
令和元年１０月発行 

 

                                                                                令和元年度 Vol.１ 

 

「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。都内城東地域（台東区、墨田区、江東区、荒川区、

足立区、葛飾区、江戸川区）の中小企業の人材育成にお役立て頂ける様々な事業を中心にご案内いたします。 

 

 

 

 

「現場訓練支援事業」は、中小企業の人材育成を東京都が支援するものです。企業の要望に応じた訓練を、実際の現場で

実施できるよう、講師(指導支援者)の紹介や調整を行います。指導支援者への謝金は、企業と都が半額ずつ支払います。 

 

○対  象：都内中小企業、中小企業団体等              【申込みから実施までの流れ】 

○申込人数：１人から実施可能                     １ 相談・申込み   

○実施場所：各企業の事業場（原則都内）                 まずは城東センターにご相談ください。 

○訓練時間：１時間から実施可能。同一年度内延べ４０時間まで        要望に応じた支援メニューを調整します。 

      実施日数・時間帯はご要望に応じて調整します。        その後、正式な申込みとなります。 

○指導支援者とは                           ２ 企業と講師のマッチング  

：職業能力開発センターの非常勤講師などを指導支援者として登録しています。         企業の要望に応じて、指導支援者登録リストの中 

 登録リストは、ホームページ「TOKYO はたらくネット」で公開しています。         から講師を紹介します。企業と講師で話し合いの 

○費用負担：以下の謝金を企業と都が半額ずつ指導支援者へ支払います。  上、内容を検討してください。 

 ①訓練指導計画書作成：１回の支援につき６，６００円※        ３ 指導計画の作成  

（企業の負担３，３００円※）        講師は、企業と調整の上、指導計画を作成します。 

②訓練指導実施：指導支援者１人・１時間につき７，０００円※     ４ 訓練の実施  

（企業の負担３，５００円※）    講師が企業に出向き、指導計画に基づいて訓練指 

・謝金以外に必要な経費（材料費、テキスト代等）は、すべて企業の負担となります。     導を行います。 

・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。                ５ 支払い  

○訓練内容：ご要望に応じた内容で実施します。             企業と東京都が、講師に謝金を支払います。 

※令和元年１０月から謝金額が変更になりました。 

 

活用事例① 『機械加工技術の基礎研修』 

ご要望：「ベテランが退職してしまったので、当社の機械を使って、若手に、汎用旋盤とフライス盤操作の基礎を教えてほしい。」 

受講者数：４名  訓練時間：７時間×５日間（３５時間）   講師：１名 

講師謝金の企業負担 １２５，８００円 内訳：（7,000 円×35 時間＋6,600 円）÷２ 

 

活用事例② 『第二種電気工事士（学科）受験対策』 

  ご要望：「社員に資格を取らせたい。独学でなかなか勉強するきっかけがない者に勉強の機会を設けたい。」 

  受講者数：２名  訓練時間：６時間×４日間（２４時間）  講師：１名 

  講師謝金の企業負担 ８７，３００円 内訳：（7,000 円×24 時間＋6,600 円）÷２ 

 

詳細は、城東センター人材育成推進担当までお問合せください。（電話：03（3605）6147） 



城東職業能力開発センターは、 

都内城東地域の人材確保・育成の拠点として、公共職業訓練と企業支援を体系的に実施しています。 

 

 
 

都立職業能力開発センター・校では、公共職業訓練に加え、その職業訓練のノウハウや施設を活用し、 

現場訓練支援事業のほか、中小企業の皆さまに向けた様々な人材育成支援メニューをご用意しています。 
 

◆キャリアアップ講習◆ ～在職者向けの講習を行っています～  

主として中小企業で働いている方で、都内に在住または在勤の方を対象に、仕事に役立つ講習や資格試験受験対策

などの短期講習を行っています 

  ○授業料等：1 講習当たり900 円～6,500 円です。 

このほか、指定の教科書等を各自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。主に平日の夜間・土日の昼間に行います。 

＜１１月募集：募集期間 １１月１日（金）～１１月１０日（日）＞ 

 
＜１２月募集：募集期間 １２月１日（日）～１２月１０日（火）＞ 

 

