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局 職種 職名 採用予定人数 主な業務 主な受験資格 問い合わせ先

政策企画局 事務 戦略広報部　課長代理（戦略広報担当） 4名 都庁の広報・情報発信全般に関する広報戦略業務　等 民間企業等における広報・ＰＲ関連の実務経験　等
政策企画局戦略広報部企画課戦略広報担当

03-5388-2231

政策企画局 事務 戦略広報部　課長代理（海外戦略広報担当） 2名 海外メディア・世論動向を踏まえた情報発信業務　等
民間企業等における広報・ＰＲ関連の実務経験

英語検定準１級程度の能力　等

政策企画局戦略広報部企画課海外広報担当

03-5388-2118

子供政策連携室 事務 子供政策連携推進部　課長代理及び主任 5名

子供政策の広報・広聴に係る業務

こどもスマイルムーブメントに係る業務

東京都こどもホームページに係る業務　等

PR・広報の実務経験、マーケティング・営業企画の実務経験、Webプラット

フォーム構築に係る実務経験、子供及び子育て世代向けコンテンツ及びイベン

トに関する企画・ディレクション経験　等

子供政策連携室子供政策連携推進部企画課人事担当

03-5388-2143

総務局 事務
行政部　振興企画課　主任（多摩島しょ移住定住促進

担当）
1名 多摩島しょ地域への移住定住促進事業に係る各種業務　等 観光ツアー・雑誌等のモニターツアー等の企画運営に関する実務経験　等

総務局 事務 人事部　調査課　課長代理 1名 都の業務の調査及び見直しに係る業務　等
企業等の業務改善を図る業務（既存業務の棚卸しや業務分析及び改善策の提案

等）等の業務経験　等

総務局 事務 総合防災部　防災対策課　課長代理（訓練企画担当） 1名
各種防災訓練及び図上訓練の企画、実施及び進行管理に係る業務

等
地方公共団体や民間企業等における企画・連絡調整の実務経験　等

総務局 事務 総合防災部　防災管理課　主事（危機管理調整担当） 3名
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組に係る各種

業務　等

ノーコード・ローコード製品のアプリを活用したデータ集計・抽出作業等を

行った実務経験　等

総務局 事務 総合防災部　防災計画課　主任（計画調整担当） 1名 地震・火山・津波防災事業に係る各種業務　等 防災に関する実務経験　等

総務局 事務 総合防災部　防災通信課　主任（防災システム担当） 1名
ホームページの構築及び運用に係る各種調整業務、システム構築及

び運用管理各種調整業務　等
ホームページの構築及び運用についての実務経験　等

生活文化スポーツ局 事務
都民生活部　東京ウィメンズプラザ　主任（相談担

当）
1名 相談情報管理システムの導入対応に係る業務　等

システム開発等に関する基礎知識、システム開発等に関する業務又は同業務に

係るクライアントとの調整に携わった経験　等

生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課管理担当

03-5388-3164

生活文化スポーツ局 事務 消費生活部　取引指導課　主任（表示指導担当） 1名 景品表示法等に基づく事業者の調査・指導等に関する業務　等
消費生活相談員（国家資格）等の資格又は消費生活行政の実務経験・企業等に

