
東京都政策連携団体等
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☎ 03（5579）2680 〒162-0801 新宿区山吹町346

☎ 0（公財）東京都環境公社 3（3644）2189 〒130-0022 墨田区江東橋4-26-5　東京トラフィック錦糸町ビル8F

ｰ6　日新ビル6F

4793
19

19

4721

（東京都政策連携団体等）

20

21

20

21

受入環境課

計画課

事業者エネルギー推進課産業・エネルギー政策部（19F）
新エネルギー推進課

☎ 03（5320）4802

☎ 03（5320）4736

☎ 03（5388）3443

☎ 03（5388）3570

計理課

企画調整課

☎ 03（5320）4609

（☎→p74）

（☎→p75）
（☎→p75）

（☎→p74）

（☎→p71）

（☎→p71）
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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（3251）7894
☎ 03（3832）3656

☎ 03（3251）7889

☎ 03（3251）7881

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
　　〔京急線京急蒲田〕

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

〒105-7501 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー1階

〔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）
（食品技術センター）

（墨田支所）

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１階 〔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 〔京成線青砥〕

（城南支援室） ☎ 03（3737）1435

☎ 03（3434）4242
☎ 03（3844）6190

〒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 　　〔京急線京急蒲田〕

（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 〔JR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９階

東京都産業労働局秋葉原庁舎

〒103-0023　中央区日本橋本町2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング603号室 
東京都医工連携イノベーションセンター内
〒101-0024
千代田区神田和泉町1-13　住友商事神田和泉町ビル９階
〒101-0022 千代田区神田練塀町3-3　大東ビル４階

千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎6～8階

〒110-0016 台東区台東1-3-5　反町商事ビル1階 〔JR秋葉原〕

〔東京メトロ三越前〕

〔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〕

〔JR新宿〕☎ 03（6258）0811 〒163-0225 新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル25階

城東地域中小企業振興センター

産業サポートスクエア・TAMA
城南地域中小企業振興センター

創業支援課
TOKYO創業ステーション
TOKYO UPGRADE SQUARE

☎ 042（518）9671 〒190-0014 立川市緑町3-1 GREEN　SPRINGS　E2　3階 〔JR立川〕多摩創業支援課  TOKYO創業ステーションTAMA

経営戦略課
☎ 03（5822）7250取引振興課

☎ 03（5201）7323医工連携担当

助成課

販路・海外展開支援課

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12階

東京都立多摩産業交流センター「東京たま未来メッセ」
※東京都立多摩産業交流センター「東京たま未来メッセ」は、令和4年10月に開業予定です。電話番号はホームページをご確認ください。

〒192-0046 八王子市明神町3-19-2〔JR八王子、京王線京王八王子〕
名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
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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

支　店

八重洲支店

地域

※「創業アシストプラザ」は各支店に設置

東京都中小企業会館

東京都中小企業会館5階

東京都中小企業会館5階

港区虎ノ門3-5-1　虎ノ門37森ビル

港区虎ノ門3-1-1　虎ノ門三丁目ビルディング
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〒100‒1401

福生市本町92-5　扶桑会館

千代田区丸の内3 2 2　丸の内二重橋ビル５F

式根島支所 新島村式根島255-1

市役所五日市出張所内

042（724）6614
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（p65）

（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
就職氷河期世代雇用安定化支援
助成金
☎ 03（6205）6730

〒160-0021　新宿区歌舞伎町 2-42-10　5F

〔JR新宿、新大久保、大久保、西武線西武新宿〕

カメリアプラザ7F

東京テレワーク推進センター ☎ 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〕

女性しごと応援テラス
多摩ブランチ ☎ 042（529）9001 〒190-0012　立川市曙町2-34-13　オリンピック第３ビル　2F

〔JR立川〕

〔JR、東武線亀戸〕

※国分寺労政会館及び八王子労政会館は、令和４年９月末をもって廃止する予定です。

※

※

※国分寺事務所と八王子事務所は移転・統合され、令和４年10月に新たに多摩事務所となります。
　多摩事務所　立川市柴崎3-9-2　立川駅南口　東京都・立川市合同庁舎
　・電話番号についてはホームページをご確認ください。

※東京しごとセンター多摩及び女性しごと応援テラス多摩ブランチは、令和４年10月より下記住所に移転します。〒190-0023 立川市柴崎町3-9-2

74



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

京浜急行空港線 穴守稲荷
京浜急行空港線 天空橋

〒144ｰ0042
大田区羽田旭町10ｰ11

JR大久保
JR新大久保

〒169ｰ0073
新宿区百人町3ｰ25ｰ1
サンケンビルヂング

☎ 03（3227）5951㈹

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

JR 新小岩南口から都バス西葛西駅前（葛
西駅前）行江戸川区役所前下車
JR 新小岩北口から都バス葛西駅前（東
京臨海病院前）行 大杉小学校前下車
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〒160-0023 新宿区西新宿1ｰ24ｰ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ｰ18ｰ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

〒101ｰ8527　千代田区内神田1ｰ1ｰ5　東京都産業労働局神田庁舎5F

中央区京橋1ｰ9ｰ5

☎ 03（6631）6050

ハローワーク墨田5F
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☎ 03（5856）6866

☎ 03（3935）1811はつらつシニアいたばし分室 175 0082 板橋区高島平8 29 1　高島平ふれあい館1F

https://www.tokyosilver.jp

京華スクエア1F

しごと棟5F

三鷹市市民協働センター1F

428 0787

042（227）7117
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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・均等部所管の助成金（両立
支援、時間外労働、業務改善）
労働時間等設定改善業務
（企業の働き方・休み方改善に関する
取組支援）
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、
パート・有期法・一般事業主行動計画の
策定・届出・認定等、無期転換ルール、
パワハラ対策に関する相談・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

、口座振替

特別加入の承認業務、電子申請

労働保険関係成立届、変更届、申告書
（継続事業・有期事業）、労働保険料の
清算還付、継続事業一括申請、電子申請

認可

企画課（企画担当）

企画課（助成金担当）

指導課（働き方・休み方改善担当） ☎ 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 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

TT蒲田駅前ビル8F・9F

〒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）

（分庁舎）

（森野ビル庁舎）

〒190-8609 立川市緑町4ｰ2　立川地方合同庁舎1F～3F

〒

〒181ｰ0013　三鷹市下連雀4ｰ15ｰ31 KDXレジデンス三鷹1階・2階
［JR三鷹］

〒194ｰ0022　町田市森野1ｰ23ｰ19 小田急町田森野ビル2階
［小田急線町田］

198-0042 青梅市東青梅3ｰ20ｰ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、東京メトロ、都営地下鉄、西武新宿線新宿〕

〔JR、東京メトロ、都営地下鉄、西武新宿線新宿〕
1F

〔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（5361）8722

☎ 03（5850）8611

☎ 042（529）7465

八王子新卒応援ハローワーク

（シニアコーナー）

新宿区四谷1 6 1　コモレ四谷　四谷タワー13F
〔JR、東京メトロ四ツ谷〕

〒160 0004

12F

10F
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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〕

〒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〕

〒190-1221 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335番地
瑞穂町役場庁舎3階

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

渋谷区宇田川町1-1
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