今年も連休明けの５月９日から
23日にかけて、新宿・池袋・浜松町・御徒町・吉祥寺・
町田の各駅周辺の合計６か所で、街頭労働相談を実施
しました。 
　労働相談情報センターの相談担当職員のほか、労働基準監督署や公共職業安定所（ハローワーク）等の相談員にも
協力を得て、労働問題全般について幅広い相談を受けました。また、労働法に関するDVDの上映、パネルの設置を
通じて、情報提供を行いました。期間中の来場者は約5,200人、相談は約150件あり、採用などの雇用関連や労働契
約に関する相談などが多く寄せられました。
　都内６か所の労働相談情報センターでは、日頃より労働相談や労働問題全般に関する情報提供を行っています。
お気軽にご利用ください。

窓口 所在地 電話番号 担当区域（相談される方の勤務先所在地） 夜間
（予約制）

〒102-0072　千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター９F
〒141-0032　品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー２F

〒170-0013　豊島区東池袋4-23-9

〒136-0071　江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ７F

〒185-0021　国分寺市南町3-22-10

〒192-0046　八王子市明神町3-5-1

千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、島しょ

港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区

文京区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区

台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、昭島市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、清瀬市、東久
留米市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡
八王子市、府中市、調布市、町田市、日野市、狛江市、多摩市、
稲城市

03-3265
-6110

月曜
金曜

03-3495
-6110 火曜

03-5954
-6110 木曜

03-3637
-6110 火曜

042-321
-6110 月曜

042-645
-6110 水曜

労働相談情報
センター（飯田橋）

大崎事務所

池袋事務所

亀戸事務所

国分寺事務所

八王子事務所

○平日相談：９時～20時（終了時間）
○土曜相談：９時～17時（終了時間）

○平日相談：９時～17時（終了時間）
○夜間相談：平日の17時～20時（終了時間）（事務所ごと決められた曜日に対応）
○土曜相談：９時～17時（終了時間）（飯田橋のみ実施。）
※詳細はセンター及び各事務所におたずねください。

★平日・夜間相談ともに12月29日～１月３日は実施していません。　★土曜相談は、祝日及び12月28日～１月４日は実施していません。
★夜間・土曜相談について、来所予約のない方の相談は受けられません。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
soudan-c/center/

労働法などについて
DVD上映を行いました。

パネルや資料配布で情
報提供を行いました。

新宿会場では、弁護士
相談も行いました。

◆労働相談情報センター　相談窓口のご案内◆

東京都ろうどう110番 110ばんろうどう

☎0570-00-6110

来所相談（予約制）電話相談
労働相談情報センター及び各事務所の相談窓口

keyword



　労働委員会は、労働組合と使用者の間に起こった争いを、公正・中立な立場で解決に導く行政機関で、「労働争
議の調整（あっせん）」、「不当労働行為の審査」などの業務を行っています。あっせんは、労使いずれか一方あるい
は双方、不当労働行為救済申立ては、労働組合が申請（申立て）することができます。お気軽にお問合せください。
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　東京都は、「平成23年度における労働相談及びあっせんの状況について」を発表しました。
◆労働相談の状況
○23年度の労働相談件数は５万２千件超、６年連続５万
件台で高止まり
　都内６か所の労働相談情報センターに寄せられた労働
相談件数は52,363件で、前年度に比べ167件（0.3％）増
加しました。平成18年度以降、６年連続で５万件を超える
高い水準となっています。（図１）

○非正規労働者関連の労働相談は３割強
　労働相談件数について、相談者の労働契約形態別にみ
ると、正社員関連が53.1％と過半数を占めています。契
約社員、パート・アルバイト、派遣等の非正規労働者関
連の相談については、全体の３割強を占めています。（図
２）

○相談内容のトップは「退職」、次いで「解雇」、「職場の嫌
がらせ」の順
　労働相談項目総数は、99,261項目（複数項目にわたる
相談があるため相談件数を上回る。）で、最多は「退職」
10,634項目（10.7％）でした。以下、「解雇」9,773項目
（9.8％）、｢職場の嫌がらせ」7,346項目（7.4％）、「賃金不
払」7,182項目（7.2％）の順となっています。（図３）

◆あっせん※の状況
○あっせん件数は602件、そのうち解決したのは404件
　労働相談のうち、「あっせん」に移行した件数は、602
件でした。このうち404件（解決率67.1％）については、労
働相談情報センターの調整により当事者間の合意ができ、
解決しました。
※あっせん：紛争の当事者間では自主的な解決が困難な案件
について、当事者からの要請を踏まえ、東京都として関与が
必要との判断とその関与に係る双方の了解に基づき示唆、助言、
解決策の提案などを通じて自主的な解決に向けて双方の合意
形成を図ることを援助する行為。

