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                                                                      平成２７年度 Vol.２ 

「人材育成の栞」は都立城東職業能力開発センターの広報紙です。企業の人材育成にお役

立て頂けるさまざまな事業を中心にご案内いたします。どうぞお気軽にお問合せください。 

  

 

 

 

職業能力開発センター・訓練校では、職業訓練のノウハウと設備を活かし、中小企業が実施する従業

員のための訓練支援メニューや、在職者の方が利用できるキャリアアップメニューをご用意しています。 

 

１ 現場訓練支援事業  

城東職業能力開発センターでは、溶接、プレス加工、切削、塗装、webプログラミング、ＣＡＤ、生 

産管理などの専門的な技能訓練を、基礎から応用まで幅広く「ご要望に応じて、御社において、御社の

設備で」行う、中小企業支援事業を実施しています。 

具体的には、企業のご要望に応じてセンターに登録された熟練講師を紹介し、講師謝金を半額負担します。 

 

☆お勧めポイント☆ 

☆講師が御社へ伺うので、御社と講師とで研修日程を調整することができる。 

☆社内での講習なので、時間がとりやすい。 

☆業務でいつも使っている設備・器具で習うので、日ごろの疑問点なども解消しやすい。 

☆社内で訓練内容を共有できるので、研修を終了した後も、受講した社員同士で教えあえる。 

   対  象 都内の中小企業、中小企業団体 

   実施人数 受講者１名から 

   実施場所 お申し込み企業の事業場（都内） 

   訓練時間 １時間から。同一年度に延べ４０時間まで 

   訓練内容 企業の要望する内容 

   講  師 「指導支援者」として登録されている各分野の専門家 

   費  用 ご紹介した講師に対する謝金を、企業と都が半額ずつ講師へ支払います。 

        謝金の内容 

① 指導計画書作成：１回の支援につき６，４００円（企業負担３，２００円） 

② 訓練実施：講師１名、１時間につき６，８００円（企業負担３，４００円×時間数） 

※謝金以外に必要な経費（材料費、テキスト代等）は、企業負担となります。 

※その他、訓練に必要な設備等は企業でご用意いただきます。 

 

   問い合わせ先  城東センター人材育成推進係 03(3605)6147 

 

 

講師が 

御社へ 

伺います。 



活用事例① 『機械加工技術の基礎研修』 

      ご要望「ベテランが急に退職してしまった。若手に、当社にある旋盤とフライス盤の操作

の基礎を教えたいが、講師のあてがないので紹介してほしい。」 

      受講者数：４名  時間：５日間（３５時間） 

  講師：１名 

      講師謝金の企業負担 １２２，２００円 内訳：（6,800 円×35 時間＋6,400円）÷２ 

 

活用事例② 『電気工事の基礎知識の習得』 

      ご要望「中途採用者は異業種出身で、電気工事の教育が難しい。民間訓練機関の利用を検

討したが、時期が合わない。この中途採用者と新人に電気工事の基礎を教えてほしい。」 

      受講者数：５名  時間：４日間（２４時間）  講師：１名 

      講師謝金の企業負担 ８４，８００円 内訳：（6,800円×24時間＋6,400 円）÷２ 

 

なかには、こんなご要望も・・・ 

活用事例③ 『Windows７/Office2013 移行研修』 

      ご要望「ＰＣをＸＰから Windows７に入れ替え、Office も 2000 から 2013 に変わったこと

から、社員たちはなにかと使い辛いことがあるようだ。自己流でこなしているが、

巧い操作方法を教われば仕事が捗るとの声がある。事務の者にも営業の者にも習

わせたいが、なかなか時間的に難しい。」 

受講者数：４名  時間；２日間（８時間） 講師：１名 

内容 ・Windows７と WindowsＸＰとの違い 

・Excel / 関数を使った見積書等の作成方法、印刷範囲の変更方法、ページ設定等 

・Word / 罫線の利用、表作成、タブ機能、番号のずれ直し等の業務に役立つ機能 

・Windows Live Mail 

講師謝金の企業負担 ３０，４００円 内訳：（6,800 円×8 時間＋6,400 円）÷２ 

 

