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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/

東京都産業労働局雇用就業部調整課

2月9日開催！ 2016
TOPICS

　東京都では、働き方の見直しについて社会的機運の醸成を図るため、「ワークライフバランスフェスタ東京2016」
を開催します。経営者･管理職･人事労務担当者の方、必見のイベントです。従業員の方、学生の方も是非お越しく
ださい。 

〔日時〕 ２月９日(火) 10時～ 17時(開場９時45分)
〔会場〕 東京ドームシティ　プリズムホール　※昨年度と会場が異なりますので、ご注意ください。
10時15分～ 11時15分… 基調講演「企業の力を高めるワークライフバランス」 
    松浦 民恵 氏(㈱ニッセイ基礎研究所生活研究部主任研究員)
11時30分～ 12時45分… 平成27度東京ワークライフバランス認定企業認定状授与式
13時30分～ 15時00分… パネルディスカッション
    「多様化する働き方～これからの企業成長に欠かせない
    “しごとスタイル”とは？～」 
   パネリスト： 小室 淑恵 氏(㈱ワーク・ライフバランス代表取締役社長)
      近藤 宣之 氏(㈱日本レーザー代表取締役社長)
       ※平成25年度東京ワークライフバランス認定企業

      太田 差惠子 氏(NPO法人パオッコ理事長)
   コーディネーター：住吉 美紀 氏(フリーアナウンサー、エッセイスト)
15時30分～ 16時30分… トークセッション：「柔軟な働き方とキャリア形成」
   出演者： 青野 慶久 氏(サイボウズ㈱代表取締役社長)
       ※平成24年度東京ワークライフバランス認定企業

     井上 洋市朗 氏(㈱カイラボ代表取締役)

※東京ワークライフバランス認定企業とは・・・
　従業員が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、優れた取組
を実施している中小企業として東京都が認定した企業のことです。今年度は、以下の企業を新たに
認定しました。
【長時間労働削減取組部門】住友重機械エンバイロメント(株)(品川区)
【休暇取得促進部門】(株)プレスク(千代田区)
【仕事と育児の両立推進部門】 (株)グリフィン(千代田区) ／東神開発(株)(世田谷区) ／
    NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ(足立区)
【仕事と介護の両立推進部門】 (株)アソシエ・インターナショナル(目黒区)
【多様な勤務形態導入部門】 クディラアンド・アソシエイト(株)(中央区) ／ (株)シュフリー (千代田区) ／
   (株)日建設計総合研究所(千代田区) ／有功社シトー貿易(株)(北区)
【職場における女性の活躍促進部門】(株)浅野製版所(中央区) ／港シビル(株)(港区)

【問合せ先】産業労働局雇用就業部　労働環境課　☎03-5320-4649

　上記のほか、ワークライフバランスを推進する団体・企業によるブース出展、ミニセミナー等を予定しています。
申込み等詳細は、 HP  http://www.wlb-festa.metro.tokyo.jpをご覧下さい。

▲松浦 民恵 氏

▲小室 淑恵 氏

▲住吉 美紀 氏

http://www.wlb-festa.metro.tokyo.jp
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合同企業説明会
新卒採用に意欲的な企業が40社、秋葉原に集結！
〔対象〕 28年３月卒業予定の学生・既卒３年以内の方
〔日時〕 １月26日(火)13時～ 17時
 (受付：12時30分～ 16時30分)　〔定員〕200名　　
〔会場〕 秋葉原UDX ２階　アキバ・スクエア
【申込み先】東京しごとセンター　☎03-5211-6351
現役採用担当者が教える面接対策講座
面接対策に関するセミナーと面接練習がセットになった
講座。※募集開始１月５日(火)
〔対象〕  28年３月及び29年３月卒業予定の学生・既卒３年

以内の方
〔日時〕 １月29日(金)10時～ 17時　　〔定員〕30名
〔会場〕 東京しごとセンター４階402教室
【申込み先】東京しごとセンター　☎03-5211-6351 
新規大卒者等合同就職面接会
約170社が参加する大規模面接会!予約不要･入退場自由。
〔対象〕 28年３月大学等卒業予定者、既卒者
〔日時〕 ２月３日(水)13時30分～ 16時30分
 　　　　　(受付13時～ 15時30分) 
〔会場〕 新宿NSビル・イベントホール
【問合せ先】産業労働局就業推進課　☎03-5320-4720
　　　　　東京新卒応援ハローワーク　☎03-5339-8609