おける広告に関係する実務経験　等

生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課管理担当

03-5388-3053

生活文化スポーツ局 事務
スポーツ総合推進部及びスポーツ施設部　課長代理及

び主任
25名

スポーツ振興、パラスポーツ振興等に係る関係者等との連絡調整、

資料作成、各種調査・分析業務　等
官公庁等におけるスポーツ関連部門での業務経験　等

生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部企画調整課

管理担当　03-5388-2158

福祉保健局 事務 13名
福祉施策（指導検査、生活福祉、高齢者福祉、子供・子育て、障害

者（児）福祉）に係る各種業務　等
民間企業や自治体等において福祉分野の業務に従事した経験　等

福祉保健局 事務 9名

保健衛生医療施策（医療施策、健康づくり・国民健康制度、食品衛

生・医薬品等品質確保・環境保健衛生対策、感染症対策等）に係る

業務　等

民間企業や自治体等において、医療、医薬品・医療機器、健康保持増進、疾病

予防、食品衛生、環境保健衛生対策、感染症対策等に係る業務に従事した経験

等

福祉保健局 事務 8名 福祉保健局における情報化施策の企画、調整、推進　等
民間企業、自治体等におけるシステム開発、運用管理等のICT関係業務経験

等

福祉保健局 事務 4名
局事務事業の広報及び広聴、福祉保健医療情報の収集及び管理に係

る業務　等

民間企業や自治体等における広報業務、民間企業におけるカスタマーサポート

業務の経験　等

福祉保健局 事務 感染症対策部　課長代理 2名 感染症対策の実施に係る各種業務　等
民間企業や自治体等において、感染症対策、医療、医薬品・医療機器、健康保

持増進、疾病予防等の保健衛生・医療に係る業務に従事した経験　等

福祉保健局 事務 感染症対策部　課長代理 11名
東京都が運営する宿泊療養施設、酸素・医療提供ステーション、ワ

クチン大規模接種施設等における各種業務　等

民間企業や自治体等において、東京都の課長代理級職（係長級・監督職）に相

当するポストでの組織運営に携わった経験（業務進行管理、予算人事管理等）

等

福祉保健局 事務 健康安全研究センター企画調整部　課長代理 1名
健康安全研究センターにおける試験検査業務で使用するシステムの

改修に係る各種調整業務
企業のシステム関連部門等における実務経験　等

総務局総務部総務課人事担当

03-5388-2314

各部　主任

福祉保健局総務部職員課人事担当

03-5320-4023
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局 職種 職名 採用予定人数 主な業務 主な受験資格 問い合わせ先

産業労働局 事務 総務部　企画調整課　課長代理（企画担当） 2名 都が支給する給付金、助成金等に関する各種業務　等
官公庁等、民間企業における補助金業務、債権管理・回収の実務経験、組織運

営経験（業務進行管理、予算人事管理等）　等

産業労働局 事務 総務部　企画調整課　主任（企画担当） 4名 都が支給する給付金、助成金等に関する各種業務　等 官公庁等、民間企業における補助金業務、債権管理・回収の実務経験　等

産業労働局 事務
商工部　創業支援課　主事（技術振興総括担当、技術

振興担当）
1名 中小企業等のものづくり及び技術振興施策に関する業務　等 民間企業、官公庁等における中小企業支援等の実務経験　等

産業労働局 事務
商工部　経営支援課　主任（経営革新支援担当、海外

展開担当）
2名

中小企業等経営強化法、中小企業等の海外展開支援に関する業務

等
民間企業、官公庁等における中小企業支援等の実務経験　等

産業労働局 事務 金融部　金融課　主任（高度化資金担当） 1名
融資事業に係る各種業務（融資事業の制度管理、事業執行に係る関

係各所との折衝調整等）　等
地域金融機関における実務経験　等

産業労働局 事務 産業・エネルギー政策部　計画課　主任（各担当） 3名 HTT普及推進に係る業務　等
民間企業、官公庁等におけるプロジェクト調整及びプロジェクト管理業務経験

