
 

都立職業能力開発センターの有為な人材を 

あなたの企業で活かしてみませんか！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立職業能力開発センターでは事業主の皆様からの求人をお待ちしております！ 

職業能力開発センターの生徒（含修了生）を求人される場合には、下記の所（校）で直接生徒の紹介をい

たします。各所（校）で実施している科目が異なりますので、本しおりをご確認の上、詳細については該当する

所（校）へ直接お問い合わせください。 

直接求人を受ける 
 
 
 

都内には職業能力開発センター（校）が 13 校ありま

すが下記以外の所（校）の生徒の求人は、最寄りの

ハローワーク（公共職業安定所）にお申込みください。 

 

 
 
 
 
 

 

〒174-0041 板橋区舟渡 2-2-1 ℡（3966）4131（代） FAX（3966）3161 

JR 埼京線 浮間舟渡駅下車 徒歩 3 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/ 

 

 

 

 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 ℡（3605）6140（代） FAX（3605）6124 

東京メトロ千代田線 綾瀬駅下車 西口徒歩８分 

つくばエクスプレス 青井駅下車 A2 徒歩１２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/ 

 

 

 

 

 

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ℡（5800）2611（代） FAX（5800）3241 

JR 総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅下車 徒歩５分 

都営大江戸線飯田橋駅下車 C２ 徒歩１分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

 

 

 

〒115-0056 北区西が丘 3-7-8 ℡（3909）8333（代） FAX（3906）2544 

JR 埼京線 十条駅下車 徒歩 15 分 都営三田線 板橋本町駅下車 徒歩 12 分 

JR 王子駅北口からバス赤羽駅西口行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩１分 

JR 赤羽駅西口からバス王子駅行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/ 

 

 

 

〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 ℡（5607）3681（代） FAX（5607）4816 

新小岩北口から都バス葛西駅、東京臨海病院前行 大杉小学校前下車 徒歩２分 

新小岩南口から都バス西葛西駅、葛西駅行 江戸川区役所下車 徒歩８分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/ 

 

 

 

職業能力開発センター一覧 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校 

城東職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校 

城東職業能力開発センター 江戸川校 

所（校）名 郵便番号 住                所 電 話 番 号 もより駅

中央・城北 112-0004 文京区後楽１－９－５ 03（5800）2611 JR総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋 徒歩5分、都営大江戸線飯田橋C2 徒歩1分

板  橋 174-0041 板橋区舟渡２－２－１ 03（3966）4131 JR埼京線・浮間舟渡 徒歩3分

赤  羽 115-0056 北区西が丘３－７－８ 03（3909）8333 都営三田線・板橋本町 徒歩12分、JR埼京線・十条 徒歩15分

城  南 140-0002 品川区東品川３－31ー16 03（3472）3411 京浜急行線・青物横丁 徒歩10分、りんかい線・品川シーサイド 徒歩2分

大  田 144-0042 大田区羽田旭町10－11 03（3744）1013 京浜急行空港線・穴守稲荷 徒歩7分、天空橋 徒歩9分

城  東 120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 03（3605）6140 地下鉄千代田線・綾瀬 徒歩8分、つくばエクスプレス・青井 徒歩12分

江 戸 川 132-0021 江戸川区中央２－31－27 03（5607）3681 JR総武線・新小岩からバス・春江町（葛西駅）行・大杉小学校前 徒歩2分

多  魔 196-0033 昭島市東町３－６－33 042（500）8700 JR青梅線・西立川 徒歩7分

八 王 子 193-0931 八王子市台町１－11－１ 042（622）8201 JR中央線・八王子 徒歩18分、京王線・山田 徒歩15分

府  中 183-0026 府中市南町４－37－２ 042（367）8201 京王線・中河原 徒歩10分

 
 

東京都産業労働局雇用就業部 

能力開発課 電話 ０３（５３２０）４７１６ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/（TOKYOはたらくネット） 

求人申込みのしおり 

令和４年度 

 

 

〒140-0002 品川区東品川 3-31-16 ℡（3472）3411（代） FAX（3450）1864 

京浜急行線 青物横丁駅下車 徒歩 10 分 

りんかい線 品川シーサイド駅下車 出口 A 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/ 

 

 

 

〒196-0033 昭島市東町 3-6-33 ℡042（500）8700（代） FAX042（500）8704 

JR 青梅線西立川駅下車 徒歩７分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/ 

 

 

 

〒183-0026 府中市南町 4-37-2 ℡042（367）8201（代） FAX042（367）8205 

京王線 中河原下車 徒歩 10 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/ 

 

 

 

 

〒144-0042 大田区羽田旭町 10-11 ℡（3744）1013（代） FAX（3745）6950 

京浜急行空港線 穴守稲荷駅下車 徒歩 7 分、天空橋駅下車 徒歩９分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/ohta/ 

 

 

 

〒193-0931 八王子市台町 1-11-1 ℡042（622）8201（代） FAX042（625）9734 

徒歩 JR 八王子駅南口から 18 分又は京王線山田駅から 15 分 

バス JR 八王子駅南口「⑦番乗り場」より法政大学行・上大船行・東京家政学院行・西

八王子駅南口行で実践高校又は富士森公園下車 各徒歩５分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票の記入について（続き） 
【派遣労働者募集の際の留意点】 
 求人票には、各々の派遣の種類に応じて、以下の内容を明記してください。    ④雇用期間の始期（求人申込日から概ね 14 日以内であることが必要です。）
 派遣の許可・届出、職業紹介の許可を平成 16 年 3 月 1 日以降に取得した場合
の許可（届出）番号には、（安定所番号）はありません。             なお、年齢指針に該当していても、年齢制限はできません。 
 なお、派遣先は、求人者が日帰りで往復できる地域であることが必要です。 
(１)常用型派遣                               (３)紹介予定派遣 
  ①届出番号 特（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号） 
  ②「常用型派遣」であること                        ②民営職業紹介事業の許可番号（都道府県番号）-（安定所番号）- 

③決まっている場合は、派遣先（社名及び所在地）、派遣開始期間、派遣期間
④定めがある場合は、雇用期間の始期及び終期（1 年以上の雇用見込みが必要）

(２)登録型派遣                                 ④派遣先（社名及び所在地） 
  ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ⑤雇用期間の始期 
  ②「登録型派遣」であること                        ⑥派遣期間（６か月以内） 

③派遣先（社名及び所在地）                        ⑦常用雇用開始（予定）時期 

城南職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 府中校 

城南職業能力開発センター 大田校 

多摩職業能力開発センター 八王子校 

 

⑤派遣期間（業務の種類により、派遣期間の制限あり）

ユ（又はム）-（整理番号） 
③「紹介予定派遣」であること 

応
募

書
類

1
9
7
7



 

都立職業能力開発センターの有為な人材を 

あなたの企業で活かしてみませんか！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立職業能力開発センターでは事業主の皆様からの求人をお待ちしております！ 

職業能力開発センターの生徒（含修了生）を求人される場合には、下記の所（校）で直接生徒の紹介をい

たします。各所（校）で実施している科目が異なりますので、本しおりをご確認の上、詳細については該当する

所（校）へ直接お問い合わせください。 

直接求人を受ける 
 
 
 

都内には職業能力開発センター（校）が 13 校ありま

すが下記以外の所（校）の生徒の求人は、最寄りの

ハローワーク（公共職業安定所）にお申込みください。 

 

 
 
 
 
 

 

〒174-0041 板橋区舟渡 2-2-1 ℡（3966）4131（代） FAX（3966）3161 

JR 埼京線 浮間舟渡駅下車 徒歩 3 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/ 

 

 

 

 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 ℡（3605）6140（代） FAX（3605）6124 

東京メトロ千代田線 綾瀬駅下車 西口徒歩８分 

つくばエクスプレス 青井駅下車 A2 徒歩１２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/ 

 

 

 

 

 

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ℡（5800）2611（代） FAX（5800）3241 

JR 総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅下車 徒歩５分 

都営大江戸線飯田橋駅下車 C２ 徒歩１分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

 

 

 

〒115-0056 北区西が丘 3-7-8 ℡（3909）8333（代） FAX（3906）2544 

JR 埼京線 十条駅下車 徒歩 15 分 都営三田線 板橋本町駅下車 徒歩 12 分 

JR 王子駅北口からバス赤羽駅西口行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩１分 

JR 赤羽駅西口からバス王子駅行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/ 

 

 

 

〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 ℡（5607）3681（代） FAX（5607）4816 

新小岩北口から都バス葛西駅、東京臨海病院前行 大杉小学校前下車 徒歩２分 

新小岩南口から都バス西葛西駅、葛西駅行 江戸川区役所下車 徒歩８分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/ 

 

 

 

職業能力開発センター一覧 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校 

城東職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校 

城東職業能力開発センター 江戸川校 

所（校）名 郵便番号 住                所 電 話 番 号 もより駅

中央・城北 112-0004 文京区後楽１－９－５ 03（5800）2611 JR総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋 徒歩5分、都営大江戸線飯田橋C2 徒歩1分