　東京都は、これから働こうとする若者を応援するため、平成28年１月から３月まで「新卒者就職応援キャンペーン」
を展開します。期間中は「東京都若年者就業推進ネットワーク会議」を構成する行政・教育界・産業界の各団体が連携・
協力して事業を実施します。是非ご活用下さい。

上記以外にも多数のプログラムを実施します。 HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/
【事業全体に関する問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4720

　東京都では、12月３日、品川インターシティホールにて、非正規雇用対策シンポジウム
「TOKYO  正社員化促進計画」を開催しました。この催しは、安定した仕事に就きたいと望む
非正規労働者の正社員化に向けた取組を促進するため、今年度初めて開催したものです。
　冒頭、舛添都知事が主催者として挨拶し、「非正規雇用の割合が増えており、働く人の３
人に１人以上が非正規だということだが、これは尋常ではないと思う。安定した職業があっ
て初めて心も安定するのであって、正規の仕事に就きたいのに就けないという方を１人で
も正社員化していくことを実現したい。」と述べました。
　次に、㈱吉野家ホールディングス会長　安部　修仁氏を迎え、基調講演「正社員化と人材育成～仕事の中での困
難の乗り越え方とは～」が行われました。安部氏は、アルバイトからトップに上り詰めた経営者として知られ、社
員の人材育成について、「採用時はポテンシャルの高い人を採用する。そして社内教育を通じて人材を育成し、多く
の“場”を提供して成果を上げさせるという『経験教育』を実践している。各自の高い目標へのチャレンジが個々のス
キルアップを生む」と述べました。続いて、実際に正社員化の取組を行っている２つの企業(㈱トーリツ代表取締役
社長の鈴木恵里子氏、㈱タニタハウジングウェア代表取締役社長の谷田泰氏)から各社の事例紹介が行われました。
　休憩を挟み、パネルディスカッションが行われました。タレント(元TBSアナウンサー)の小島慶子氏がコーディネー
ターを務め、安部氏、鈴木氏、谷田氏がパネリストとして登壇し、正社員化のメリットと課題等についてディスカッ
ションを行いました。そこでは、正社員化はコストがかかる反面、正社員になったことで社員が仕事に前向きに取
り組むようになると同時に、周りの人間にも良い影響があるなど、組織が活気づき、長期的にはコストを上回るメ
リットがあるというお話がありました。
　会場では、ほかに、都や国の非正規雇用対策を紹介するパネル展示が行われました。

まだ間に合う、４月入社！面接会
２日間で200社参加予定！予約不要･入退場自由。
〔対象〕  28年３月大学等卒業予定の学生、34歳以下の既

卒者
〔日時〕 ２月24日(水)・25日(木)13時～ 19時30分
〔会場〕 新宿エルタワー 30階サンスカイルーム
【問合せ先】東京労働局　新卒支援係　☎03-3512-1658
グッ JOB ！ (合同企業説明会)
新卒採用に意欲的な企業が15社
参加予定！※募集開始１月15日(金)
〔対象〕  28年３月卒業予定の学

生・34歳以下の既卒者
〔日時〕 ３月４日(金)12時～ 16時
〔定員〕 30名
〔会場〕 東京しごとセンター多摩
【申込み先】東京しごとセンター多摩　☎042-329-4524
合同就職面接会
参加企業15社の合同就職面接会。予約不要・入退場自由。
〔対象〕 28年３月卒業予定の学生・34歳以下の既卒者
〔日時〕３月11日(金)13時～ 16時30分
　　　　　　　　　(受付：12時30分～ 16時)
〔会場〕 東京しごとセンター地下講堂
【問合せ先】東京しごとセンター　☎03-5211-2851 

「新卒者就職応援キャンペーン」 がスタートします！「新卒者就職応援キャンペーン」 がスタートします！

▲挨拶する舛添都知事

「TOKYO正社員化促進計画～人を活かそう、未来のために～」
を開催しました非正規雇用対策シンポジウム

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/young/
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東京都優秀技能者等表彰
―優れた技を称え、136人、９団体・企業を表彰―

