
※参加ご希望の方は、都内のハローワーク（裏面参照）で参加申込みを行っていただくよう
   お願いいたします。
※当日の参加申込みも可能ですが、大変混雑することが予想されますので、事前の参加申込み
　をお願いいたします。
※面接会場の駐車スペースが限られていますので、可能な限り公共交通機関をご利用いただき
　ますよう、お願いいたします。
※手話通訳者・要約筆記者を配置しております。

障害者就職面接会

ＪＲ青梅線「西立川」より徒歩７分（約700ｍ）
（当日は、上記ルート上の にスタッフを配置いたします。） 

東京労働局・都内ハローワーク（公共職業安定所）

東京障害者職業能力開発校・東京都立多摩職業能力開発センター

参加企業 30 社予定

多 摩 会 場

主 催
共 催

日　時　 令和２年２月５日（水）
　　　　　（面接時間）１３：００～１６：００
　　　　　（受付時間）１２：３０～１５：３０
　　　　　　　　※ 面接応募受付は１５：４０までとなります。
　　　　　　　　※ 天候や混雑状況等により、入場開始時刻を変更する場合もございます。

場　所　東京都立多摩職業能力開発センター 人材育成プラザ
　　　　（昭島市東町３－６－３３）

面接時の必要書類
① 履歴書
② 職務経歴書（準備できる方）
※応募企業数に応じて複数枚ご用意
　ください。
※業務遂行上の合理的配慮等の確認
　のため、障害の状況（障害種別や
　程度）や配慮事項等を可能な範囲
　で応募書類にご記入いただくか、
　お申し出ください。

事 前 参 加 申 込 制
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０４２-６４８-８６９５ ０４２-５２５-８６２４ ０４２８-２４-９１７３

０４２-６４８-８６１５ ０４２-５２１-４３６７ ０４２８-２５-１７３２

管轄
地域 八王子市、日野市

管轄
地域

立川市、国立市、小金井市、
昭島市、小平市、東村山市、
国分寺市、東大和市、武蔵村
山市

管轄
地域

青梅市、福生市、あきる野
市、羽村市、西多摩郡

０４２２-４７-８６１８ ０４２-７３２-７３１６ ０４２-３３６-８６５２

０４２２-７６-３４９０ ０４２-７３２-８７２４ ０４２-３６２-８０９３

管轄
地域

三鷹市、武蔵野市、西東京
市、東久留米市、清瀬市

管轄
地域 町田市

管轄
地域

府中市、稲城市、多摩市、
調布市、狛江市

文京区後楽１－９－２０飯田橋合同庁舎 ０３-３８１２-８６０９（４４＃） ０３-３８１３-５６２０

（ＪＲ飯田橋） 管轄

台東区東上野４－１－２ ０３-３８４７-８６０９（４３＃） ０３-３８４７-８６３８

（ＪＲ上野） 管轄

港区芝５－３５－３ ０３-５４１９-８６０９（４５＃） ０３-３４５３-１６０７

（ＪＲ田町） 管轄

大田区大森北４－１６－７ ０３-５４９３-８７９４ ０３-３７６２-５０５０

（ＪＲ大森） 管轄

渋谷区神南１－３－５ ０３-３４７６-８６０９（４４＃） ０３-３４７６-０９８８

（ＪＲ渋谷） 管轄

新宿区歌舞伎町２－４２－１０歌舞伎町庁舎 ０３-３２００-８６０９（４１＃） ０３-３２００-８６２１

（ＪＲ大久保、新大久保、西武新宿線西武新宿） 管轄

豊島区東池袋３－５－１３本庁舎 ０３-３９８７-８６０９（４１＃） ０３-３９８７-４４５６

（ＪＲ池袋） 管轄

北区王子６－１－１７ ０３-５３９０-８６１３ ０３-３９１２-７２４６

（ＪＲ王子、南北線王子神谷） 管轄

足立区千住１－４－１東京芸術センター８階 ０３-３８７０-８８９４ ０３-３８８２-８７４３

（ＪＲ北千住） 管轄

墨田区江東橋2－１９－１２ ０３-５６６９-８６０９（４８＃） ０３-５６００-６３１２

（ＪＲ錦糸町） 管轄

江東区木場２－１３－１９ ０３-３６４３-８６１４ ０３-３６３０-３７８１

（東西線木場） 管轄

０３-３５１２-１６６４

０３-３５１２-１５６６

専門援助第二部門 専門援助部門 専門援助部門

～都内多摩地域ハローワーク（公共職業安定所）一覧～

障害者就職面接会（多摩会場）については、下記のハローワークに
お申込み、お問い合わせください。

ハローワーク八王子 ハローワーク立川 ハローワーク青梅

八王子市子安町１－１３－１
立川市緑町４－２
立川地方合同庁舎

青梅市東青梅３－２０－７
山崎ビル

（ＪＲ八王子） （ＪＲ立川） （ＪＲ東青梅）

ハローワーク三鷹 ハローワーク町田 ハローワーク府中

専門援助部門 専門援助部門 専門援助部門

三鷹市下連雀４－１５－１８
町田市森野２－２８－１４

町田合同庁舎
府中市美好町１－３－１

（ＪＲ三鷹） （ＪＲ町田、小田急線町田） （京王線府中、ＪＲ北府中、 府中本町）

飯
田
橋 千代田区、中央区、文京区、大島・三宅島・八丈島等の島しょ地区

上

野 台東区

品

川 港区、品川区

大

森 大田区
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谷 渋谷区、世田谷区、目黒区
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宿 新宿区、中野区、杉並区