板  橋 174-0041 板橋区舟渡２－２－１ 03（3966）4131 JR埼京線・浮間舟渡 徒歩3分

赤  羽 115-0056 北区西が丘３－７－８ 03（3909）8333 都営三田線・板橋本町 徒歩12分、JR埼京線・十条 徒歩15分

城  南 140-0002 品川区東品川３－31ー16 03（3472）3411 京浜急行線・青物横丁 徒歩10分、りんかい線・品川シーサイド 徒歩2分

大  田 144-0042 大田区羽田旭町10－11 03（3744）1013 京浜急行空港線・穴守稲荷 徒歩7分、天空橋 徒歩9分

城  東 120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 03（3605）6140 地下鉄千代田線・綾瀬 徒歩8分、つくばエクスプレス・青井 徒歩12分

江 戸 川 132-0021 江戸川区中央２－31－27 03（5607）3681 JR総武線・新小岩からバス・春江町（葛西駅）行・大杉小学校前 徒歩2分

多  魔 196-0033 昭島市東町３－６－33 042（500）8700 JR青梅線・西立川 徒歩7分

八 王 子 193-0931 八王子市台町１－11－１ 042（622）8201 JR中央線・八王子 徒歩18分、京王線・山田 徒歩15分

府  中 183-0026 府中市南町４－37－２ 042（367）8201 京王線・中河原 徒歩10分

 
 

東京都産業労働局雇用就業部 

能力開発課 電話 ０３（５３２０）４７１６ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/（TOKYOはたらくネット） 

求人申込みのしおり 

令和４年度 

 

 

〒140-0002 品川区東品川 3-31-16 ℡（3472）3411（代） FAX（3450）1864 

京浜急行線 青物横丁駅下車 徒歩 10 分 

りんかい線 品川シーサイド駅下車 出口 A 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/ 

 

 

 

〒196-0033 昭島市東町 3-6-33 ℡042（500）8700（代） FAX042（500）8704 

JR 青梅線西立川駅下車 徒歩７分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/ 

 

 

 

〒183-0026 府中市南町 4-37-2 ℡042（367）8201（代） FAX042（367）8205 

京王線 中河原下車 徒歩 10 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/ 

 

 

 

 

〒144-0042 大田区羽田旭町 10-11 ℡（3744）1013（代） FAX（3745）6950 

京浜急行空港線 穴守稲荷駅下車 徒歩 7 分、天空橋駅下車 徒歩９分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/ohta/ 

 

 

 

〒193-0931 八王子市台町 1-11-1 ℡042（622）8201（代） FAX042（625）9734 

徒歩 JR 八王子駅南口から 18 分又は京王線山田駅から 15 分 

バス JR 八王子駅南口「⑦番乗り場」より法政大学行・上大船行・東京家政学院行・西

八王子駅南口行で実践高校又は富士森公園下車 各徒歩５分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票の記入について（続き） 
【派遣労働者募集の際の留意点】 
 求人票には、各々の派遣の種類に応じて、以下の内容を明記してください。    ④雇用期間の始期（求人申込日から概ね 14 日以内であることが必要です。）
 派遣の許可・届出、職業紹介の許可を平成 16 年 3 月 1 日以降に取得した場合
の許可（届出）番号には、（安定所番号）はありません。             なお、年齢指針に該当していても、年齢制限はできません。 
 なお、派遣先は、求人者が日帰りで往復できる地域であることが必要です。 
(１)常用型派遣                               (３)紹介予定派遣 
  ①届出番号 特（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号） 
  ②「常用型派遣」であること                        ②民営職業紹介事業の許可番号（都道府県番号）-（安定所番号）- 

③決まっている場合は、派遣先（社名及び所在地）、派遣開始期間、派遣期間
④定めがある場合は、雇用期間の始期及び終期（1 年以上の雇用見込みが必要）

(２)登録型派遣                                 ④派遣先（社名及び所在地） 
  ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ⑤雇用期間の始期 
  ②「登録型派遣」であること                        ⑥派遣期間（６か月以内） 

③派遣先（社名及び所在地）                        ⑦常用雇用開始（予定）時期 

城南職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 府中校 

城南職業能力開発センター 大田校 

多摩職業能力開発センター 八王子校 

 

⑤派遣期間（業務の種類により、派遣期間の制限あり）

ユ（又はム）-（整理番号） 
③「紹介予定派遣」であること 

応
募

書
類

1
9
7
7



 

都立職業能力開発センターの有為な人材を 

あなたの企業で活かしてみませんか！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立職業能力開発センターでは事業主の皆様からの求人をお待ちしております！ 

職業能力開発センターの生徒（含修了生）を求人される場合には、下記の所（校）で直接生徒の紹介をい

たします。各所（校）で実施している科目が異なりますので、本しおりをご確認の上、詳細については該当する

所（校）へ直接お問い合わせください。 

直接求人を受ける 
 
 
 

都内には職業能力開発センター（校）が 13 校ありま

すが下記以外の所（校）の生徒の求人は、最寄りの

ハローワーク（公共職業安定所）にお申込みください。 

 

 
 
 
 
 

 

〒174-0041 板橋区舟渡 2-2-1 ℡（3966）4131（代） FAX（3966）3161 

JR 埼京線 浮間舟渡駅下車 徒歩 3 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/ 

 

 

 

 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 ℡（3605）6140（代） FAX（3605）6124 

東京メトロ千代田線 綾瀬駅下車 西口徒歩８分 

つくばエクスプレス 青井駅下車 A2 徒歩１２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/ 

 

 

 

 

 

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ℡（5800）2611（代） FAX（5800）3241 

JR 総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅下車 徒歩５分 

都営大江戸線飯田橋駅下車 C２ 徒歩１分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

 

 

 

〒115-0056 北区西が丘 3-7-8 ℡（3909）8333（代） FAX（3906）2544 

JR 埼京線 十条駅下車 徒歩 15 分 都営三田線 板橋本町駅下車 徒歩 12 分 

JR 王子駅北口からバス赤羽駅西口行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩１分 

JR 赤羽駅西口からバス王子駅行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/ 

 

 

 

〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 ℡（5607）3681（代） FAX（5607）4816 

新小岩北口から都バス葛西駅、東京臨海病院前行 大杉小学校前下車 徒歩２分 

新小岩南口から都バス西葛西駅、葛西駅行 江戸川区役所下車 徒歩８分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/ 

 

 

 

職業能力開発センター一覧 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校 

城東職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校 

城東職業能力開発センター 江戸川校 

所（校）名 郵便番号 住                所 電 話 番 号 もより駅

中央・城北 112-0004 文京区後楽１－９－５ 03（5800）2611 JR総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋 徒歩5分、都営大江戸線飯田橋C2 徒歩1分

板  橋 174-0041 板橋区舟渡２－２－１ 03（3966）4131 JR埼京線・浮間舟渡 徒歩3分

赤  羽 115-0056 北区西が丘３－７－８ 03（3909）8333 都営三田線・板橋本町 徒歩12分、JR埼京線・十条 徒歩15分

城  南 140-0002 品川区東品川３－31ー16 03（3472）3411 京浜急行線・青物横丁 徒歩10分、りんかい線・品川シーサイド 徒歩2分

大  田 144-0042 大田区羽田旭町10－11 03（3744）1013 京浜急行空港線・穴守稲荷 徒歩7分、天空橋 徒歩9分

城  東 120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 03（3605）6140 地下鉄千代田線・綾瀬 徒歩8分、つくばエクスプレス・青井 徒歩12分

江 戸 川 132-0021 江戸川区中央２－31－27 03（5607）3681 JR総武線・新小岩からバス・春江町（葛西駅）行・大杉小学校前 徒歩2分

多  魔 196-0033 昭島市東町３－６－33 042（500）8700 JR青梅線・西立川 徒歩7分

八 王 子 193-0931 八王子市台町１－11－１ 042（622）8201 JR中央線・八王子 徒歩18分、京王線・山田 徒歩15分

府  中 183-0026 府中市南町４－37－２ 042（367）8201 京王線・中河原 徒歩10分

 
 

東京都産業労働局雇用就業部 

能力開発課 電話 ０３（５３２０）４７１６ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/（TOKYOはたらくネット） 

求人申込みのしおり 

令和４年度 

 

 

〒140-0002 品川区東品川 3-31-16 ℡（3472）3411（代） FAX（3450）1864 

京浜急行線 青物横丁駅下車 徒歩 10 分 

りんかい線 品川シーサイド駅下車 出口 A 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/ 

 

 

 

〒196-0033 昭島市東町 3-6-33 ℡042（500）8700（代） FAX042（500）8704 

JR 青梅線西立川駅下車 徒歩７分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/ 

 

 

 

〒183-0026 府中市南町 4-37-2 ℡042（367）8201（代） FAX042（367）8205 

京王線 中河原下車 徒歩 10 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/ 

 