技能五輪全国大会で東京都代表選手が大健闘

　11月12日、東京都優
秀技能者等表彰式が行
われました。「東京都
優秀技能者(東京マイス
ター )」とは、極めて優
れた技能を持ち、他の
技能者の模範者と都知

事に認定された方で、今年度も40名が受賞しまし
た。また、技能者育成・技能継承において成果を
あげた中小企業に対し、都知事が表彰する「東京
都中小企業技能人材育成大賞」は、株式会社辻洋
装店(中野区)が大賞を受賞したほか、３社が優秀
賞、４社が奨励賞を受賞しました。このほか、優
良認定職業訓練実施団体・事業所、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
者等、本表彰式で合計136人、９団体・企業が表彰
されました。

　「第53回技能五輪全国大会」が、
12月初旬、千葉県で開催されまし
た。
　技能五輪は、若手技能者がもの
づくりの腕を競う大会で、東京都か
らは21職種に代表選手として62名
が出場。優秀な成績を収めました。
受賞者の内訳は以下のとおりです。
金　賞： ６名(配管・電工・貴金属装身具・フラワー装飾・理容・情報ネッ

トワーク施工)
銀　賞： ５名(貴金属装身具・フラワー装飾・レストランサービス・とび・

和裁)
銅　賞： ６名(フラワー装飾・西洋料理・造園・レストランサービス・ウェ

ブデザイン・タイル張り)
敢闘賞： 10名(左官・貴金属装身具・フラワー装飾・建築大工・洋菓子製

造・日本料理・レストランサービス・情報ネットワーク施工・時
計修理)

　また、東京都選手団は「優秀技能選手団賞」を受賞しました。

▲表彰式の様子▲表彰式の様子

都立職業能力開発センター等　職業訓練　４月入校生募集のお知らせ

　東京都では、都立職業能力開発センター等において、
求職中の方や新たに職業に就こうとしている方などを対
象に、就職に向けて、職業に必要な知識・技能を習得し
ていただくための職業訓練を実施しています。
　このたび、４月入校生の募集を以下のとおり行います
のでお知らせします。
■都立職業能力開発センターで実施する訓練
都内12か所の職業能力開発センター・校で行う職業訓練
です。
〔科目〕  機械、建築、造園、電気、

情報、印刷、塗装、介護、
ファッション等、様々な
分野の訓練科目を設けて
います。

〔訓練期間〕①普通課程：２年または１年
　　　　　②短期課程：１年以下(６か月、３か月など)
〔選考〕 ２月16日(火) ～ 18日(木)
〔申込み〕  １月７日(木) ～２月４日(木)に、住所地を管轄

するハローワークか各職業能力開発センター・
校へ。見学可。

〔授業料〕 ①授業料年額118,800円、入校選考料1,700円。
  ②は授業料、入校選考料ともに無料。
  ※教科書・作業服代は自己負担。
【問合せ先】雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4716

【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4717 

この他にも様々な職業訓練を実施しています。詳細は、
「TOKYOはたらくネット」(http://www.hataraku.metro.tokyo.
jp/school/)をご覧ください。

■民間の教育機関に委託して実施する訓練
〔科目〕 ①介護福祉士養成科(18校で実施)
 ②保育士養成科(６校)
 ③義肢装具科(啓成会高等職業技術専門校)
 ④医療事務科ほか８科目
〔訓練期間〕 ２年、１年、６か月(科目・実施施設により開

始日等は異なります)
〔選考〕 ２月17日(水) ～ 19日(金)
〔申込み〕 １月12日(火) ～２月１日(月)に住所地を管轄す

るハローワークへ。
〔授業料〕無料。教科書代等は自己負担。見学可。
【問合せ先】雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4807
■東京障害者職業能力開発校で実施する訓練
職業能力開発センターで訓練を受けることが困難な障害
者の方のための職業訓練を実施しています。
〔科目〕 ①身体障害 情報、グラフィック、ビジネス、
    医療事務、CAD、ものづくり、
   短期ビジネス
 ②視覚障害　OA実務
 ③精神・発達障害　職域開発
 ④精神・発達・身体障害　就業支援事務
〔訓練期間〕１年、６か月、３か月(科目により異なります。)
〔選考〕 ①②３月４日(金)　③３月16日(水)、17日(木)
 ④２月15日(月)
〔申込み〕  １月７日(木) ～２月18日(木)(④は２月５日(金))に住