注：「解雇」は、使用者の一方的な意思による雇用契約の終了で
あり、「退職」は、使用者からの働きかけ（勧奨や強要）も多いが、
労使合意に基づき雇用契約を終了するものである。

　東京都労働委員会では、「都労委年報　平成23年」を
発行しました。平成23年の不当労働行為審査事件の取扱
件数は、前年に比べ21件増加して、447件でした。そのうち、
新規申立件数は115件であり、３年連続して100件を上回
りました。年報は、都民情報ルーム（都庁３階）、東京都
労働資料センター（労働相談情報センター（飯田橋））など
でご覧いただけます。（一般配布は行っておりません。）
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図１　労働相談件数の推移

図３　相談内容別相談項目構成比

図２　契約形態別労働相談件数構成比

相談件数は６年連続５万件台で高止まり、相談内容に多い「退職｣｢解雇」
労働相談情報センター「平成23年度の労働相談・あっせん状況」　

平成23年の不当労働行為審査事件取扱件数は447件
東京都労働委員会「都労委年報　平成23年」　

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部労働環境課　☎03-5320-4650

【問合せ先】東京都労働委員会事務局　総務課☎03-5320-6981・相談担当☎03-5320-6996

詳細は、東京都労働委員会事務局
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/をご覧ください。
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人間関係その他　4.2
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-前年に比べ21件増加-
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入退場自由・予約不要
参加費無料！

平成24年度 第１回新規大卒者等合同就職面接会の開催

未就職卒業者や新卒者の就職をサポートします！

　東京都は、就職先が決まらないまま大学等を卒業した方を対象に、社会人として必要な知識・マナー等の研修と、
紹介予定派遣制度※を活用した都内中小企業での就労体験を組み合わせた「未就職卒業者緊急就職サポート事業」
を実施し、年間1,000人の未就職卒業者の正規雇用化を支援することとしています。
　このたび、第２期支援プログラム（８～11月）に参加して正規雇用での就職を目指す未就職卒業者、並びに第
２期支援プログラムを通じて社員採用をご検討いただける企業を、以下のとおり募集します。

　東京都は、東京労働局及び東京新卒応援ハローワークとともに、来春卒業予定の学生や既卒者を対象とする
合同就職面接会を開催します。今年度は、７月、９月、11月、２月、３月の年５回実施する予定です。

７月23日（月）～ 26日（木）の４日間
各日とも時間は14時～17時（受付時間：13時30分～16時30分）
大学院・大学・短大・高専・専修学校等の平成25年３月卒業予定者
及び既卒者（概ね20歳代までの同学歴卒業者）
履歴書、自己PR書又は職務経歴書を複数枚持参のこと。
東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」
（新宿区西新宿2-7-1小田急第一生命ビル21階）
約100社（各日25社程度）

◆日時

◆対象

◆会場

◆参加企業

※「紹介予定派遣制度」…労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う（ことを予定している）もの。派
遣先事業主と労働者の合意があれば、派遣終了後に正規雇用へ移行する。

参加求職者の募集
◆対象者

◆募集定員

◆参加申込期限

平成24年３月大学等卒業者及び卒業
後３年以内の既卒者
第２期： 350人
※面接等による採用選考あり。
平成24年７月27日（金）

＊東京都が委託する下記事業者へ直接申し込んでく
ださい。
＊研修及び派遣期間中は、下記事業者が参加求職者
を派遣元事業主として雇用します。

【申込み・問合せ先】
ヒューマンリソシア株式会社
☎03-6863-9961
株式会社リクルートスタッフィング 
☎0120-801-115
【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

参加企業は、東京労働局
　　　に掲載
　　　http://tokyo-roudoukyoku.jsite.
　　　mhlw.go.jp/

【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

http://resocia.jp/ouen2012/umemp/ 

http://www.r-staffing.co.jp/sol/contents/jakunen-koyo/tokyo-to/ 

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

申込み方法・就労条件等詳細は、下記事業者まで。

参加企業の募集
＊都内に活動拠点（本社又は営業所等）を有し、常時
使用する従業員の数が300人以下であり、未就職卒
業者を正社員として採用する意思のある企業を募
集しています。
＊本事業期間中は、派遣料及び紹介手数料がかかり
ません。
＊参加をご希望の場合は、東京都が委託する下記事
業者にそれぞれお問い合わせください。