 

 

 

〒144-0042 大田区羽田旭町 10-11 ℡（3744）1013（代） FAX（3745）6950 

京浜急行空港線 穴守稲荷駅下車 徒歩 7 分、天空橋駅下車 徒歩９分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/ohta/ 

 

 

 

〒193-0931 八王子市台町 1-11-1 ℡042（622）8201（代） FAX042（625）9734 

徒歩 JR 八王子駅南口から 18 分又は京王線山田駅から 15 分 

バス JR 八王子駅南口「⑦番乗り場」より法政大学行・上大船行・東京家政学院行・西

八王子駅南口行で実践高校又は富士森公園下車 各徒歩５分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票の記入について（続き） 
【派遣労働者募集の際の留意点】 
 求人票には、各々の派遣の種類に応じて、以下の内容を明記してください。    ④雇用期間の始期（求人申込日から概ね 14 日以内であることが必要です。）
 派遣の許可・届出、職業紹介の許可を平成 16 年 3 月 1 日以降に取得した場合
の許可（届出）番号には、（安定所番号）はありません。             なお、年齢指針に該当していても、年齢制限はできません。 
 なお、派遣先は、求人者が日帰りで往復できる地域であることが必要です。 
(１)常用型派遣                               (３)紹介予定派遣 
  ①届出番号 特（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号） 
  ②「常用型派遣」であること                        ②民営職業紹介事業の許可番号（都道府県番号）-（安定所番号）- 

③決まっている場合は、派遣先（社名及び所在地）、派遣開始期間、派遣期間
④定めがある場合は、雇用期間の始期及び終期（1 年以上の雇用見込みが必要）

(２)登録型派遣                                 ④派遣先（社名及び所在地） 
  ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ⑤雇用期間の始期 
  ②「登録型派遣」であること                        ⑥派遣期間（６か月以内） 

③派遣先（社名及び所在地）                        ⑦常用雇用開始（予定）時期 

城南職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 府中校 

城南職業能力開発センター 大田校 

多摩職業能力開発センター 八王子校 

 

⑤派遣期間（業務の種類により、派遣期間の制限あり）

ユ（又はム）-（整理番号） 
③「紹介予定派遣」であること 

応
募

書
類

1
9
7
7

 

都立職業能力開発センターの有為な人材を 

あなたの企業で活かしてみませんか！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立職業能力開発センターでは事業主の皆様からの求人をお待ちしております！ 

職業能力開発センターの生徒（含修了生）を求人される場合には、下記の所（校）で直接生徒の紹介をい

たします。各所（校）で実施している科目が異なりますので、本しおりをご確認の上、詳細については該当する

所（校）へ直接お問い合わせください。 

直接求人を受ける 
 
 
 

都内には職業能力開発センター（校）が 13 校ありま

すが下記以外の所（校）の生徒の求人は、最寄りの

ハローワーク（公共職業安定所）にお申込みください。 

 

 
 
 
 
 

 

〒174-0041 板橋区舟渡 2-2-1 ℡（3966）4131（代） FAX（3966）3161 

JR 埼京線 浮間舟渡駅下車 徒歩 3 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/ 

 

 

 

 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 ℡（3605）6140（代） FAX（3605）6124 

東京メトロ千代田線 綾瀬駅下車 西口徒歩８分 

つくばエクスプレス 青井駅下車 A2 徒歩１２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/ 

 

 

 

 

 

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ℡（5800）2611（代） FAX（5800）3241 

JR 総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅下車 徒歩５分 

都営大江戸線飯田橋駅下車 C２ 徒歩１分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

 

 

 

〒115-0056 北区西が丘 3-7-8 ℡（3909）8333（代） FAX（3906）2544 

JR 埼京線 十条駅下車 徒歩 15 分 都営三田線 板橋本町駅下車 徒歩 12 分 

JR 王子駅北口からバス赤羽駅西口行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩１分 

JR 赤羽駅西口からバス王子駅行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/ 

 

 

 

〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 ℡（5607）3681（代） FAX（5607）4816 

新小岩北口から都バス葛西駅、東京臨海病院前行 大杉小学校前下車 徒歩２分 

新小岩南口から都バス西葛西駅、葛西駅行 江戸川区役所下車 徒歩８分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/ 

 

 

 

職業能力開発センター一覧 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校 

城東職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校 

城東職業能力開発センター 江戸川校 

所（校）名 郵便番号 住                所 電 話 番 号 もより駅

中央・城北 112-0004 文京区後楽１－９－５ 03（5800）2611 JR総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋 徒歩5分、都営大江戸線飯田橋C2 徒歩1分

板  橋 174-0041 板橋区舟渡２－２－１ 03（3966）4131 JR埼京線・浮間舟渡 徒歩3分

赤  羽 115-0056 北区西が丘３－７－８ 03（3909）8333 都営三田線・板橋本町 徒歩12分、JR埼京線・十条 徒歩15分

城  南 140-0002 品川区東品川３－31ー16 03（3472）3411 京浜急行線・青物横丁 徒歩10分、りんかい線・品川シーサイド 徒歩2分

大  田 144-0042 大田区羽田旭町10－11 03（3744）1013 京浜急行空港線・穴守稲荷 徒歩7分、天空橋 徒歩9分

城  東 120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 03（3605）6140 地下鉄千代田線・綾瀬 徒歩8分、つくばエクスプレス・青井 徒歩12分

江 戸 川 132-0021 江戸川区中央２－31－27 03（5607）3681 JR総武線・新小岩からバス・春江町（葛西駅）行・大杉小学校前 徒歩2分

多  魔 196-0033 昭島市東町３－６－33 042（500）8700 JR青梅線・西立川 徒歩7分

八 王 子 193-0931 八王子市台町１－11－１ 042（622）8201 JR中央線・八王子 徒歩18分、京王線・山田 徒歩15分

府  中 183-0026 府中市南町４－37－２ 042（367）8201 京王線・中河原 徒歩10分

 
 

東京都産業労働局雇用就業部 

能力開発課 電話 ０３（５３２０）４７１６ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/（TOKYOはたらくネット） 

求人申込みのしおり 

令和４年度 

 

 

〒140-0002 品川区東品川 3-31-16 ℡（3472）3411（代） FAX（3450）1864 

京浜急行線 青物横丁駅下車 徒歩 10 分 

りんかい線 品川シーサイド駅下車 出口 A 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/ 

 

 

 

〒196-0033 昭島市東町 3-6-33 ℡042（500）8700（代） FAX042（500）8704 

JR 青梅線西立川駅下車 徒歩７分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/ 

 

 

 

〒183-0026 府中市南町 4-37-2 ℡042（367）8201（代） FAX042（367）8205 

京王線 中河原下車 徒歩 10 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/ 

 

 

 

 

〒144-0042 大田区羽田旭町 10-11 ℡（3744）1013（代） FAX（3745）6950 

京浜急行空港線 穴守稲荷駅下車 徒歩 7 分、天空橋駅下車 徒歩９分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/ohta/ 

 

 

 

〒193-0931 八王子市台町 1-11-1 ℡042（622）8201（代） FAX042（625）9734 

徒歩 JR 八王子駅南口から 18 分又は京王線山田駅から 15 分 

バス JR 八王子駅南口「⑦番乗り場」より法政大学行・上大船行・東京家政学院行・西

八王子駅南口行で実践高校又は富士森公園下車 各徒歩５分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票の記入について（続き） 
【派遣労働者募集の際の留意点】 
 求人票には、各々の派遣の種類に応じて、以下の内容を明記してください。    ④雇用期間の始期（求人申込日から概ね 14 日以内であることが必要です。）
 派遣の許可・届出、職業紹介の許可を平成 16 年 3 月 1 日以降に取得した場合
の許可（届出）番号には、（安定所番号）はありません。             なお、年齢指針に該当していても、年齢制限はできません。 
 なお、派遣先は、求人者が日帰りで往復できる地域であることが必要です。 
(１)常用型派遣                               (３)紹介予定派遣 
  ①届出番号 特（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号） 
  ②「常用型派遣」であること                        ②民営職業紹介事業の許可番号（都道府県番号）-（安定所番号）- 

③決まっている場合は、派遣先（社名及び所在地）、派遣開始期間、派遣期間
④定めがある場合は、雇用期間の始期及び終期（1 年以上の雇用見込みが必要）

(２)登録型派遣                                 ④派遣先（社名及び所在地） 
  ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ⑤雇用期間の始期 
  ②「登録型派遣」であること                        ⑥派遣期間（６か月以内） 

③派遣先（社名及び所在地）                        ⑦常用雇用開始（予定）時期 

城南職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 府中校 

城南職業能力開発センター 大田校 

多摩職業能力開発センター 八王子校 

 

⑤派遣期間（業務の種類により、派遣期間の制限あり）

ユ（又はム）-（整理番号） 
③「紹介予定派遣」であること 

応
募

書
類

1
9
7
7



 