所地を管轄するハローワークへ。見学可。
〔授業料〕 無料。教科書は貸与されます。作業服代等は自

己負担。
【問合せ先】東京障害者職業能力開発校　☎042-341-1427

募集

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/
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東京労働局からのお知らせ

求職者支援訓練２月開講コース
　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〕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30コース
〔開講日〕28年２月25日(木)
申込みは、１月25日(月)までに、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/

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の
補償・救済について

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として
石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認
められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保
険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給さ
れます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年
月を経て発症することが大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになった方が過去に石綿業
務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給
対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最
寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談く
ださい。
【問合せ先】東京労働局労災補償課　☎03-3512-1617

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

「ストレスチェック」
keyword労働　　　豆知識43 仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定された労働者は平

成26年度には過去最多となっており、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止す
ることがますます重要な課題となっています。こうした状況の中、労働安全衛生法

が改正され、平成27年12月１日より従業員50人以上の事業場では、医師・保健師などによるストレスチェック
の実施が義務化されました。ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を強化するた
め、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、自らのストレスの状況について気付きを促し、個々
の労働者のストレスを低減させることや、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげること
で、ストレスの要因そのものを低減することを目的としてい
ます。事業主は、ストレスチェックの結果を通知された労働
者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、医師の意見
を聞いた上で、適切な就業上の措置(作業の転換や労働時間
の短縮など)を講じなければなりません。
なお、ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提
供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益
取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職
勧奨、不当な配転・職位変更等は禁止されています。

12月からストレスチェックの実施が
義務になりました！！

　働く人のメンタルヘルス不調を防いでイキイキした
職場環境を実現しましょう。
　制度の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針
等は、厚生労働省のホームページで公表しています。　
【問合せ先】東京労働局健康課　☎03-3512-1616
チェックした？　東京都最低賃金は時間額907円です
　最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければな
らない賃金の最低額を定めた国の制度です。東京都最
低賃金は、都内で働く全ての労働者のセーフティー
ネットとして適用され最低賃金未満の労働契約は無効
です。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【問合せ先】東京労働局賃金課　☎03-3512-1614

労働保険料の納付に口座振替が利用できます。
　労働保険料の口座振替にはこんなメリットがあります。
１ 　手続を一度行えば、 翌年度(納期)以降も継続して口
座振替により納付することができます。
２　手数料はかかりません。
３ 　口座振替しない場合と比べて、最大で約２か月、
保険料の納付にゆとりができます。
平成28年度からの口座振替を希望される場合は、申込
用紙を２月25日までに金融機関へご提出ください。申込
用紙は以下のホームページからダウンロードできます。

HP  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/
kouza-01.pdf
【問合せ先】東京労働局徴収課　☎03-3512-1627 
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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

■キャリアアップ講習　１月受付
スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習
〔内容〕  ３次元CAD/CAE(SolidWorks)基礎、第二種電気工事

士(基礎実技)、Visual C#によるプログラミング
〔対象〕  現在、主に中小企業で働いている方で、都内に

在住または在勤の方
〔授業料〕 授業料6,500円(他に教科書を各自購入)
〔申込期間〕 １月１日(金) ～ 1月10日(日)※期間内必着の
こと。申込みは、往復はがき、 HP  、  で、必要事項
を記入の上、直接実施校へ。
【問合せ先】雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4719

「職業訓練校生徒作品展 ’16＆匠の技展」を
開催します！

　都立職業能力開発センター・校、認
定職業訓練校の生徒作品と技能士会
の作品を展示する「職業訓練校生徒
作品展

,
16＆匠の技展」を開催します。

作品の販売等も実施します。是非ご
来場下さい。
〔日時〕 28年１月13日(水)・14日(木)10時～ 18時
 (14日は16時まで)　
〔場所〕新宿駅西口広場イベントコーナー 
【問合せ先】東京都職業能力開発協会　☎03-5211-2352