申込み方法等詳細は、下記事業者まで。

「夏休み高校生向けものづくり体験実習講座」参加者を募集します！
　東京都では、夏休み期間に合わせて高校生を対象に、「ものづくり体験実習講座」を開催します。
掲載以外もあるので、詳細は、職業能力開発センター・校まで。
■中央・城北センター　☎03-5800-2611 
「業務用プログラムを作ろう 」（３日コース）　〔日時〕８月７日（火）、８日（水）、９日（木）／〔定員〕15名
■多摩センター　☎042-500-8700
「NC工作機によるキーホルダー作り」（１日コース×２回）　〔日時〕７月25日（水）、26日（木）／〔定員〕各日５名
■八王子校　☎042-622-8201
「おもしろ電気実験等」（２日コース）　〔日時〕７月23日（月）、24日（火）／〔定員〕15名 
「エンジンのオーバーホール」（１日コース×２回）　〔日時〕７月24日（火）、26日（木）／〔定員〕各日10名
【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　☎03-5320-4719

「未就職卒業者緊急就職サポート事業」第２期参加者・参加企業の募集

参加費
無料
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東京労働局からのお知らせ東京労働局

◇ご利用いただける方◇ ◇融資利率◇

◇融資限度額・返済期間◇

　東京都では、中小企業で働く従業員が安心して子供を産み育てられ
るよう、妊娠、出産から子育て期間中または介護休業中の経済的負担
を軽減するため、以下のとおり、低利の融資制度を実施しています。

中小企業にお勤めで妊娠中～
20歳までのお子様の子育て期間
中の方、または介護休業中の方
東京都に在住または在勤の方
現在の勤務先に６か月以上勤め
ている方
現住所に３か月以上住んでいる
方
住民税を滞納していない方

1.5％
（保証料は東京都が全額負担）
＊平成24年４月１日現在

100万円・
５年以内の元利均等月賦返済

※子育て・介護支援融資のほか、個人融資（さわやか・年利1.8％）があります。
ご融資にあたっては、審査があります。

●

●

●

●

●

詳細は、以下の窓口にお問合せください。
【問合せ先】 産業労働局雇用就業部労働環境課   ☎03-5320-4653　　

中央労働金庫　 ☎0120-86-6956　
（社）東京都信用組合協会　☎03-3567-6211

【問合せ・説明会申込み先】
東京労働局雇用均等室
☎　03-6893-1100
　　03-3512-1555

東京労働局　安全課 東京労働局　監督課

http://www.mhlw.go.jp/bunya/
koyoukintou/pamphlet/dl/02.pdf規定例は

【申込み・問合せ先】
東京都中小企業振興公社
☎03-3251-9361

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
fukuri/yushi/index.html

■職場のリーダー向け講座

■一般社員向け講座

働く人の心の健康づくり講座

都内中小企業の管理監督
者や人事労務担当者等
７月12日（木）13時～17時
国分寺労政会館
35名

都内在勤の労働者
７月13日（金） 13時～17時
国分寺労政会館
35名

〔対象〕

〔日時〕
〔会場〕
〔定員〕

〔対象〕
〔日時〕
〔会場〕
〔定員〕

http://www.tokyo-kosha.
or.jp/topics/seminar.html

本年７月１日から・・・改正育児・介護休業法が全面施行されます

全国安全週間に向けて

「ルールを守る安全職場
　みんなで目指すゼロ災害」

「職場のパワーハラスメントの予防・解決に
向けた提言」取りまとめのお知らせ

従業員数が100人以下の事業主の皆様！
平成24年７月１日から改正育児・介護休業法が全面
施行されます。
規定整備等、準備はお済みですか？

＊開催日時
＊開催場所
＊説明内容

７月４日（水）14時～
東京労働局
「改正育児・介護休業法の全面施行について」
「就業規則改正の留意点」

労働者の皆様！！
利用を希望する場合には、会社の就業規則を調べて事
業主に申し出ましょう。

　昭和３年に初めて実施されて以来、本年度で85回目
を迎える全国安全週間は、７月１～７日までを実施期
間・６月１～30日までを準備期間として実施します。「人
命尊重」という基本理念の下、

　職場のパワ－ハラスメントは、相手の尊厳や人格を

傷つけ、時には心身の健康や命すら危険にさらされる

許されない行為で、職場の環境を悪化させます。この

問題に労使、更に一人ひとりの取組を呼びかけるため、

予防と解決に向けた提言が取りまとめられました。詳

しい内容は厚生労働省ホームページをご覧ください。をスローガンとして展開しますので、事業場各位の取
組をお願いします。

　これまで適用が猶予されていた①短時間勤務制度②所
定外労働の制限③介護休暇　の制度が従業員数が100人
以下の事業主にも適用されます。
　そこで、改正育児・介護休業法の内容をご理解いただき、
法に沿った制度運用を行っていただくよう、従業員数が
100人以下の事業主の皆様等を対象に、東京労働局にて
説明会を開催します。無料です。詳しくは下記へ。