都立職業能力開発センターの有為な人材を 

あなたの企業で活かしてみませんか！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立職業能力開発センターでは事業主の皆様からの求人をお待ちしております！ 

職業能力開発センターの生徒（含修了生）を求人される場合には、下記の所（校）で直接生徒の紹介をい

たします。各所（校）で実施している科目が異なりますので、本しおりをご確認の上、詳細については該当する

所（校）へ直接お問い合わせください。 

直接求人を受ける 
 
 
 

都内には職業能力開発センター（校）が 13 校ありま

すが下記以外の所（校）の生徒の求人は、最寄りの

ハローワーク（公共職業安定所）にお申込みください。 

 

 
 
 
 
 

 

〒174-0041 板橋区舟渡 2-2-1 ℡（3966）4131（代） FAX（3966）3161 

JR 埼京線 浮間舟渡駅下車 徒歩 3 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/ 

 

 

 

 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 ℡（3605）6140（代） FAX（3605）6124 

東京メトロ千代田線 綾瀬駅下車 西口徒歩８分 

つくばエクスプレス 青井駅下車 A2 徒歩１２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/ 

 

 

 

 

 

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ℡（5800）2611（代） FAX（5800）3241 

JR 総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅下車 徒歩５分 

都営大江戸線飯田橋駅下車 C２ 徒歩１分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

 

 

 

〒115-0056 北区西が丘 3-7-8 ℡（3909）8333（代） FAX（3906）2544 

JR 埼京線 十条駅下車 徒歩 15 分 都営三田線 板橋本町駅下車 徒歩 12 分 

JR 王子駅北口からバス赤羽駅西口行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩１分 

JR 赤羽駅西口からバス王子駅行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/ 

 

 

 

〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 ℡（5607）3681（代） FAX（5607）4816 

新小岩北口から都バス葛西駅、東京臨海病院前行 大杉小学校前下車 徒歩２分 

新小岩南口から都バス西葛西駅、葛西駅行 江戸川区役所下車 徒歩８分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/ 

 

 

 

職業能力開発センター一覧 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校 

城東職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校 

城東職業能力開発センター 江戸川校 

所（校）名 郵便番号 住                所 電 話 番 号 もより駅

中央・城北 112-0004 文京区後楽１－９－５ 03（5800）2611 JR総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋 徒歩5分、都営大江戸線飯田橋C2 徒歩1分

板  橋 174-0041 板橋区舟渡２－２－１ 03（3966）4131 JR埼京線・浮間舟渡 徒歩3分

赤  羽 115-0056 北区西が丘３－７－８ 03（3909）8333 都営三田線・板橋本町 徒歩12分、JR埼京線・十条 徒歩15分

城  南 140-0002 品川区東品川３－31ー16 03（3472）3411 京浜急行線・青物横丁 徒歩10分、りんかい線・品川シーサイド 徒歩2分

大  田 144-0042 大田区羽田旭町10－11 03（3744）1013 京浜急行空港線・穴守稲荷 徒歩7分、天空橋 徒歩9分

城  東 120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 03（3605）6140 地下鉄千代田線・綾瀬 徒歩8分、つくばエクスプレス・青井 徒歩12分

江 戸 川 132-0021 江戸川区中央２－31－27 03（5607）3681 JR総武線・新小岩からバス・春江町（葛西駅）行・大杉小学校前 徒歩2分

多  魔 196-0033 昭島市東町３－６－33 042（500）8700 JR青梅線・西立川 徒歩7分

八 王 子 193-0931 八王子市台町１－11－１ 042（622）8201 JR中央線・八王子 徒歩18分、京王線・山田 徒歩15分

府  中 183-0026 府中市南町４－37－２ 042（367）8201 京王線・中河原 徒歩10分

 
 

東京都産業労働局雇用就業部 

能力開発課 電話 ０３（５３２０）４７１６ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/（TOKYOはたらくネット） 

求人申込みのしおり 

令和４年度 

 

 

〒140-0002 品川区東品川 3-31-16 ℡（3472）3411（代） FAX（3450）1864 

京浜急行線 青物横丁駅下車 徒歩 10 分 

りんかい線 品川シーサイド駅下車 出口 A 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/ 

 

 

 

〒196-0033 昭島市東町 3-6-33 ℡042（500）8700（代） FAX042（500）8704 

JR 青梅線西立川駅下車 徒歩７分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/ 

 

 

 

〒183-0026 府中市南町 4-37-2 ℡042（367）8201（代） FAX042（367）8205 

京王線 中河原下車 徒歩 10 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/ 

 

 

 

 

〒144-0042 大田区羽田旭町 10-11 ℡（3744）1013（代） FAX（3745）6950 

京浜急行空港線 穴守稲荷駅下車 徒歩 7 分、天空橋駅下車 徒歩９分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/ohta/ 

 

 

 

〒193-0931 八王子市台町 1-11-1 ℡042（622）8201（代） FAX042（625）9734 

徒歩 JR 八王子駅南口から 18 分又は京王線山田駅から 15 分 

バス JR 八王子駅南口「⑦番乗り場」より法政大学行・上大船行・東京家政学院行・西

八王子駅南口行で実践高校又は富士森公園下車 各徒歩５分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票の記入について（続き） 
【派遣労働者募集の際の留意点】 
 求人票には、各々の派遣の種類に応じて、以下の内容を明記してください。    ④雇用期間の始期（求人申込日から概ね 14 日以内であることが必要です。）
 派遣の許可・届出、職業紹介の許可を平成 16 年 3 月 1 日以降に取得した場合
の許可（届出）番号には、（安定所番号）はありません。             なお、年齢指針に該当していても、年齢制限はできません。 
 なお、派遣先は、求人者が日帰りで往復できる地域であることが必要です。 
(１)常用型派遣                               (３)紹介予定派遣 
  ①届出番号 特（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号） 
  ②「常用型派遣」であること                        ②民営職業紹介事業の許可番号（都道府県番号）-（安定所番号）- 

③決まっている場合は、派遣先（社名及び所在地）、派遣開始期間、派遣期間
④定めがある場合は、雇用期間の始期及び終期（1 年以上の雇用見込みが必要）

(２)登録型派遣                                 ④派遣先（社名及び所在地） 
  ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ⑤雇用期間の始期 
  ②「登録型派遣」であること                        ⑥派遣期間（６か月以内） 

③派遣先（社名及び所在地）                        ⑦常用雇用開始（予定）時期 

城南職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 府中校 

城南職業能力開発センター 大田校 

多摩職業能力開発センター 八王子校 

 

⑤派遣期間（業務の種類により、派遣期間の制限あり）

ユ（又はム）-（整理番号） 
③「紹介予定派遣」であること 

応
募

書
類

1
9
7
7



 

都立職業能力開発センターの有為な人材を 

あなたの企業で活かしてみませんか！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立職業能力開発センターでは事業主の皆様からの求人をお待ちしております！ 

職業能力開発センターの生徒（含修了生）を求人される場合には、下記の所（校）で直接生徒の紹介をい

たします。各所（校）で実施している科目が異なりますので、本しおりをご確認の上、詳細については該当する

所（校）へ直接お問い合わせください。 

直接求人を受ける 
 
 
 

都内には職業能力開発センター（校）が 13 校ありま

すが下記以外の所（校）の生徒の求人は、最寄りの

ハローワーク（公共職業安定所）にお申込みください。 

 

 
 
 
 
 

 

〒174-0041 板橋区舟渡 2-2-1 ℡（3966）4131（代） FAX（3966）3161 

JR 埼京線 浮間舟渡駅下車 徒歩 3 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/ 

 

 

 

 

〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 ℡（3605）6140（代） FAX（3605）6124 

東京メトロ千代田線 綾瀬駅下車 西口徒歩８分 

つくばエクスプレス 青井駅下車 A2 徒歩１２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/ 

 

 

 

 

 

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ℡（5800）2611（代） FAX（5800）3241 

JR 総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅下車 徒歩５分 

都営大江戸線飯田橋駅下車 C２ 徒歩１分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

 

 

 

〒115-0056 北区西が丘 3-7-8 ℡（3909）8333（代） FAX（3906）2544 

JR 埼京線 十条駅下車 徒歩 15 分 都営三田線 板橋本町駅下車 徒歩 12 分 

JR 王子駅北口からバス赤羽駅西口行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩１分 

JR 赤羽駅西口からバス王子駅行乗車、西が丘三丁目下車 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/ 

 

 

 

〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 ℡（5607）3681（代） FAX（5607）4816 

新小岩北口から都バス葛西駅、東京臨海病院前行 大杉小学校前下車 徒歩２分 

新小岩南口から都バス西葛西駅、葛西駅行 江戸川区役所下車 徒歩８分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/ 

 

 

 

