
監理団体等

ハローワーク（公共職業安定所）

東京しごとセンター
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会館ほか

☎ 03（5579）2680 〒162‒0801 新宿区山吹町346-6　日新ビル6F

（☎→p68）

4793
24 ※平成31年2月に19Fへ移転予定

※平成31年2月に19Fへ移転予定24

4721

（監理団体等）

20

21

20

21

受入環境課 ☎ 03（5320）4802

（☎→p71）

（☎→p72）

（☎→p72）

（☎→p71）

（☎→p68）

（☎→p68）
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監理団体等

ハローワーク（公共職業安定所）

東京しごとセンター
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70
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71

72

73

73

74

74

75

76

77

78

80

会館ほか

☎ 03（5579）2680 〒162‒0801 新宿区山吹町346-6　日新ビル6F

（☎→p68）

4793
24 ※平成31年2月に19Fへ移転予定

※平成31年2月に19Fへ移転予定24

4721

（監理団体等）

20

21

20

21

受入環境課 ☎ 03（5320）4802

（☎→p71）

（☎→p72）

（☎→p72）

（☎→p71）

（☎→p68）

（☎→p68）
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(公財)東京都中小企業振興公社　本社

☎ 03（5220）1141

☎ 03（5822）7232
☎ 03（5822）7241
☎ 03（5822）7239
☎ 03（3251）7894
☎ 03（3832）3656

☎ 03（3251）7889

名　　　　　称 電 話 番 号 所　　　　　在　　　　　地 担 当 地 域

城東地域中小企業振興センター ☎ 03（5680）4632 〒125- -2-5
〔京成線青砥〕 江東区、墨田区、台東区、

江戸川区

城南地域中小企業振興センター ☎ 03（3733）6233 〒144- 0035　大田区南蒲田1- 20- 20
〔京浜急行線京急蒲田〕

港区、渋谷区、目黒区、
品川区、大田区、世田谷区

産業サポートスクエア・TAMA ☎ 042（500）2300 〒196-0033　昭島市東町3-6-1
〔JR青梅線西立川〕

市町村（東京都内で23区
と島しょ以外の地域）

（城南支所）
（墨田支所・生活技術開発セクター）

※浜松町館は建替えのため、一時閉館中であり、平成32年度（2020年度）に運営再開の予定です。

※

東京都知的財産総合センター ☎ 03（3832）3656 〒110- 0016　台東区台東1- 3- 5
反町商事ビル１F 〔JR秋葉原〕

（城東支援室） ☎ 03（5680）4741 〒125- -2-5
城東地域中小企業振興センター内 〔京成線青砥〕

（城南支援室） ☎ 03（3737）1435 〒144- 0035　大田区南蒲田1- 20- 20
城南地域中小企業振興センター内 〔京浜急行線京急蒲田〕

（多摩支援室） ☎ 042（500）1322 〒196- 0033　昭島市東町3- 6- 1
産業サポートスクエア・TAMA 内 〔JR青梅線西立川〕

名　　　　　称 電 話 番 号 所　　　　　在　　　　　地

〒101-0024
千代田区神田和泉町1-13　住友商事神田和泉町ビル９F

〒101-0022　千代田区神田練塀町3-3　大東ビル４F
〒110-0016　台東区台東1-3-5　反町商事ビル1F  〔JR秋葉原〕

〔JR秋葉原〕

〒100-0005　千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階  〔JR東京〕創業支援課

経営戦略課

助成課

国際事業課
中小企業世界発信プロジェクト事務局

下請センター東京

東京都知的財産総合センター

設備支援課
☎ 03（3251）7904企業人材支援課

〔ゆりかもめテレコムセンター〕

KFCビル12F
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☎ 03（5447）8250

（東京支店）

東五反田2-10-2　東五反田スクエアビル4F〒141‒0022

東京都城南地域中小企業振興センター3F

東京都城東地域中小企業振興センター3F

創業アシスト
プラザ
創業アシスト
プラザ
多摩分室

☎ 03（3272）2279

☎ 042（525）3101

〒104-8470　中央区八重洲 2-6-17（3F）

〒190-0012　立川市曙町 2-37-7　コアシティ立川ビル 5F

23 区・島しょ

多摩地区
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〒100‒1401

福生市志茂210　NTT福生ビル1F

千代田区丸の内2 5 1　丸の内二丁目ビル３F

※東京商工会議所は、平成30年秋に移転予定です。（移転先：千代田区丸の内3-2-2）
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〒100‒1401