２ オーダーメイド講習  

センター・訓練校では、中小企業・中小企業団体等のご要望に応じて、実施時期や講習内容をコーデ

ィネートし、センターや訓練校の施設内で、『御社のための』講習を行います。 

○対象   都内の中小企業、中小企業団体等 

○人数   受講者５名以上でお受けします。 

○時間   平日昼・夜間、土日昼間、１４～２４時限（１時限４５分）、２～８日間程度 

○授業料  ９００～６，５００円（お一人当たり）（内容・時限により異なります。） 

      ★キャリアアップ講習と同様の費用で、『御社オリジナルの』講習を受けられます！ 

○教材   講習開始までに教科書等を準備していただく場合があります。 

活用事例① ご要望「パソコンの研修をしたいが、社内では設備がなくてやりにくく、講師もいない。」 

⇒『エクセル・ワードの操作』講習を、人材育成プラザのパソコン教室で実施されました。 

活用事例② ご要望「社員に電気工事士の資格を取得してほしいが、参加させるのにちょうど良い時期

の講習が見つからない。」 

⇒『電気工事士受験対策』講習を、人材育成プラザ教室で実施されました。 

 

問い合わせ先  城東センター03(3605)6162  江戸川校 03(5607)3684  台東分校 03(3843)5911 

 

 



３ 東京都中小企業職業訓練助成金  

小規模な社内研修・訓練を助成します。一人一時間あたり一律 430 円 

助成条件や手続き等の詳細は、お問い合わせください。 

 

活用事例① Ａ社様の研修計画「『新人職員ビジネスマナー研修』を自社で実施する。受講者６名・１日

（７時間）」 

⇒ 助成額 ６名×７時間×４３０円＝１８，０６０円 

 

活用事例② Ｂ社様の研修計画「民間教育機関の『技能検定（機械加工）の準備研修』（２日間・１４時

間・受講料一人当たり 10,000 円）に社員４名を参加させる。」 

⇒ 助成額 ４名×１４時間×４３０円＝２４，０８０円 

 

問い合わせ先  城東センター人材育成推進係 03(3605)6147 

 

４ 人材育成プラザ  

中小企業や業界団体等が行う、社内研修や技能検定試験などのため、教室、実習室（多目的用）、 

パソコン室の施設を貸し出しています。 

使用料は無料。（ただし、電灯代、動力代、機器使用代等をご負担いただきます。） 

 

問い合わせ先  城東センター03(3605)6162 江戸川校 03(5607)3684 

 

５ キャリアアップ講習  

  在職者向けの短期講習を行っています。都内在住・在勤の個人の方を対象としていますが、 

企業単位でお申し込みいただける科目もあります。 

          

             ☆☆☆ 企 業 受 付 と は ☆☆☆ 

・企業単位でお申し込みができます。（４名まで） 

      ・対象企業は、都内の中小企業です。雇用されている労働者の方が対象となります。 

 

 ・募集期間：各講習の募集月の１日～１０日（必着） 

 ・授 業 料；1 講習、1人当たり、900 円～6,500円。 

この他、指定の教科書をご用意いただきます。 

・講習時間：1講習は 24時限(１時限は 45分)が標準です。 

主に平日夜間、土日祝日の昼間に行います。 

  年間を通して様々な講習を開催しています。10 月から 12月までの募集については、別紙（折り 

込み）をご覧ください。 

 

問い合わせ先 城東センター03(3605)6162  江戸川校 03(5607)3684  台東分校 03(3843)5911 

 

                 

 

社員教育に 

是非ご活用 

ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             【問い合わせ先】 

【都立城東職業能力開発センター】 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 

電話 03-3605-6147 

【江戸川校】〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 

       電話０３（５６０７）３６８１ 

【台東分校】〒111-0033 台東区花川戸 1-14-16 

電話０３（３８４３）５９１１ 

訓練生の人材紹介  

城東センターと江戸川校には無料職業紹介

権があり、求人票を直接受付け、訓練生を企

業へ紹介しています。 

職業訓練は、年間に複数回入校・終了のあ

る科目もあり、順次修了しています。 

求人のお問い合わせをお待ちしております！ 

（なお、台東分校には無料職業紹介権がないため、

求人票をお預かりすることができません。お手数

ですが、ハローワークへお申し込みください。） 

 