等

産業労働局 事務
産業・エネルギー政策部　事業者エネルギー推進課、

新エネルギー推進課　主任（各担当）
2名

省エネルギー対策の推進、水素エネルギーの普及啓発・利活用に係

る業務　等

企業の省エネ診断、エネルギーマネジメント等に関するコンサル業務などの知

見を有する企業等における事業者支援業務経験　等

産業労働局 事務
観光部　企画課、振興課、受入環境課　主任（各担

当）
3名

国内外への観光プロモーション、観光まちづくりの支援、観光関連

事業者支援に係る業務　等

民間企業、観光関連団体（観光協会・観光地域づくり法人等）、官公庁等にお

ける観光業又は観光振興業務の実務経験　等

産業労働局 事務 農林水産部　農業振興課　主任（組合指導担当） 1名 組合指導業務に係る各種業務　等 金融機関における融資や監査等の実務経験　等

産業労働局 事務
雇用就業部　就業推進課（障害者雇用促進担当）、

労働環境課（事業調整担当）　主任及び主事
2名

障害者の雇用・職場定着施策、テレワークや家庭と仕事の両立支援

関連施策、女性の活躍推進に関する業務　等

民間企業、官公庁等における人事・労務管理又は労働行政に関する業務の実務

経験　等

建設局 事務

用地部　各課、三環状道路整備推進部　管理課、

各建設事務所　用地課、各公園緑地事務所　庶務課

課長代理及び主任

20名
建設局の道路・河川・公園等の用地取得に関する、土地評価、補償

金算定、関係人折衝などの各種業務　等

国、地方公共団体、補償コンサルタントなどにおける用地取得に関する実務経

験、民間企業等のおける営業（不動産売買等）、不動産評価、登記申請等に関

する実務経験　等

建設局総務部職員課人事担当

03-5320-5223

都市整備局 土木 本庁各部、各市街地整備事務所　主任 8名
道路・橋梁・河川護岸・下水道等の設計、工事監督、

市街地整備、都市基盤整備の企画立案、調整、工事業務　等

建設局 土木
本庁各部、各建設事務所（工区含む）、江東治水事務

所、各公園緑地事務所　主任
35名

道路・橋梁・トンネル・河川等の設計・工事監督・維持管理業務、

道路・河川等の計画及び調査業務　等

港湾局 土木
本庁各部、東京港管理事務所、東京港建設事務所　主

任
7名 港湾施設及び空港施設等の設計・工事監督・維持管理業務　等

財務局 機械 建築保全部　課長代理及び主任 4名
ゼロエミッション東京・HTT化を推進するための都有施設の整備と

して、都有施設全般の建築機械設備工事に係る各種業務　等

建設会社、設計事務所、国、地方公共団体等における建築設備工事に関する業

務の実務経験　等

財務局経理部総務課人事担当

03-5388-2616

生活文化スポーツ局 機械 計量検定所各課　主任及び主事 2名
計量法に基づく各種業務（特定計量器の検定・装置検査・定期検

査・計量証明検査に関する業務、基準器検査に関する業務等）　等
計量行政、民間企業や官公庁等における設備関連業務の実務経験　等

生活文化スポーツ局計量検定所管理指導課庶務担当

03-5617-6623

環境局 機械 気候変動対策部　計画課　主任又は主事 2名 都有施設における太陽光発電設備設置に係る各種業務　等
建築物や工場等の機械設備に係る企画、設計、工事管理又は施工管理に関する

業務の実務経験　等

環境局総務部総務課人事担当

03-5388-3419

財務局 電気 建築保全部　課長代理及び主任 6名
ゼロエミッション東京・HTT化を推進するための都有施設の整備と

して、都有施設全般の建築電気設備工事に係る各種業務　等

建設会社、設計事務所、国、地方公共団体等における建築設備工事に関する業

務の実務経験　等

財務局経理部総務課人事担当

03-5388-2616

環境局 電気 気候変動対策部　計画課　主任又は主事 1名 都有施設における太陽光発電設備設置に係る各種業務　等
建築物や工場等の電気設備に係る企画、設計、工事管理又は施工管理に関する

業務の実務経験　等

環境局総務部総務課人事担当

03-5388-3419

〇　採用手続き・都市整備局事業に関すること

都市整備局総務部総務課人事担当

03-5388-3209

〇　建設局事業に関すること

建設局総務部職員課人事担当

03-5320-5223

〇　港湾局事業に関すること

港湾局総務部総務課人事担当

03-5320-5523

建設会社・設計コンサルタント・測量会社・補償コンサルタント・国・地方公

共団体等における実務経験　等

産業労働局総務部職員課人事担当

03-5320-4618
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