職業能力開発センター一覧 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校 

城東職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校 

城東職業能力開発センター 江戸川校 

所（校）名 郵便番号 住                所 電 話 番 号 もより駅

中央・城北 112-0004 文京区後楽１－９－５ 03（5800）2611 JR総武線・地下鉄東西線・有楽町線・南北線飯田橋 徒歩5分、都営大江戸線飯田橋C2 徒歩1分

板  橋 174-0041 板橋区舟渡２－２－１ 03（3966）4131 JR埼京線・浮間舟渡 徒歩3分

赤  羽 115-0056 北区西が丘３－７－８ 03（3909）8333 都営三田線・板橋本町 徒歩12分、JR埼京線・十条 徒歩15分

城  南 140-0002 品川区東品川３－31ー16 03（3472）3411 京浜急行線・青物横丁 徒歩10分、りんかい線・品川シーサイド 徒歩2分

大  田 144-0042 大田区羽田旭町10－11 03（3744）1013 京浜急行空港線・穴守稲荷 徒歩7分、天空橋 徒歩9分

城  東 120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 03（3605）6140 地下鉄千代田線・綾瀬 徒歩8分、つくばエクスプレス・青井 徒歩12分

江 戸 川 132-0021 江戸川区中央２－31－27 03（5607）3681 JR総武線・新小岩からバス・春江町（葛西駅）行・大杉小学校前 徒歩2分

多  魔 196-0033 昭島市東町３－６－33 042（500）8700 JR青梅線・西立川 徒歩7分

八 王 子 193-0931 八王子市台町１－11－１ 042（622）8201 JR中央線・八王子 徒歩18分、京王線・山田 徒歩15分

府  中 183-0026 府中市南町４－37－２ 042（367）8201 京王線・中河原 徒歩10分

 
 

東京都産業労働局雇用就業部 

能力開発課 電話 ０３（５３２０）４７１６ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/（TOKYOはたらくネット） 

求人申込みのしおり 

令和４年度 

 

 

〒140-0002 品川区東品川 3-31-16 ℡（3472）3411（代） FAX（3450）1864 

京浜急行線 青物横丁駅下車 徒歩 10 分 

りんかい線 品川シーサイド駅下車 出口 A 徒歩２分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/ 

 

 

 

〒196-0033 昭島市東町 3-6-33 ℡042（500）8700（代） FAX042（500）8704 

JR 青梅線西立川駅下車 徒歩７分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/ 

 

 

 

〒183-0026 府中市南町 4-37-2 ℡042（367）8201（代） FAX042（367）8205 

京王線 中河原下車 徒歩 10 分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/ 

 

 

 

 

〒144-0042 大田区羽田旭町 10-11 ℡（3744）1013（代） FAX（3745）6950 

京浜急行空港線 穴守稲荷駅下車 徒歩 7 分、天空橋駅下車 徒歩９分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/ohta/ 

 

 

 

〒193-0931 八王子市台町 1-11-1 ℡042（622）8201（代） FAX042（625）9734 

徒歩 JR 八王子駅南口から 18 分又は京王線山田駅から 15 分 

バス JR 八王子駅南口「⑦番乗り場」より法政大学行・上大船行・東京家政学院行・西

八王子駅南口行で実践高校又は富士森公園下車 各徒歩５分 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票の記入について（続き） 
【派遣労働者募集の際の留意点】 
 求人票には、各々の派遣の種類に応じて、以下の内容を明記してください。    ④雇用期間の始期（求人申込日から概ね 14 日以内であることが必要です。）
 派遣の許可・届出、職業紹介の許可を平成 16 年 3 月 1 日以降に取得した場合
の許可（届出）番号には、（安定所番号）はありません。             なお、年齢指針に該当していても、年齢制限はできません。 
 なお、派遣先は、求人者が日帰りで往復できる地域であることが必要です。 
(１)常用型派遣                               (３)紹介予定派遣 
  ①届出番号 特（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号） 
  ②「常用型派遣」であること                        ②民営職業紹介事業の許可番号（都道府県番号）-（安定所番号）- 

③決まっている場合は、派遣先（社名及び所在地）、派遣開始期間、派遣期間
④定めがある場合は、雇用期間の始期及び終期（1 年以上の雇用見込みが必要）

(２)登録型派遣                                 ④派遣先（社名及び所在地） 
  ①許可番号 般（都道府県番号）-（安定所番号）-（整理番号）        ⑤雇用期間の始期 
  ②「登録型派遣」であること                        ⑥派遣期間（６か月以内） 

③派遣先（社名及び所在地）                        ⑦常用雇用開始（予定）時期 

城南職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 

多摩職業能力開発センター 府中校 

城南職業能力開発センター 大田校 

多摩職業能力開発センター 八王子校 

 

⑤派遣期間（業務の種類により、派遣期間の制限あり）

ユ（又はム）-（整理番号） 
③「紹介予定派遣」であること 

応
募

書
類

1
9
7
7

※受験資格

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（小型車両系建
設機械運転、玉掛けの業務、自由研削と
いし、酸素欠乏・硫化水素危険作業）、
安全衛生教育修了証（丸のこ等取扱作業）

２級技能検定（建築配管）

 

■機械関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

機械加工 2年
板橋（25）
江戸川（25）

各種汎用及びNC（数値制御）工作機械の操作
とプログラミングや金型製作に関する知識技能

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）

技能検定機械加工系職種２級、３級
（普通旋盤、フライス盤職種）

ものづくりエンジニア 2年 大田（30）
製品の設計、加工、組立など製品制作や金型製
作などの一連のものづくりに必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
自由研削といし）

技能検定（機械加工職種、機械プラ
ント製図職種、金型製作職種等）、
機械設計技術者試験

メカトロニクス 2年
江戸川（30）
八王子（30）

産業用ロボット・自動制御装置等メカトロニク
ス製品の設計、制御機構のプログラミング等に
関する知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接）

３級技能検定（機械保全 電気系保
全作業）

自動車整備工学 2年
江戸川（30）
八王子（30）

２級自動車整備士に相当する知識技能 3月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
電気自動車等の整備業務に係る特別教育
修了証）
※受験資格
二級ガソリン自動車整備士（実技試験免
除）二級ジーゼル自動車整備士（実技試
験免除）二級二輪自動車整備士（実技試
験免除）

自動車車体整備 2年 板橋（30）
自動車車体整備士及び３級自動車整備士に相当
する知識技能

自動車車体整備
（期間短縮コース）

１年 板橋（19） 自動車車体整備士に相当する知識技能

精密加工 １年 多摩（15）
NC工作機械のプログラム作成から段取り、加
工までの一連の製品制作に関する知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

技能検定機械加工系職種

３DCAD・CAM　 １年 大田（15）
三次元CADと三次元CAM、３Dプリンタ、NC
工作機械等を使いながら身につけていくものづ
くりに必要な知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

３次元CAD利用技術者試験（機械）
１級・準１級・２級

Ｕ-３０溶接 １年 多摩（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と溶接に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、ガス溶接技能講習
修了証、労働安全衛生規則による特別教
育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し、産業用ロボット教示等業務）
※受験資格
２級技能検定（工場板金）、JIS溶接技
能者評価試験（被覆アーク、半自動、
TIG溶接）

デジタルクラフト ６か月 大田（25）
デジタル制御で動くNC工作機械や３Dプリン
タ等の各種加工機械を使用したものづくりに必
要な知識技能

9、3月 技能検定（機械加工職種）

板金溶接 ６か月 大田（15）
板状の金属を箱や円柱などの形状に加工し、身
近にある金属製品を製作できる知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし、動力プレス、産業
用ロボット教示等業務）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（鉄鋼・ステン
レス溶接等）、アルミニウム溶接技能者
評価試験

溶接 ６か月 城東（15）
金属素材を使った、日用品、造形品、構造物等
の製作に関する実技を主体とした知識技能

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（被覆アーク溶
接、半自動溶接（MAG溶接）、ステン
レス鋼溶接、アルミニウム溶接）

三次元CAD ６か月
板橋（30）
多摩（30）

三次元CADによる操作法と設計に必要なモデリ
ング、アセンブリ、解析等の知識技能

9、3月
３次元CAD利用技術者試験（準１
級・２級）

プラスチック成形
・デザイン

６か月 板橋（25）
射出成形機の基本操作、成形品への装飾デザイ
ン加工技術。３次元CADを用いた設計に必要な
知識技能

9、3月 技能検定（プラスチック成形）

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
修了証（アーク溶接、電気自動車等の整
備業務に係る特別教育修了証）
※受験資格
自動車車体整備士（実技試験免除）三級
自動車シャシ整備士（実技試験免除）三
級自動車ガソリン・エンジン整備（実技
試験免除）三級自動車ジーゼル・エンジ
ン整備（実技試験免除）

危険物取扱者（乙種第４類）

 

■建築・造園関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

木工技術 1年
城南（30）
城東（30）

机、たんす、戸棚など箱物家具を製作するため
に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補
※受験資格
技能検定（家具製作技能士)２級（修了
後即 技能士補取得者は学科免除）