     ≪校別・科目別修了月≫ 

【城東センター】03(3605)6149 

《１年コース》3月 

木工技術科、電気工事科、若年者就業支援科

（塗装コース）、実務作業科 

《６か月コース》 

溶  接  科 9月、12月、3 月、6月 

住宅内外装仕上科 9 月、11 月、1 月、3 月、 

5 月、7 月 

建築設備施工科 9 月、3 月 

電気設備管理科 9 月、12 月、3 月、6月 

介護福祉用具科 9 月、3 月 

ビル管理科   9 月、3 月 

《４か月コース》わかもの人財養成科 

 9 月、11 月、1 月、3月、5 月、7月 

《２か月コース》ジョブセレクト科 

 5 月、6 月、7 月、8月、10 月、11 月、 

12 月、1 月、3月、4 月 

【江戸川校】03(5607)3681 

《２年コース》3月 

機械加工科、メカトロニクス科、自動車整備

工学科 

《１年コース》環境分析科 3 月 

《６か月コース》9 月、12 月、3 月、6月 

介護サービス科、グリーンエクステリア科 

【台東分校】03(3843)5911 

《１年コース》製くつ科 3 月修了 

 

※在校訓練生のプロフィール（科目別、希望職

種、年齢、居住地、自己ＰＲ、資格等）を 

当センターHPでご覧いただけます。 

→城東センター 生徒プロフィール 検索 

→江戸川校 生徒プロフィール 検索 

 

≪技 能 祭≫ 

 11 月 3 日（火・祝日） 

 11 月は職業能力開発推進月間です。都民の

皆様に職業訓練の内容やその成果を見ていた

だくために技能祭を開催します。訓練生の作

品・製品も展示・即売をいたしますので、そ

の腕前をとくとご覧ください！ものづくり

の楽しさを体験していただく工作教室も実施

します。どうぞご家族でおでかけください。 

 

【城東センター・台東分校 共同開催】 

足立区綾瀬 5-6-1 

 実演・実習  ☆タイル張り、左官作業体験 

 ☆介護用具体験 ☆３Ｄプリンター・レーザー加工 

 工作教室 ☆フォトフレーム ☆テーブルタップ 

☆懐中電灯 ☆空気鉄砲 

☆あづま袋 ☆ミニ黒板 

☆堆朱はし ☆万華鏡 

☆ソーラーかえる 

☆革小物入れ 

【江戸川校】江戸川区中央 2-31-27 

 実演・実習  ☆ミニＳＬ運転会 

 ☆やさしい科学実験 ☆介護劇  

 工作教室 

  ☆ソーラーカー作成教室 

 ☆つぼ押し ☆こけ玉作り 

城東センターは今年4月1日に開所しましたが、

この間、企業・団体・学校など視察・見学にお

いでくださった方は、9月末までの 5 か月間で 

１，７２１名 

となりました。施設見学は随時実施しますので

どうぞお問い合わせください。（ご予約制） 

お問い合わせ先 人材育成推進係０３（３６０５）６１４７ 

 

 

  



 

キャリアアップ講習 

  

主に中小企業で働いている方を対象に、スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習を行って

おり、年間を通して様々な講習を開催しています。 

 都内在住・在勤の個人の方を対象としていますが、企業単位でお申し込みいただける「企業受付」の

できる科目もあります。 

          

             ☆☆☆ 企 業 受 付 と は ☆☆☆ 

・企業単位でお申し込みができます。（４名まで） 

      ・対象企業は、都内の中小企業です。雇用されている労働者の方が対象となります。 

 

・募集期間：各講習の募集月の１日～１０日（必着） 

・授 業 料；1講習、1 人当たり、900円～6,500 円。この他、指定の教科書をご用意いただきます。 

・講習時間：1講習は 24時限(１時限は 45 分)が標準です。主に平日夜間、土日祝日の昼間に行います。 

詳しくは、実施場所のセンター・訓練校へお尋ねください。 

 

【都立城東職業能力開発センター】        〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 

電話０３－３６０５－６１６２ 

【都立城東職業能力開発センター江戸川校】〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 

電話０３（５６０７）３６８４ 

【都立城東職業能力開発センター台東分校】〒111-0033 台東区花川戸 1-14-16 

電話０３（３８４３）５９１１ 

 