＊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
①派遣法改正で何が変わる？これからのハケンの働き方 
〔日時〕 ２月８日(月)、２月９日(火)18時30分～ 20時30分
〔講師〕 弁護士　石渡 豊正 氏
〔会場〕 中央区役所８階　大会議室　
〔共催〕 中央区　　〔定員〕60名
【申込み先】労働相談情報センター (飯田橋)
　　　　　☎03-5211-2209
②パートタイム労働者雇用管理の実務ポイント
〔日時〕 ２月２日(火)14時～ 16時
〔講師〕 特定社会保険労務士　永田 幸江 氏
〔会場〕 文京シビックセンター 26階 スカイホール
〔共催〕 文京区　　〔定員〕60名
【申込み先】労働相談情報センター池袋事務所
　　　　　☎03-5954-6505
③社会保険と労働法～パートタイムで働く時のポイント～
〔日時〕 ２月17日(水)14時～ 16時
〔講師〕 特定社会保険労務士　林 智子 氏
〔会場〕 北とぴあ　７階第二研修室
〔共催〕 北区　　〔定員〕60名
【申込み先】労働相談情報センター池袋事務所
　　　　　☎03-5954-6505
④基礎からじっくり学びたい　働く人のための企業分析ABC
〔日時〕 １月19日(火)、１月21日(木)18時30分～ 20時30分
〔講師〕 明治大学名誉教授　山口 孝 氏
〔会場〕 国分寺労政会館４階　第５会議室　〔定員〕100名
【申込み先】労働相談情報センター国分寺事務所
　　　　　☎042-323-8511
⑤働く女性と「女性活躍推進法」解説セミナー
〔日時〕 １月21日(木)、1月26日(火)14時～ 16時
〔講師〕 青山学院大学大学院法務研究科教授　
 塚原 英治 氏
〔会場〕 スクエア21・府中市女性センター
〔共催〕 府中市、町田市、稲城市　　〔定員〕70名
【申込み先】労働相談情報センター八王子事務所
　　　　　☎042-643-0278
⑥まだ間に合う 新制度にも対応～要点解説！就業規則講座
〔日時〕 ２月23日(火)10時30分～ 15時30分
〔講師〕 弁護士　町田 悠生子 氏
〔会場〕 八王子労政会館２階第１会議室
〔共催・後援〕調布市、日野市、狛江市、調布市商工会、
日野市商工会、狛江市商工会　　〔定員〕100名
【申込み先】労働相談情報センター八王子事務所
　　　　　☎042-643-0278
詳細は HP  で。→TOKYOはたらくネット労働セミナーご案内

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

　中小企業等で働く方の生活の安定を図るため、特別対
策として生活資金融資の融資利率を期間限定で引き下げ
ています。(平成28年３月31日まで)

個人融資 家内労働者融資 子育て・介護支援融資

対　象
※右記以
外にも条
件あり。

中小企業従業員 専業的家内労働者

次のいずれかに該当す
る中小企業従業員 
①妊娠から子育て期間中 
②育児・介護休業中 
③要介護認定または要
支援認定を受けた三親
等以内の親族がいる。

資　金
使　途 生活資金

一般生活資金、
作業場の改善等
の資金

子育て・介護に必要な
費用又は育児・介護休
業中の生活費

融　資
限度額

70万円 
※特例あり

70万円 
※特例あり

100万円

融　資
利　率 1.8％→1.6％ 1.5％→1.3％

※返済期間・方法等詳細はお問い合わせください。
※審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。

【問合せ先】雇用就業部労働環境課
☎03-5320-4653(個人融資、子育て・介護支援融資)
☎03-5320-4654(家内労働者融資)

特別
対策

東京都中小企業従業員生活資金融資

利率の引き下げを実施！
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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
■30歳～ 44歳
①就活エクスプレス(適職探索コース)
これから就活を始める方・方向性に
迷いがある方向け。５日間コース
※募集期限：２月２日(火)