＊注）キャリアアップガイド2019 には掲載されておりません。／11 月・12 月は台東分校の募集はありません。 
 

                                      

 

＜申込方法等詳細につきましては、各講習の実施校へお問合せください＞ 

【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 

☆ホームページでもご案内しています。城東センター 検索 ・江戸川校 検索 ・台東分校 検索 

 

実施校 講習名 実施日
募集
定員

授業料
企業

　受付※

第三種電気主任技術者科目合格対策(理論)【初級】(1) 2020/1/8,1/10,1/12,1/15,1/17,1/19 50 有

第三種電気主任技術者科目合格対策(理論)【初級】(2) 2020/1/22,1/24,1/26,1/29,1/31,2/2 50 有

CAD製図(電気設備)【初級】 2020/1/18,1/25,2/1 28 6,500 有

消防設備士(乙種第4類)受験対策 2020/1/25,2/1,2/8 20 1,600 有

Excel(関数・マクロ編) 2020/1/12,1/19,1/26 28 6,500 有

(フレキシブル)自立支援の介護技術   *注） 2020/1/12, 2/9 15 3,800 無

3次元CAD(AutoCAD) 2020/2/8,2/15,2/22 15 6,500 有

3次元CAD(SolidWorks)【中級】 2020/2/9,2/16,2/23 20 6,500 有

リレーシーケンス制御(1) 2020/2/1,2/8,2/15 15 有

リレーシーケンス制御(2) 2020/2/22,2/29,3/7 15 有

ExcelVBA【初級】 2020/2/2,2/9,2/16 20 6,500 無

基本情報技術者受験対策(1) 2020/2/1,2/8,2/15 40 無

基本情報技術者受験対策(2) 2020/2/22,2/29,3/7 40 無

一括申込

13,000
(1)6,500
(2)6,500

城　　東

江戸川

一括申込

3,200
(1)1,600
(2)1,600

一括申込

3,200
(1)1,600
(2)1,600

実施校 講習名 実施日
募集

定員
授業料

企業

　受付※

第二種電気工事士(実技)受験対策(初学者対象)(1) 2020/2/15,2/16 30 有

第二種電気工事士(実技)受験対策(初学者対象)(2) 2020/2/22,2/23 30 有

電気工事の積算【初級】 2020/2/29,3/7 30 1,100 有

ExcelVBA【初級】 2020/2/2,2/9,2/16 20 6,500 無

データベース(Access)【初級】 2020/2/22,2/29,3/7 20 6,500 無

HTML5によるホームページの構築と運用 2020/3/1,3/8,3/15 28 6,500 無

(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ)1級電気工事施工管理技士（学科）受験対策   *注） 2020/3/1,3/8, 3/15 20 1,600 有

江戸川 Accessによるテーブル設計 2020/2/23,3/1,3/8 20 6,500 無

城　　東

一括申込

8,600
(1)4,300
(2)4,300

※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。 

 



◆オーダーメイド講習◆ ～企業のご要望に応じた講習をコーディネートします～ 

城東センター・江戸川校では、施設内の訓練設備や講師を活用し、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するオーダーメイド講習を行っています。 

○対  象：都内の中小企業、中小企業団体等  

○申込人数：受講者５名以上でお受けします。 

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

○授 業 料：受講者１人あたり９００円～６，５００円（内容・時限数により異なります。） 

この他教科書をご用意いただきます。 

○実施例：「CAD 製図」、「第二種電気工事士（実技）受験対策」など 

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

 

◆施設貸出（人材育成プラザ）◆ ～社員研修を行うための施設を貸し出します～  

城東センター・江戸川校の人材育成プラザでは、中小企業や事業主団体等が社員教育等を行う際に、 

教室、実習場、パソコン室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。） 

申込方法等詳細は、お問い合わせください。 

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

 