木材加工用機械作業主任者技能講習
受講資格（修了後実務経験２年）

インテリア設計施工 1年 城南（30）
建築物の内装工事に必要な計画、設計、製図や
床、壁、天井等の内装仕上施工の知識技能

３月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による安全教育修了証（携帯用丸のこ
盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、二級建築士試験・木
造建築士試験

水まわりスペシャリスト １年 多摩（25）
給排水設備における現場作業及び施工管理に関
する知識技能

３月
第二種電気工事士、２級管工事施工
管理技士、排水設備責任技術者、給
水装置主任技術者

広告美術 １年 大田（30）
屋内外広告等のデザインから製作までの知識技
能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

サイン・ディスプレイ 1年 板橋（30）
屋内外広告、ディスプレイ等のデザインと製作
に必要な知識技能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

測量設計 1年 赤羽（20）
公共測量規定等に準拠した各種測量及び土木工
事に必要な測量と設計の知識技能

３月 （国家資格）技能士補
測量士、測量士補、宅地建物取引
士、土地家屋調査士、２級土木施工
管理技士

環境空調サービス 1年 赤羽（30）
空調機の省エネルギーと環境に配慮した設置・
調整・保守・修理に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）
※受験資格
２級技能検定（冷凍空調機器施工、建築
配管）

第三種冷凍機械責任者、第ニ種電気
工事士、２級管工事施工管理技士

住宅内外装仕上 ６か月 城東（10）
住宅の内外装（壁、床）に必要な各種仕上工事
の知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

※受験資格
技能検定（タイル張り）２級、技能検定
（左官）２級、技能検定（表装）２級

マンション改修施工 ６か月 城南（15）
マンションリフォーム、マンション大規模修繕
工事に必要な知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし）、安全教育修了証
（携帯用丸のこ盤取扱）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、技能検定（配管）２
級、技能検定（塗装）２級、技能検定
（防水施工）２級、排水設備責任技術者

２級建築施工管理技士補、第二種電
気工事士

住宅リフォーム ６か月 多摩（15）
実技主体の訓練による集合住宅のリフォームに
必要な施工、施工管理に関する知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし、低圧電気取扱）、安
全教育修了証（携帯用丸のこ盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装（壁装作業））２級、技能検
定（配管（建築配管））２級、排水設備
責任技術者

第二種電気工事士

グリーンエクステリア ６か月 江戸川（15）
屋上緑化と庭や公園の造園施工・管理に必要な
植栽、剪定、竹垣、ブロック積み等の知識技能

年４回
※受験資格
技能検定（造園）２級

フルハーネス型安全帯使用作業特別
教育

造園土木施工 ６か月 多摩（20）
公園緑地、庭園、建築物緑化や園路、竹垣など
工作物の施工と植物維持管理の知識技能

9、3月

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（小型車両系建設機械（整地、掘削）、
フルハーネス型墜落制止用器具使用作
業）、安全教育修了証（刈払機、携帯用
丸のこ盤）
※受験資格
技能検定（造園）２級

造園技能士、造園、土木施工管理技
士、小型移動式クレーン運転、玉掛
け、伐木等の業務

配管 ６か月 城南（15）
給排水、冷暖房設備等の配管工事を中心とした
管工事全般の知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管）、排水設備責
任技術者

給水装置主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）

建築設備施工 ６か月 城東（30）
建物の冷暖房・給排水やビル等の大規模な空調
設備からルームエアコン・自然冷媒ヒートポン
プ給湯機までの施工についての知識技能

9、3月

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管、冷凍空調機器
施工）、排水設備責任技術者

給水装置工事主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）、第二種電気工事士

建築CAD ６か月 赤羽（30）
建築の製図に必要な基礎知識とCADによる建築
関連の図面作成に関する知識技能

9、3月
建築CAD検定試験、CAD利用技術者
試験  

 

 

 

庭園施工管理 ６か月 多摩（30）
植物育成作業、様々な素材を組合わせて庭を造
る方法、庭園の維持管理等の知識技能

9、3月

※受験資格
技能検定（造園）2級（修了後）、労働
安全衛生規則による特別教育修了証
（フルハーネス型墜落制止用器具使用
作業）

刈払機・クレーン・チェーンソーな
ど

ビル管理 ６か月
城東（30）
多摩（30）

冷暖房・給排水・電気・防災等のビル設備全般
の保守管理に関する知識技能

9、3月 ボイラー実技講習修了証
第三種冷凍機械責任者、第ニ電気工
事士、二級ボイラー技士

設備保全 ６か月 城南（30）
防災設備などの点検や簡易な修繕作業などビル
設備の保全に関する知識技能

9、3月
第三種冷凍機械責任者、第二種電気
工事士、消防設備士（乙種第４
類）、自衛消防技術認定証  

■電気関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

電気工事 1年
赤羽・城南・城東・
多摩 各（30）

電気工事士として必要な各種配線工事、設計積
算、施工管理等の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士、第三種電気主任
技術者、施工管理技士（１級、２
級）

電気設備技術 1年 府中（30）
電気工事、シーケンス制御、太陽光発電等の施
工、設計、管理に必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（低圧電気取扱
業務）

第一種電気工事士、第二種電気工事
士

組込みシステム技術 1年 府中（30）
エレクトロニクス製品に組み込まれているマイ
クロコンピュータのプログラミング及びハード
ウェアのシステム開発に関する知識技能

3月 （国家資格）技能士補

電気設備システム 1年 八王子（30）
電灯・コンセント・動力・受変電設備等の各種
配線工事を中心とした電気工事全般の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士

電気・通信工事 ６か月 府中（30）
電気工事、通信工事（電話・LAN）の施工、保
守管理に必要な知識技能

9、3月 （国家資格）工事担当者第二級アナログ
通信

セキュリティサービス ６か月 府中（30）
電気の基礎から警備の基本、ビル設備の知識、
防犯、防災設備の工事及び保守管理の知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類、６類）、自衛消防技術認
定証、上級救命技能認定証

ネットワーク施工 ６か月 府中（30）
LANの配線・施工、ネットワーク機器の設定、
ネットワークの運用管理に必要な知識技能

9、3月 CCNA等

電気設備管理 ６か月
城東（15）
八王子（20）

建築物における電気設備のサービス（保守・調
整・管理・点検等）に必要な知識技能

年４回 ボイラー実技講習修了証
第二種電気工事士、危険物取扱者
（乙種第４類）、二級ボイラー技
士、第三種冷凍機械責任者

電気設備保全 ６か月 赤羽（30）
電気設備の点検や簡易な修繕作業など、建築設
備の保全に関する知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類）  

■塗装・印刷関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

自動車塗装 １年 多摩（30）
部分補修からオールペイントまでの自動車板金
塗装を中心に木工・金属・各種塗装の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接）

危険物取扱者（乙種第４類）、カ
ラーコーディネーター検定スタン
ダードクラス

パソコングラフィック １年 中央・城北（30）
ポスター等の商業印刷物を作成するための
DTP・写真・デザイン・印刷などの知識技能

3月 （国家資格）技能士補 ユニバーサルカラー（UC）検定

マルチプリンティング １年 中央・城北（25）
業務初期作業であるDTP（データ作成・編集）
から印刷、最終作業の製本までの印刷作業全般
についての知識技能

3月 （国家資格）技能士補

Ｕ-３０
トータルペイント

１年 城東（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と塗装に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

Ｕ-３０建築塗装 １年 城南（10）

職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と建築塗装を中心に、金属製品塗装・木工家具
塗装や、建築塗装に関連する防水作業、足場の
組立て・解体作業等の知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

DTP 6か月 中央・城北（30）
パソコンによる書籍や雑誌等のページ編集、画
像修正、デジタルデータ製作等に必要な知識技
能

9、3月 DTPエキスパート

メディアプロモーション 6か月 中央・城北（30）
印刷メディアやWebなどのデジタルメディアに
ついて、顧客のニーズにマッチした企画・提案
ができる知識技能

9、3月 DTPエキスパート

 
■情報関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

OAシステム開発 １年
中央・城北（30）
城南（30）

プログラミング作成、データベース、ネット
ワーク構築など事務用ソフトウェア開発の知識
技能

3月 （国家資格）技能士補
基本情報技術者、情報処理技術者試
験（ITパスポート試験）

IoTシステム １年 板橋（30）
家電や自動車などに用いられる、モノをイン
ターネットにつなげるIoTシステムの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

ネットワーク
プログラミング

１年 板橋（30）
コンピュータネットワークを活用したシステム
開発・運用に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補
情報処理技術者試験（ITパスポー
ト・基本情報技術者試験）

測定データプログラミン １年 江戸川（25）
データの収集、分析、加工、またそれらを活用
したプログラミングなどのIT関連の知識技能

3月 （国家資格）技能士補 基本情報技術者試験

Web設計 １年 赤羽（30）
Webサイトを活用したシステムの開発・運用
に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

 

