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●地下鉄都営新宿線岩本町駅…徒歩5分　●つくばエクスプレス秋葉原駅…徒歩1分

●所在地までの交通機関と地図

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9

公益財団法人 東京都中小企業振興公社
4F 総合支援課

電話相談

03-3251-7881
E-mail 相談

sien@tokyo-kosha.or.jp
FAX相談

03-3251-7888
来者相談
4 階の総合支援課に直接お越しください。

●ホームページ　http://www.tokyo-kosha.or.jp

アスプラザは東京都中小企業振興公社の愛称です。

今すぐ検索 アスプラザ 検　索

中小企業者の経営上の悩みごとを受付けています
・・・・・

創業から、経営全般、税務・会計・法律に至まで、各分野の専門家が日替わりで相談に応じ
問題解決のための参考となる助言をいたします。東京都中小企業振興公社については、P19もご覧ください。

東 京 都 内の中小企業者のための

のご案内

ワンストップ
総合相談窓口

相談はすべて

無 料
です！

はじめてご利用の方のご案内窓口

ヤング（34歳以下）向け ミドル（30～54歳）向け シニア（55歳以上）向け

緊急就職支援窓口

雇用環境整備事業　　TEL:03-5211-2396　企業に対する人材確保に向けた支援、働きやすい職場環境整備の支援を行っています。

障害者就業支援事業　　TEL:03-5211-2681　障害者の一般就労を推進するための事業を行っています。

民間就職支援会社のアドバイザー
が、再就職や転職を考えるミドル層
の方に対して、職務経歴や再就職の
希望をもとに個別カウンセリングか
ら職業紹介まで一貫して支援
応募書類作成や面接対応等、セミナ
ーも実施

シニア専門のアドバイザーが、シ
ニアの求人状況や求職状況を踏ま
え、きめ細かくアドバイス
定年退職後の働き方を考えるセミ
ナーや必要な技能を身につける講
習などを実施。職業紹介はハロー
ワーク飯田橋が実施 東日本大震災被災者向けの就業支援

障害者の一般就労に向けた普及啓発や職場
体験実習事業、企業とのマッチング

企業等の要請に応じて、東京ジョブコーチが
障害者の職場定着を支援

〒102-0072　千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター
　（雇用環境整備課）千代田区飯田橋2-6-6　ヒューリック飯田橋ビル４階

企業や民間教育訓練機関等、地域の多様
な委託先を活用した短期の職業訓練

〒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２階

応募書類の作り方や面接方法、求職活動に役立つ自己分析等、実践的ノウハウを身につけるためのセミナー、新卒者・フリーター・女性・シニア世代
向けのセミナー等

女性しごと応援テラス
出産や育児等で離職した女性等、家
庭との両立を図りながら再就職を目
指す方を支援する専用相談窓口

起業・創業、NPO／ボランティア等の多様
な働き方、職業適性検査等

就職活動の方法がわからない等、仕
事探しに悩む若者に対して、専門ス
タッフがきめ細かくアドバイス
各種セミナーやグループワーク、合
同就職説明会等、多様なサービスを
実施。職業紹介はハローワーク飯田
橋U-35が実施

シルバー人材センター事業　　TEL:03-5211-2312　各区市町村にあるシルバー人材センターの運営を支援しています。
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１　創業・起業に関する相談をしたい  

２　知識を得たい
TOKYO 起業塾
創業支援講習

３　創業のための施設を借りたい

４　入居費用が欲しい
　　（ライフサイエンス系ベンチャー等スタートアップ支援事業）

５　優れた経営者を目指したい
　　（次世代アントレプレナー育成プログラム）

６　事業プランを磨き上げたい
　　（青山創業促進センター）

７　事業プランを実現したい
　　（事業可能性評価事業）
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　　（エンジェル税制）

◎展示場・貸会議室・ホール等のご案内

◎定期刊行物のご案内  

◎問合せ先 

◎ホームページアドレス

◎索引

東京都優秀技術者（東京マイスター）知事賞
認定職業訓練
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人材育成・職業能力開発に関する相談
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中小企業職業訓練助成制度
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東京都立食品技術センター

⑵　技術セミナー・講習会
（地独）東京都立産業技術研究センターの
技術セミナー・講習会
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８　地域産業の活性化を図りたい
商店街の活性化
地域資源を活用した事業活動への支援
　（中小企業地域資源活用促進法による支援）
大型店の新設・変更の届出
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