福生市志茂210　NTT福生ビル1F

千代田区丸の内2 5 1　丸の内二丁目ビル３F

※東京商工会議所は、平成30年秋に移転予定です。（移転先：千代田区丸の内3-2-2）

（p63）

（労働環境課浅草分室）

（労働環境課歌舞伎町分室）

ほか）

東京都正規雇用化推進窓口
正規雇用等転換安定化支援助成金
☎ 03（6205）6730
若者応援宣言企業等採用奨励金
☎ 03（6205）6703

〒160-0021　新宿区歌舞伎町 2-42-10　5F
〔JR 新宿、新大久保、西武線西武新宿〕

カメリアプラザ 7F

（労働環境課飯田橋分室）

TOKYOライフ・ワーク・
バランス推進窓口

東京テレワーク推進センター

☎ 03（3868）3401

☎ 03（3868）0708

〒112-0004　文京区後楽 2-3-28　K.I.S 飯田橋ビル　6F
〔JR、東京メトロ、都営地下鉄飯田橋〕

〔JR、東武線亀戸〕
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京浜急行線 青物横丁

JR八王子・京王線 山田
JR八王子駅南口から上大船行（山田駅経
由）、法政大学行（富士森公園経由）、
東京家政学院行（山田駅経由）、西八王
子駅南口行　実践高校又は富士森公園下
車

8204

前下車
（東京臨海病院）

行 大杉小学校前下車

京浜急行空港線 大鳥居

城東職業能力開発センター
※「人材育成プラザ」併設

☎ 03（3605）6140
※☎ 03（3605）6162

〒120 0005
足立区綾瀬5 6  1
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〒160‒0023 新宿区西新宿1-24-1　エステック情報ビル13F

リワークセンター東京 ☎ 03（5246）4881 〒111‒0041

〒110‒0005

台東区元浅草3-18-10　上野NSビル7F

台東区上野2-7-13　JTB・損保ジャパン日本興亜上野共同ビル6F

（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部

（一社）東京都信用組合協会

〒102‒8113
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☎ 03（5856）6866

☎ 03（3935）1811はつらつ板橋分室 175-0082 板橋区高島平8-29-1　高島平ふれあい館1F

*
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☎ 03（5856）6866

☎ 03（3935）1811はつらつ板橋分室 175-0082 板橋区高島平8-29-1　高島平ふれあい館1F

*

訓練課

適用・事務組合課（事務組合室）

☎ 03（5337）7411

☎ 03（3452）1472

雇 用 環 境
・ 均 等 部

雇用環境・均等部、

企画・調整、広報

個別労働紛争解決に関すること

雇用環境・均等部に係る助成金

働き方改革

男女雇用機会均等法、育児・介護休
業、無期転換ルール、一般事業主行
動計画に関する相談・指導等

庶務、人事、研修、福利厚生、情報公開

〒100-0006
千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館3F

〒169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎1～3F

職業紹介事業・労働者派遣事業の
許可・各種届出
職業紹介事業・労働者派遣事業の
指導監督、相談等

職業紹介・指導、若年者雇用対策、
雇用関係等統計・調査、福祉人材
の確保対策
高齢者・障害者・外国人等の雇用
対策、公正採用選考人権啓発、各
種助成金による雇用支援等

産業安全、労働災害防止、特定機械
の製造許可・検査、ボイラー・クレー
ン等の安全関係の免許に関すること

健康確保対策（過重労働による健康
障害防止対策を含む）、化学物質対
策、メンタルヘルス対策、粉じん・
石綿等による職業性疾病の予防対
策、じん肺管理区分、健康管理手帳
に関すること、衛生管理者等の衛生
関係の免許に関すること