■ファッション関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

アパレルパタンナー 1年 城東（30）
婦人服のパターン（型紙）作成を中心に、企
画・デザイン・CAD・縫製等の知識技能

3月 （国家資格）技能士補
パターンメーキング技術検定試験３
級

 

■介護関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

介護サービス 6か月
中央・城北、板橋、
城南、江戸川、八王
子、府中、各（15）

在宅福祉分野で働く訪問介護員や福祉施設等で
介護に携わる職員に必要な知識技能

年４回 実務者研修修了証明書

福祉用具 6か月 八王子（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱い
方法、介護の知識、介護保険・医療事務の知
識、福祉住環境の知識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級

介護福祉用具 6か月 城東（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱
い、介護施設等での職場実習による実践的な知
識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級、医療事務管理士、介護事務
管理士

 

■その他 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

調理 6か月
大田（30）
多摩（30）

調理員として働くために必要な調理技術や食品
衛生等の基本的な知識技能

9、3月

ビルクリーニング管理 6か月 城南（30）
ビル等の清掃現場で現場責任者が必要とする知
識技能

9、3月
※受験資格
ビルクリーニング技能検定１級、２級共
に実務経験１年短縮

クリーンスタッフ養成 3か月
江戸川（20）
府中（20）

ハウスクリーニングの部位別清掃やビルクリー
ニングの日常・定期清掃等に関する知識技能

年４回

生活支援サービス 3か月 府中（15）
家事代行サービス・生活支援サービスの提供に
必要な知識技能

年４回
介護職員初任者研修修了証明書、整
理収納アドバイザー２級

マンション維持管理 3か月 城南（20）
管理員としての接遇マナーと建物や施設の維
持・管理についての知識技能

年４回
上級救命技能認定証、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（低圧電気取扱）

施設警備 3か月 大田（20）
施設における出入管理や防犯・防災機器の取り
扱いを中心とした施設警備に必要な知識技能

年４回
自衛消防技術認定証、上級救命技能
認定証

エンジニア基礎養成 ４か月 城東（10）

機械分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

電気制御基礎養成 ４か月 多摩（10）

電気分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

技能検定（シーケンス制御作業・機
械保全（電気系））

ジョブセレクト 2か月
城東（5）
多摩（5）

機械系、電気系、建築系など多様な業種の業務
内容を理解し、自分を活かせる職種を見つけ、
就職する援助を行う科目。社会人として働くた
めに必要な知識技能

年10回

 ※修了時期の年４回とは、【６、９、１２、３月】、年１０回とは、【５、６、７、８、１０、１１、１２、１、２、３月】です。 
※取得できる主な資格の条件として 
 １ （国家資格）技能士補、東京都技能士補は、修了時試験に合格することが必要です。 
 ２ 工事担当者第ニ級アナログ通信、ガス溶接技能講習修了証は、校内試験に合格することが必要です。 
 ３ 第ニ種電気工事士、都屋外広告物条例に定める講習修了者、実務者研修修了証明書は、訓練修了者であることが必要です。 
※自動車車体整備科（期間短縮コース）は、一種養成施設の２級又は３級自動車整備士養成課程修了者が対象です。 
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部科目の修了時期が変更となる場合があります。 

年４回

第二種電気工事士



※受験資格

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（小型車両系建
設機械運転、玉掛けの業務、自由研削と
いし、酸素欠乏・硫化水素危険作業）、
安全衛生教育修了証（丸のこ等取扱作業）

２級技能検定（建築配管）

 

■機械関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

機械加工 2年
板橋（25）
江戸川（25）

各種汎用及びNC（数値制御）工作機械の操作
とプログラミングや金型製作に関する知識技能

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）

技能検定機械加工系職種２級、３級
（普通旋盤、フライス盤職種）

ものづくりエンジニア 2年 大田（30）
製品の設計、加工、組立など製品制作や金型製
作などの一連のものづくりに必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
自由研削といし）

技能検定（機械加工職種、機械プラ
ント製図職種、金型製作職種等）、
機械設計技術者試験

メカトロニクス 2年
江戸川（30）
八王子（30）

産業用ロボット・自動制御装置等メカトロニク
ス製品の設計、制御機構のプログラミング等に
関する知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接）

３級技能検定（機械保全 電気系保
全作業）

自動車整備工学 2年
江戸川（30）
八王子（30）

２級自動車整備士に相当する知識技能 3月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
電気自動車等の整備業務に係る特別教育
修了証）
※受験資格
二級ガソリン自動車整備士（実技試験免
除）二級ジーゼル自動車整備士（実技試
験免除）二級二輪自動車整備士（実技試
験免除）

自動車車体整備 2年 板橋（30）
自動車車体整備士及び３級自動車整備士に相当
する知識技能

自動車車体整備
（期間短縮コース）

１年 板橋（19） 自動車車体整備士に相当する知識技能

精密加工 １年 多摩（15）
NC工作機械のプログラム作成から段取り、加
工までの一連の製品制作に関する知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

技能検定機械加工系職種

３DCAD・CAM　 １年 大田（15）
三次元CADと三次元CAM、３Dプリンタ、NC
工作機械等を使いながら身につけていくものづ
くりに必要な知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

３次元CAD利用技術者試験（機械）
１級・準１級・２級

Ｕ-３０溶接 １年 多摩（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と溶接に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、ガス溶接技能講習
修了証、労働安全衛生規則による特別教
育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し、産業用ロボット教示等業務）
※受験資格
２級技能検定（工場板金）、JIS溶接技
能者評価試験（被覆アーク、半自動、
TIG溶接）

デジタルクラフト ６か月 大田（25）
デジタル制御で動くNC工作機械や３Dプリン
タ等の各種加工機械を使用したものづくりに必
要な知識技能

9、3月 技能検定（機械加工職種）

板金溶接 ６か月 大田（15）
板状の金属を箱や円柱などの形状に加工し、身
近にある金属製品を製作できる知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし、動力プレス、産業
用ロボット教示等業務）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（鉄鋼・ステン
レス溶接等）、アルミニウム溶接技能者
評価試験

溶接 ６か月 城東（15）
金属素材を使った、日用品、造形品、構造物等
の製作に関する実技を主体とした知識技能

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（被覆アーク溶
接、半自動溶接（MAG溶接）、ステン
レス鋼溶接、アルミニウム溶接）

三次元CAD ６か月
板橋（30）
多摩（30）

三次元CADによる操作法と設計に必要なモデリ
ング、アセンブリ、解析等の知識技能

9、3月
３次元CAD利用技術者試験（準１
級・２級）

プラスチック成形
・デザイン

６か月 板橋（25）
射出成形機の基本操作、成形品への装飾デザイ
ン加工技術。３次元CADを用いた設計に必要な
知識技能

9、3月 技能検定（プラスチック成形）

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
修了証（アーク溶接、電気自動車等の整
備業務に係る特別教育修了証）
※受験資格
自動車車体整備士（実技試験免除）三級
自動車シャシ整備士（実技試験免除）三
級自動車ガソリン・エンジン整備（実技
試験免除）三級自動車ジーゼル・エンジ
ン整備（実技試験免除）

危険物取扱者（乙種第４類）

 

■建築・造園関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

木工技術 1年
城南（30）
城東（30）

机、たんす、戸棚など箱物家具を製作するため
に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補
※受験資格
技能検定（家具製作技能士)２級（修了
後即 技能士補取得者は学科免除）

木材加工用機械作業主任者技能講習
受講資格（修了後実務経験２年）

インテリア設計施工 1年 城南（30）
建築物の内装工事に必要な計画、設計、製図や
床、壁、天井等の内装仕上施工の知識技能

３月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による安全教育修了証（携帯用丸のこ
盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、二級建築士試験・木
造建築士試験

水まわりスペシャリスト １年 多摩（25）
給排水設備における現場作業及び施工管理に関
する知識技能

３月
第二種電気工事士、２級管工事施工
管理技士、排水設備責任技術者、給
水装置主任技術者

広告美術 １年 大田（30）
屋内外広告等のデザインから製作までの知識技
能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

サイン・ディスプレイ 1年 板橋（30）
屋内外広告、ディスプレイ等のデザインと製作
に必要な知識技能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

測量設計 1年 赤羽（20）
公共測量規定等に準拠した各種測量及び土木工
事に必要な測量と設計の知識技能

３月 （国家資格）技能士補
測量士、測量士補、宅地建物取引
士、土地家屋調査士、２級土木施工
管理技士

環境空調サービス 1年 赤羽（30）
空調機の省エネルギーと環境に配慮した設置・
調整・保守・修理に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）
※受験資格
２級技能検定（冷凍空調機器施工、建築
配管）

第三種冷凍機械責任者、第ニ種電気
工事士、２級管工事施工管理技士

住宅内外装仕上 ６か月 城東（10）
住宅の内外装（壁、床）に必要な各種仕上工事
の知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