◆説明会概要◆

無　料

あんまも

め ざ さい がい

ぜんしょく ば

　自分自身や同僚・部下をスト
レスから守るためには、メンタ
ルヘルスに対する知識が欠かせ
ません。本講座では、ストレス
対処法や実際に休職者が出た場
合の対応法など、実践的で役立
つ知識を学べます。

すくすく･ささえ（子育て・介護支援融資）のご案内
中小企業の
従業員の方へ

FAX
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労働相談情報センターのセミナー 都立職業能力開発センター
からのお知らせ

☆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。

①管理者・実務担当者のための企業のメンタルヘルス
対策のポイント～予防・職場復帰支援～
７月12日（木）、17日（火）
14時～16時
12日（木）…（株）ジャパンEAPシステムズ取締役
　　　　　副社長 松本桂樹氏
17日（木）…弁護士 加茂善仁氏 
労働相談情報センター池袋事務所セミナー室
100人

②企業の人事労務担当者へ必見！
　｢再確認のための就業規則講座｣
　～労働条件と職場規律、これだけは知っておきたい
重点ポイント～
７月24日（火）、25日（水）
18時30分～20時30分
弁護士 高仲幸雄氏
東京しごとセンター地下２階講堂
100人

■飯田橋

■10月入校生の募集

■キャリアアップ講習７月受付

①普通課程

②短期課程

③高年齢者（おおむね50歳以上）

　【申込み先】☎03-5211-2209

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4716

知って対処しよう！！労働条件にまつわるトラブル

７月23日（月）、25日（水）
18時30分～20時30分
弁護士 佐々木亮氏
南部労政会館第５・６会議室
100人

〔日時〕

〔講師〕

〔会場〕
〔定員〕

〔日時〕

〔講師〕
〔会場〕
〔定員〕

〔日時〕

〔講師〕
〔会場〕
〔定員〕

■大崎 　【申込み先】☎03-3495-4872

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

（一般）

（35歳以上）

（おおむね30歳以下）精密加工（１年）

申込みは、７月25日（水）までに、ハローワークか各セ
ンター・校へ。教科書代等は自己負担。①は授業料・入
校選考料が必要。

　在職者を対象に、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です。

　申込みは、①往復はがき→７月８日（消印有効）、また
は②インターネット及びFAX →７月10日までに、必要
事項を書き、直接実施校へ。

ビル管理、ホテル・レストランサービスなど10科目（６
カ月）、パソコン実践、マンション維持管理、施設警
備（３カ月）、ビジネスリフレッシュ（２カ月）、ハウス
サービス（６カ月・夜間）、ビル設備管理（３カ月・夜間）

溶接、介護サービス、福祉調理など31科
目（６カ月）
パソコン実践（３カ月）

〔講習内容〕

〔対象者〕　 
〔費用〕

建築物の耐震診断と補強（木造住宅）、デジ
タル図形作成（中級）、カラー DTP基礎、仕
入れ在庫管理（PCA商管）等全56コース
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。

①～③の選考日：８月21日（火）～23日（木）

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
school/sisetunai/annai/index.html詳細は

【問合せ先】
産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4719

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
school/carr_up/index.html詳細は
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厚労省・文科省「大学等卒業者の就職状況調査」
による大卒者（就職希望者）の就職率

平成17年　　
3月卒

24年
3月卒

23年
3月卒

22年
3月卒

21年
3月卒

20年
3月卒

19年
3月卒

18年
3月卒

93.5 93.691.091.8
95.796.996.395.3

　学生の就職内定率に関する調査
としては、厚労省・文科省による「大
学等卒業者の就職状況調査」があり
ます。それによると、今春卒業し
た大学生の就職（内定）率は93.6％
（平成24年４月１日現在）であり、
過去最低だった前年より改善した
ものの、ここ数年でみても依然厳
しい状況であることがわかります。
また、この調査は、設置者や地域
等を考慮して選んだ大学等から調
査対象学生を抽出していること、
卒業者ではなく就職希望者に占め
る就職者割合であることに留意が

必要です。
　一方、大卒者の進路を文科省「学
校基本調査」でみると、昨春の卒業
者のうち「進学も就職もしていない
者」が15.9％、「一時的な仕事に就
いた者」も3.5％となっています。