◆東京都中小企業職業訓練助成金◆ ～従業員に対する職業訓練を助成します～ 

中小企業または中小企業の団体等が実施する短時間で小規模な社内研修・訓練について助成金を支給 

します。 

○対象企業：中小企業または中小企業の団体等（その他要件あり） 

○対象受講者：当該企業の従業員、都内の事業所に勤務している者等 

○対象訓練内容： 

 受講者の職務に必要な専門的な技能・知識の習得・向上、又は専門的な資格の取得を目的とするもの 

○助 成 額 

・自ら企画し実施する訓練：１人１時間あたり４３０円（２名以上必要） 

・教育機関への派遣訓練：１人１コースあたり受講料等の２分の１（15,000 円を上限）（１名から可） 

助成条件や手続き等の詳細は、お問い合わせください。 

問い合わせ先  城東センター人材育成推進担当03(3605)6147 

 

 

 

 

＜このようなお悩みはありませんか？＞ 

 ・当社の社員のスキルアアップに役立つ講習があれば良いのに 

 ・社内で指導する人材が不足しているので、紹介してほしい     

 ・社員研修や訓練を実施するため、教室などの施設を借りたい 

 ・技能を身につけた人材を採用したい 

 

 ⇒人材アドバイザーは、各企業を訪問し、人材育成や人材確保に関する相談、 

各種支援事業の紹介を行っています。お気軽にご相談ください。 

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

 

 

  

 



 

 

 

 

～技術技能を身につけた有為な人材を、あなたの企業で活かしてみませんか!!～ 

職業訓練を受けて、基礎的な技術・技能を身につけた訓練生を、求人を希望される企業の皆様に無料で紹介していま

す。 

「求人票」に必要事項をご記入のうえ、求人を希望する訓練科目のある城東センター・江戸川校にお申し込みくださ

い。（台東分校では、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。）

「求人票」は、城東センター・江戸川校のホームページからダウンロード出来ます。 

詳しくは希望する訓練科目のあるセンター・各校へお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記事に関するお問い合わせ先】 

都立城東職業能力開発センター ＊東京ﾒﾄﾛ千代田線綾瀬駅徒歩8 分/つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ青井駅徒歩12 分 

〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-6-1 電話 03-3605-6147  

 ☆地図など詳しくはホームページでもご案内しています。城東センター 検索 

校　　名 実　施　訓　練　科　目

城東職業能力開発センター
〒120-0005　足立区綾瀬5-6-1

電話：(3605)6140(代)   FAX：(3605)612４

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/joto/

《１年コース》

   木工技術科（おおむね３０歳以下）／電気工事科（おおむね３０歳以下）

　若年者就業支援科（塗装ｺｰｽ） （３０歳未満）

  アパレルパタンナー科

　実務作業科（軽度の知的障害の方）

《６か月コース》

　ビル管理科（おおむね５０歳以上）

   住宅内外装仕上科／溶接科／電気設備管理科／建築設備施工科／介護福祉用具科

《４か月コース》エンジニア基礎養成科（３０歳未満）

《２か月コース》ジョブセレクト科（３０歳未満）

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：(5607)3681(代)  FAX：(5607)4816

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/edogawa/

《２年コース》

　機械加工科（おおむね３０歳以下）／自動車整備工学科（おおむね３０歳以下）

　メカトロニクス科（おおむね３０歳以下）

《1年コース》環境分析科（おおむね３０歳以下）

《６か月コース》介護サービス科／グリーンエクステリア科

《３か月コース》クリーンスタッフ養成科（おおむね５０歳以上）

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：(3843)5911(代)  FAX：(3843)8629

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/taitou/

《１年コース》製くつ科

今年も技能祭は１１月３日（日・文化の日） 

工作教室や生徒の作品展示・販売、模擬店などをお楽しみください。 

２会場で開催します。求人相談も行っています。 

みなさまのご来場をお待ちしております!! 

〇 城東センター・台東分校共同開催 足立区綾瀬５－６－１ 

   電話０３（３６０５）６１４０ 

〇 江  戸  川  校  江戸川区中央２－３１－２７ 

   電話０３（５６０７）３６８１ 

 

     

東京都では、就職の機会均等を確保するために、本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施するよう事業主の皆様のご理

解とご協力をお願いしています。 

詳細は、http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/kosei/をご覧ください。 

 