１０月募集（申込期間 10/1～10/10） 

講習名 実施場所 実施日 授業料  

３次元ＣＡＤと３Ｄプリンタの基礎 城東 12/6(日),12/13(日),12/20(日) 6,500 ☆ 

ＣＡＤ製図（建築）中級（Jw_cad） 江戸川 1/16(土),1/23(土),1/30(土) 6,500 ☆ 

ＣＡＤ製図（電気設備）中級 城東 12/5(土),12/12(土),12/19(土) 6,500 ☆ 

雇用保険と労災保険の実務 江戸川 1/10(日),1/17(日),1/24(日),1/31(日) 1,600 ― 

生産現場の管理手法 城東 12/5(土),12/6(日) 1,100 ― 

ビジネスチャンスを逃さない交渉力・プレゼン技法 城東 12/12(土),12/13(日) 1,100 ― 

Java Script 江戸川 11/29(日),12/6(日),12/13(日) 6,500 ― 

データベース（Access）中級 江戸川 1/10(日),1/17(日),24(日) 6,500 ― 

Ｃ言語による制御プログラミング 江戸川 1/17(日),1/24(日),1/31(日) 6,500 ― 

ＨＴＭＬ５とＣＳＳ３によるホームページ作成 江戸川 1/9(土),1/16(土),1/23(土) 6,500 ― 

製くつ（機械底付・紳士靴） 台東 
11/30(月),12/1(火),12/2(水),12/3(木) 
,12/4(金) 

5,400 － 

製くつ（機械底付・婦人靴） 台東 
12/14(月),12/15(火),12/16(水),12/17
(木),12/18(金) 

5,400 － 

（裏面に続きます。） 

募集中！ 

 ☆は企業受付ができます。 



 

 

１１月募集（申込期間 11/1～11/10） 

講習名 実施場所 実施日 授業料  

ＣＡＤ製図（機械）中級 江戸川 2/13(土),2/20(土),2/27(土) 6,500 ☆ 

アーク溶接（特別教育）（１） 
城東 

1/30(土),1/31(日) 4,800 ☆ 

アーク溶接（特別教育）（２） 1/31(日),2/6(土) 一括申込 

第三種電気主任技術者科目合格対策（理

論・基礎） 
城東 

1/6(水),1/8(金),1/10(日),1/13(水), 

1/15(金),1/17(日) 

1,600 ☆ 

電気工事の積算基礎 城東 1/9(土),1/16(土) 1,100 ☆ 

リレーシーケンス制御（１） 
江戸川 

1/30(土),2/6(土),2/13(土) 13,000 ☆ 

リレーシーケンス制御（２） 2/20(土),2/27(土),3/5(土) 一括申込 

太陽光発電システム施工技術（実技） 城東 1/17(日),1/23(土),1/24(日) 6,500 ☆ 

Excel（関数活用編） 城東 1/9(土),1/16(土),1/23(土) 6,500 ― 

Excel（関数・マクロ編） 城東 1/17(日),1/24(日),1/31(日) 6,500 ☆ 

Excel ＶＢＡの基礎 江戸川 2/7(日),2/14(日),2/21(日)  6,500  

ＪＡＶＡの基礎 
城東 

1/13(水),1/15(金),1/20(水),1/22(金),

1/27(水),1/29(金),2/3(水)2/5(金) 

 6,500 ― 

基本情報技術者受験対策（１） 
江戸川 

2/6(土),2/13(土),2/20(土)  3,200 ― 

基本情報技術者受験対策（２） 2/27(土),3/5(土),3/12(土) 一括申込 

介護福祉士受験対策（実技） 江戸川 2/7(日)2/14(日),2/21(日)  6,500 ☆ 

 

 

１２月募集（申込期間 12/1～12/10） 

講習名 実施場所 実施日 授業料  

３次元ＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡＤ） 江戸川 2/28(日),3/6(日),3/13(日) 6,500 ☆ 

第二種電気工事士（実技）受験対策 

（初学者対象）（１） 
城東 

2/20(土),2/21(日)  

8,600 

 

☆ 

第二種電気工事士（実技）受験対策 

（初学者対象）（２） 

2/27(土),2/28(日) 一括申込 

 

データベース（Access）初級 城東 2/6(土),2/13(土),2/20(土) 6,500 ― 

Access によるテーブル設計 江戸川 2/28(日),3/6(日),3/13(日) 6,500 ― 

PowerPoint によるプレゼンテーション 江戸川 2/27(土),3/5(土),3/12(土) 6,500 ― 

プログラミングの基礎（実技） 
城東 

2/10(水),2/12(金),2/24(水),2/26(金). 

3/2(水),3/4(金),3/9(水),3.11(金) 

6,500 ― 

ＨＴＭＬ５によるホームページの構築と

運用 
城東 

2/27(土),3/5(土),3/12(土) 6,500 ― 

 

１月以降も順次募集します。 

 

☆は企業受付ができます。  


