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図３　労働局長による助言・指導申出件数、紛争調整委員

会によるあっせん申請受理件数の推移（東京）
図４　労働相談件数・あっせん件数の推移（東京）
図５　労働相談内容主要項目別構成比の推移（東京）
図６　産業別労働相談件数の推移（東京）
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