〔日時〕 ２月４日(木)～２月10日(水)　 
 ９時30分～ 15時30分
〔定員〕 25名(面接選考あり)
②就活エクスプレス(面接突破コース)
面接対応力を強化したい方・活動を
振り返りたい方向け。５日間コース
※募集期間：１月13日(水) ～２月10日(水)
〔日時〕 ２月15日(月) ～２月19日(金)　
 ９時30分～ 15時30分
〔定員〕 25名(面接選考あり) 
■30歳～ 54歳
③求職活動支援セミナー「面接で相
手に伝わるマナーとコミュニケー
ションの必要性を学ぶ」
好感のもてるマナーとコミュニケー
ションの必要性を伝える。
〔日時〕  １月13日(水)13時30分～ 15時

30分
〔定員〕 100人 

■55歳以上
④「就業支援総合セミナー　定年退
職後の働き方を考える」
ライフプラン作成を通して定年退職
後の再就職について考える。
〔日時〕 １月30日(土)10時～ 16時
〔定員〕  80人(希望者には個別相談あ

り※抽選あり)

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
(⑥⑦を除く )

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 )

■29歳以下
⑤「若者・中小企業交流会in国分寺」
中小企業の人事担当者と交流を行
う。服装自由。学生参加可。
〔日時〕１月15日(金)13時～ 16時30分
〔定員〕 50人　
■全年齢
⑥面接会直前対策セミナー＆面接会
in町田」
参加企業10社程度の面接会と直前対策
セミナー。当日は複数企業と面接可。
〔日時〕 １月28日(木)　
 セミナー：10時～ 12時
 面接会：13時30分～ 16時30分　　　　
〔定員〕 セミナー：30人　　
 面接会：予約不要
〔会場〕 町田市文化交流センター

■女性
⑦「女性のための再就職支援セミ
ナー in武蔵野」
自分らしい仕事の選び方、就職活動
の方法を学ぶ。無料託児有。
〔日時〕 １月27日(水)
 セミナー：13時～ 15時30分
 個別相談会：15時30分～ 17時
〔定員〕 セミナー：50人　　
 個別相談会：10人
〔会場〕 武蔵野商工会館 

求職者
対象

求職者
対象

＊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、原則として先着順の申込みです(①、②を除く)。

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。

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
ミドルコーナー
①②☎03-3234-1433
③☎03-5211-2803
シニアコーナー
④☎03-5211-2335
東京しごとセンター多摩
⑤⑥⑦☎042-329-4524

　東京都では、11月18日、日経ホールにて、「職場のメンタルヘルス対策シンポジウム」を開
催し、企業の人事労務担当者など500名を超える方が参加しました。
　最初に、臨床心理士・精神保健福祉士の佐藤　隆氏による基調講演「メンタルヘルス対策が
もたらす生産性の向上について」が行われました。佐藤氏は、「12月から始まるストレスチェック
は、ストレスへの気付きを高めてもらうためのものである。これからはワーク・エンゲイジメント
の向上、つまり上司のリーダーシップ教育などで会社のコンピテンシーを高め、『明日もまたこ
の会社で働きたい』と皆が思える職場にすることが大切である」と述べました。
　続いて、(公財)労働科学研究所主管研究員の小木和孝氏による講演「ストレスチェック制度を活用した職場環境改
善」が行われました。ストレスチェック制度を職場改善につなげるには、良好事例、改善ツールをフルに活用する
ことが大切だと述べ、高知県などによる「職場ドック」や自動車産業における「ワイガヤ」など、参加型の職場環境改
善の事例が紹介されました。
　後半は、パネルディスカッション「職場の活性化を主としたメンタルヘルス対策について」が行われました。基調
講演の佐藤氏がコーディネーターを務め、パネリストとして、講演者の小木氏、㈱WSP経営企画室管理部門責任者
の吉野麻衣子氏、中央物産㈱管理本部総務部部長の森　清司氏が登壇しました。企業の取組事例として、吉野氏か
らは、自社の取組によってコミュニケーションが活性化され、結果的にサービスの質・顧客満足度の向上につながっ
たことが報告されました。森氏からは、ストレスチェックテストを２年前から試験的に導入した経験から、テスト
の目的は“良い組織風土の醸成”であることを事前に周知しておくことが大切とのお話がありました。
　また、会場では、産業カウンセラーや社会保険労務士による相談会も実施され、企業の方が次々にブースを訪れ、
相談していました。

▲パネルディスカッションの様子

「職場のメンタルヘルス対策シンポジウム」を開催しました