企画課（企画担当）

企画課（助成金担当）

指導課（働き方改革担当） ☎ 03（6867）0211

☎ 03（3512）1611

☎ 03（3512）1608

☎ 03（6867）0212

☎ 03（6893）1100

指導課（総合労働相談コーナー）

指導課（雇用均等・両立支援担当）

雇 用 環 境
・ 均 等 部
（14階）
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①

〒169‒0073 新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4F・5F

〒190‒8516 立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎3F

港区芝5-35-2 安全衛生総合会館3F

3882
3882
3882

1188
1190
1189

03（5630）1031
03（5630）1032
03（5630）1033

03（6681）8212
03（6681）8213
03（6681）8232

03（6679）0183
03（6679）0186
03（6679）0226

03（6872）1230
03（6872）1315
03（6872）1316

〒131‒0032　墨田区東向島4‒33‒13

042（680）8752
042（680）8785
042（680）8923
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（分庁舎）

〒190‒8609 立川市緑町4-2　立川地方合同庁舎1F～3F

〒198‒0042 青梅市東青梅3-20-7　山崎ビル

〒108-0014　港区芝5-35-3　［JR田町、都営地下鉄三田］ ☎ 03（5419）8609

0428（28）0058
0428（28）0331
0428（28）0392

監督

042（718）8610
042（718）9134
042（718）8592

監督

0422（67）0651
0422（67）1502
0422（67）3422

②
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新宿わかものハローワーク

日暮里わかものハローワーク 荒川区西日暮里2-29-3　日清ビル7階
〔JR、京成電鉄、日暮里舎人ライナー日暮里〕

〔JR、京成電鉄、日暮里舎人ライナー日暮里〕

〔JR立川、多摩モノレール立川北〕

荒川区西日暮里2-29-3　日清ビル5階

立川市曙町2-7-16　鈴春ビル５階

〒116-0013

〒116-0013

〒190-0012

マザーズハローワーク日暮里

マザーズハローワーク立川

☎ 03（5850）8609

☎ 03（5850）8611

☎ 042（529）7465

八王子新卒応援ハローワーク

（飯田橋シニアコーナー）
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新宿わかものハローワーク

日暮里わかものハローワーク 荒川区西日暮里2-29-3　日清ビル7階
〔JR、京成電鉄、日暮里舎人ライナー日暮里〕

〔JR、京成電鉄、日暮里舎人ライナー日暮里〕

〔JR立川、多摩モノレール立川北〕

荒川区西日暮里2-29-3　日清ビル5階

立川市曙町2-7-16　鈴春ビル５階

〒116-0013

〒116-0013

〒190-0012

マザーズハローワーク日暮里

マザーズハローワーク立川

☎ 03（5850）8609

☎ 03（5850）8611

☎ 042（529）7465

八王子新卒応援ハローワーク

（飯田橋シニアコーナー）

ワークサポートせたがや
（世田谷区ふるさとハローワーク）

品川区就業センター

☎ 03（3413）8609

☎ 03（5498）6353

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7　世田谷産業プラザ2F
三軒茶屋就労支援センター内　　　　　  〔東急線三軒茶屋〕

〒124-0003 葛飾区お花茶屋1-19-18　
ダイアパレスステーションプラザお花茶屋2F

杉並区就労支援センター

かつしかワークプラザ

☎ 03（3398）8619
〒167-0032 杉並区天沼3-19-16　ウェルファーム杉並1F

〔JR、東京メトロ荻窪〕
（平成30年4月2日移転）

〒141-0033 品川区西品川1-28-3　品川区中小企業センター1F
〔東急線下神明〕

〔京成線お花茶屋〕

東村山就職情報室
（東村山市ふるさとハローワーク） ☎ 042（306）4080 〒189-8501 東村山市本町1-1-1

東村山市民センター1F　　　       〔西武線東村山・久米川〕

〒190-1212 西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷442番地
ジョイフル本田瑞穂町店2Fエリア内

ハローワーク立川　北口駅前JOBぷらっと

清瀬市元町1-4-5　クレアビル4F 　　　　　〔西武線清瀬〕

赤羽区民事務所
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豊島区南池袋2-45-1

渋谷区渋谷1-18-21
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