池

袋 豊島区、板橋区、練馬区

王

子 北区

足

立 足立区、荒川区

千代田区九段南１－２－１　九段第三合同庁舎1２階

墨

田 墨田区、葛飾区

木

場 江東区、江戸川区

東京労働局職業安定部職業対策課障害者雇用対策係
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袋 豊島区、板橋区、練馬区

王

子 北区

足

立 足立区、荒川区

千代田区九段南１－２－１　九段第三合同庁舎1２階

墨

田 墨田区、葛飾区

木

場 江東区、江戸川区

東京労働局職業安定部職業対策課障害者雇用対策係

０４２-６４８-８６９５ ０４２-５２５-８６２４ ０４２８-２４-９１７３

０４２-６４８-８６１５ ０４２-５２１-４３６７ ０４２８-２５-１７３２

管轄
地域 八王子市、日野市

管轄
地域

立川市、国立市、小金井市、
昭島市、小平市、東村山市、
国分寺市、東大和市、武蔵村
山市

管轄
地域

青梅市、福生市、あきる野
市、羽村市、西多摩郡

０４２２-４７-８６１８ ０４２-７３２-７３１６ ０４２-３３６-８６５２

０４２２-７６-３４９０ ０４２-７３２-８７２４ ０４２-３６２-８０９３

管轄
地域

三鷹市、武蔵野市、西東京
市、東久留米市、清瀬市

管轄
地域 町田市

管轄
地域

府中市、稲城市、多摩市、
調布市、狛江市

文京区後楽１－９－２０飯田橋合同庁舎 ０３-３８１２-８６０９（４４＃） ０３-３８１３-５６２０

（ＪＲ飯田橋） 管轄

台東区東上野４－１－２ ０３-３８４７-８６０９（４３＃） ０３-３８４７-８６３８

（ＪＲ上野） 管轄

港区芝５－３５－３ ０３-５４１９-８６０９（４５＃） ０３-３４５３-１６０７

（ＪＲ田町） 管轄

大田区大森北４－１６－７ ０３-５４９３-８７９４ ０３-３７６２-５０５０

（ＪＲ大森） 管轄

渋谷区神南１－３－５ ０３-３４７６-８６０９（４４＃） ０３-３４７６-０９８８

（ＪＲ渋谷） 管轄

新宿区歌舞伎町２－４２－１０歌舞伎町庁舎 ０３-３２００-８６０９（４１＃） ０３-３２００-８６２１

（ＪＲ大久保、新大久保、西武新宿線西武新宿） 管轄

豊島区東池袋３－５－１３本庁舎 ０３-３９８７-８６０９（４１＃） ０３-３９８７-４４５６

（ＪＲ池袋） 管轄

北区王子６－１－１７ ０３-５３９０-８６１３ ０３-３９１２-７２４６

（ＪＲ王子、南北線王子神谷） 管轄

足立区千住１－４－１東京芸術センター８階 ０３-３８７０-８８９４ ０３-３８８２-８７４３

（ＪＲ北千住） 管轄

墨田区江東橋2－１９－１２ ０３-５６６９-８６０９（４８＃） ０３-５６００-６３１２

（ＪＲ錦糸町） 管轄

江東区木場２－１３－１９ ０３-３６４３-８６１４ ０３-３６３０-３７８１

（東西線木場） 管轄

０３-３５１２-１６６４

０３-３５１２-１５６６

専門援助第二部門 専門援助部門 専門援助部門

～都内多摩地域ハローワーク（公共職業安定所）一覧～

障害者就職面接会（多摩会場）については、下記のハローワークに
お申込み、お問い合わせください。

ハローワーク八王子 ハローワーク立川 ハローワーク青梅

八王子市子安町１－１３－１
立川市緑町４－２
立川地方合同庁舎

青梅市東青梅３－２０－７
山崎ビル

（ＪＲ八王子） （ＪＲ立川） （ＪＲ東青梅）

ハローワーク三鷹 ハローワーク町田 ハローワーク府中

専門援助部門 専門援助部門 専門援助部門

三鷹市下連雀４－１５－１８
町田市森野２－２８－１４

町田合同庁舎
府中市美好町１－３－１

（ＪＲ三鷹） （ＪＲ町田、小田急線町田） （京王線府中、ＪＲ北府中、 府中本町）

飯
田
橋 千代田区、中央区、文京区、大島・三宅島・八丈島等の島しょ地区

上

野 台東区

品

川 港区、品川区

大

森 大田区

渋

谷 渋谷区、世田谷区、目黒区

新

宿 新宿区、中野区、杉並区

池

袋 豊島区、板橋区、練馬区

王

子 北区

足

立 足立区、荒川区

千代田区九段南１－２－１　九段第三合同庁舎1２階

墨

田 墨田区、葛飾区

木

場 江東区、江戸川区

東京労働局職業安定部職業対策課障害者雇用対策係

～都内多摩地域ハローワーク（公共職業安定所）一覧～