「就職（内定）率」
労働 豆知識①keyword

　　大学院等進学者　　就職者　　一時的な仕事に就いた者
　　進学も就職もしていない者　　その他（不詳を含む）　　
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＊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③以外、東京しごとセンター
住所：〒102-0072
　　　千代田区飯田橋3-10-3

http://www.
tokyoshigoto.jp/

東京しごとセンターホームページから
一部のセミナーの申込みが可能です。

東京しごとセンターの
セミナー・講習

求職者
向け

会場は、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）

東京しごとセンター
多摩のセミナー

求職者
向け

①～⑤
⑥
⑦

⑧

⑨～⑪

ヤングコーナー　☎03-5211-2851
ミドルコーナー　☎03-5211-2803
能力開発係　☎03-5211-2327

協働事業担当係　☎03-5211-2325

しごとセンター多摩　☎042-329-4524

■2013年３月卒業予定及び既卒３
年以内対象
①「新卒向け就活ノウハウセミナー」

〔日時〕

〔定員〕

７月26日（木）
10時～17時
40人

自己PR、企業研究などの就職活動
の重要ポイントを解説。７月28日開
催の「新卒向け合同企業説明会」出展
企業の企業・業界研究も実施。

■29歳以下対象
④「就コム！」

〔日時〕

〔定員〕

７月17日～８月24日の
毎週火・金　10時～13時
10人

セミナーとカウンセリングがセット
になったプログラム。少人数のクラ
ス制で、グループワーク中心に就活
スキルを身につける。

■34歳以下対象
⑤「合同就職面接会」

〔日時〕

入退場自由・予約不要

７月６日（金）
受付13時～16時

営業・事務系など参加企業約15社！ 
複数の企業担当者と面接可。履歴書
を複数ご用意ください。

■34歳以下対象
⑨「実践！担当者に選ばれる応募書
類＆面接対策講座」

〔日時〕

〔定員〕

７月25日（水）、26日（木）
13時30分～16時30分
30人

採用担当者の目線で考えたコツを２
日間で学ぶ実践型セミナー（学生可）。
※１日のみ参加も可。１日目：応募
書類作成、２日目：面接対策

■30～44歳対象
⑩「就活ワークトレイン多摩」

〔日時〕

〔定員〕

８月15日（水）～８月23日（木）
（全７日間）
10時～17時
15人（面接選考あり）

非正規雇用での職歴が長い方（自営
業、正社員在職者は対象外）を対象に、
正社員での採用に必要な就職活動の
ノウハウやスキルを身につけるため
の短期集中プログラム。終了後に企
業の人事担当者と面接できる「合同
面接会」を開催。

■55歳以上対象

■30～54歳対象
⑥「～生の声を聴く！！人事担当者
への１問１答～すぐに活用できる
面接･面接会の攻略法」

〔日時〕

〔定員〕

７月17日（火）
13時30分～15時30分
100人

面接を有効かつ効果的に活用するた
めのポイントを、企業採用担当者の
声を交えて話す。

■55歳以上対象
⑦ 高年齢者のための就職支援講習
「植木職アシスタント」

〔日時〕

〔定員〕

８月22日（水）～９月28日（金）
（全24日間）
10時～16時30分
18人

造園会社での剪定作業補助や除草業
務などに必要な技能と知識（剪定時
期・方法、害虫駆除、除草など）を学ぶ。

■55～64歳対象
⑧「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～」

〔日時〕

〔定員〕

８月27日（月）～９月13日（木）
（全12日間）
10時～16時（原則）
25人（書類審査のうえ面接選
考）

大手・中堅民間企業でひとつの専門
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。

③「新卒向け合同企業説明会」
※会場：新宿エルタワー（サンスカ
イルームA）

〔日時〕

〔定員〕

７月28日（土）
13時～16時30分
200人

新卒採用に意欲的な企業が40社集
結！

②「新卒向け模擬面接セミナー」

〔日時〕

〔定員〕

７月27日（金）
10時～17時
30人

実際の面接を意識した模擬面接を少
人数で実施。受講者も面接官の立場
で相互評価を行い、今まで気づかな
かった面接ポイントを習得。

⑪「合同就職面接会」
約20社の企業が参加予定。履歴書を
複数ご用意ください。
〔日時〕

入退場自由・予約不要

７月20日（金）
受付12時30分～15時30分

各セミナー等の申込み・問合せ先
　　　　　　　　　　　　　　　　※⑤は予約不要

７月15日(日)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。

７月25日(水)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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※⑪は予約不要
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