※受験資格
技能検定（タイル張り）２級、技能検定
（左官）２級、技能検定（表装）２級

マンション改修施工 ６か月 城南（15）
マンションリフォーム、マンション大規模修繕
工事に必要な知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし）、安全教育修了証
（携帯用丸のこ盤取扱）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、技能検定（配管）２
級、技能検定（塗装）２級、技能検定
（防水施工）２級、排水設備責任技術者

２級建築施工管理技士補、第二種電
気工事士

住宅リフォーム ６か月 多摩（15）
実技主体の訓練による集合住宅のリフォームに
必要な施工、施工管理に関する知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし、低圧電気取扱）、安
全教育修了証（携帯用丸のこ盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装（壁装作業））２級、技能検
定（配管（建築配管））２級、排水設備
責任技術者

第二種電気工事士

グリーンエクステリア ６か月 江戸川（15）
屋上緑化と庭や公園の造園施工・管理に必要な
植栽、剪定、竹垣、ブロック積み等の知識技能

年４回
※受験資格
技能検定（造園）２級

フルハーネス型安全帯使用作業特別
教育

造園土木施工 ６か月 多摩（20）
公園緑地、庭園、建築物緑化や園路、竹垣など
工作物の施工と植物維持管理の知識技能

9、3月

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（小型車両系建設機械（整地、掘削）、
フルハーネス型墜落制止用器具使用作
業）、安全教育修了証（刈払機、携帯用
丸のこ盤）
※受験資格
技能検定（造園）２級

造園技能士、造園、土木施工管理技
士、小型移動式クレーン運転、玉掛
け、伐木等の業務

配管 ６か月 城南（15）
給排水、冷暖房設備等の配管工事を中心とした
管工事全般の知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管）、排水設備責
任技術者

給水装置主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）

建築設備施工 ６か月 城東（30）
建物の冷暖房・給排水やビル等の大規模な空調
設備からルームエアコン・自然冷媒ヒートポン
プ給湯機までの施工についての知識技能

9、3月

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管、冷凍空調機器
施工）、排水設備責任技術者

給水装置工事主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）、第二種電気工事士

建築CAD ６か月 赤羽（30）
建築の製図に必要な基礎知識とCADによる建築
関連の図面作成に関する知識技能

9、3月
建築CAD検定試験、CAD利用技術者
試験  

 

 

 

庭園施工管理 ６か月 多摩（30）
植物育成作業、様々な素材を組合わせて庭を造
る方法、庭園の維持管理等の知識技能

9、3月

※受験資格
技能検定（造園）2級（修了後）、労働
安全衛生規則による特別教育修了証
（フルハーネス型墜落制止用器具使用
作業）

刈払機・クレーン・チェーンソーな
ど

ビル管理 ６か月
城東（30）
多摩（30）

冷暖房・給排水・電気・防災等のビル設備全般
の保守管理に関する知識技能

9、3月 ボイラー実技講習修了証
第三種冷凍機械責任者、第ニ電気工
事士、二級ボイラー技士

設備保全 ６か月 城南（30）
防災設備などの点検や簡易な修繕作業などビル
設備の保全に関する知識技能

9、3月
第三種冷凍機械責任者、第二種電気
工事士、消防設備士（乙種第４
類）、自衛消防技術認定証  

■電気関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

電気工事 1年
赤羽・城南・城東・
多摩 各（30）

電気工事士として必要な各種配線工事、設計積
算、施工管理等の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士、第三種電気主任
技術者、施工管理技士（１級、２
級）

電気設備技術 1年 府中（30）
電気工事、シーケンス制御、太陽光発電等の施
工、設計、管理に必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（低圧電気取扱
業務）

第一種電気工事士、第二種電気工事
士

組込みシステム技術 1年 府中（30）
エレクトロニクス製品に組み込まれているマイ
クロコンピュータのプログラミング及びハード
ウェアのシステム開発に関する知識技能

3月 （国家資格）技能士補

電気設備システム 1年 八王子（30）
電灯・コンセント・動力・受変電設備等の各種
配線工事を中心とした電気工事全般の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士

電気・通信工事 ６か月 府中（30）
電気工事、通信工事（電話・LAN）の施工、保
守管理に必要な知識技能

9、3月 （国家資格）工事担当者第二級アナログ
通信

セキュリティサービス ６か月 府中（30）
電気の基礎から警備の基本、ビル設備の知識、
防犯、防災設備の工事及び保守管理の知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類、６類）、自衛消防技術認
定証、上級救命技能認定証

ネットワーク施工 ６か月 府中（30）
LANの配線・施工、ネットワーク機器の設定、
ネットワークの運用管理に必要な知識技能

9、3月 CCNA等

電気設備管理 ６か月
城東（15）
八王子（20）

建築物における電気設備のサービス（保守・調
整・管理・点検等）に必要な知識技能

年４回 ボイラー実技講習修了証
第二種電気工事士、危険物取扱者
（乙種第４類）、二級ボイラー技
士、第三種冷凍機械責任者

電気設備保全 ６か月 赤羽（30）
電気設備の点検や簡易な修繕作業など、建築設
備の保全に関する知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類）  

■塗装・印刷関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

自動車塗装 １年 多摩（30）
部分補修からオールペイントまでの自動車板金
塗装を中心に木工・金属・各種塗装の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接）

危険物取扱者（乙種第４類）、カ
ラーコーディネーター検定スタン
ダードクラス

パソコングラフィック １年 中央・城北（30）
ポスター等の商業印刷物を作成するための
DTP・写真・デザイン・印刷などの知識技能

3月 （国家資格）技能士補 ユニバーサルカラー（UC）検定

マルチプリンティング １年 中央・城北（25）
業務初期作業であるDTP（データ作成・編集）
から印刷、最終作業の製本までの印刷作業全般
についての知識技能

3月 （国家資格）技能士補

Ｕ-３０
トータルペイント

１年 城東（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と塗装に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

Ｕ-３０建築塗装 １年 城南（10）

職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と建築塗装を中心に、金属製品塗装・木工家具
塗装や、建築塗装に関連する防水作業、足場の
組立て・解体作業等の知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

DTP 6か月 中央・城北（30）
パソコンによる書籍や雑誌等のページ編集、画
像修正、デジタルデータ製作等に必要な知識技
能

9、3月 DTPエキスパート

メディアプロモーション 6か月 中央・城北（30）
印刷メディアやWebなどのデジタルメディアに
ついて、顧客のニーズにマッチした企画・提案
ができる知識技能

9、3月 DTPエキスパート

 
■情報関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

OAシステム開発 １年
中央・城北（30）
城南（30）

プログラミング作成、データベース、ネット
ワーク構築など事務用ソフトウェア開発の知識
技能

3月 （国家資格）技能士補
基本情報技術者、情報処理技術者試
験（ITパスポート試験）

IoTシステム １年 板橋（30）
家電や自動車などに用いられる、モノをイン
ターネットにつなげるIoTシステムの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

ネットワーク
プログラミング

１年 板橋（30）
コンピュータネットワークを活用したシステム
開発・運用に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補
情報処理技術者試験（ITパスポー
ト・基本情報技術者試験）

測定データプログラミン １年 江戸川（25）
データの収集、分析、加工、またそれらを活用
したプログラミングなどのIT関連の知識技能

3月 （国家資格）技能士補 基本情報技術者試験

Web設計 １年 赤羽（30）
Webサイトを活用したシステムの開発・運用
に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

 

■ファッション関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

アパレルパタンナー 1年 城東（30）
婦人服のパターン（型紙）作成を中心に、企
画・デザイン・CAD・縫製等の知識技能

3月 （国家資格）技能士補
パターンメーキング技術検定試験３
級

 

■介護関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

介護サービス 6か月
中央・城北、板橋、
城南、江戸川、八王
子、府中、各（15）

在宅福祉分野で働く訪問介護員や福祉施設等で
介護に携わる職員に必要な知識技能

年４回 実務者研修修了証明書

福祉用具 6か月 八王子（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱い
方法、介護の知識、介護保険・医療事務の知
識、福祉住環境の知識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級

介護福祉用具 6か月 城東（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱
い、介護施設等での職場実習による実践的な知
識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級、医療事務管理士、介護事務
管理士

 

■その他 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

調理 6か月
大田（30）
多摩（30）

調理員として働くために必要な調理技術や食品
衛生等の基本的な知識技能

9、3月

ビルクリーニング管理 6か月 城南（30）
ビル等の清掃現場で現場責任者が必要とする知
識技能

9、3月
※受験資格
ビルクリーニング技能検定１級、２級共
に実務経験１年短縮

クリーンスタッフ養成 3か月
江戸川（20）
府中（20）

ハウスクリーニングの部位別清掃やビルクリー
ニングの日常・定期清掃等に関する知識技能

年４回

生活支援サービス 3か月 府中（15）
家事代行サービス・生活支援サービスの提供に
必要な知識技能

年４回
介護職員初任者研修修了証明書、整
理収納アドバイザー２級

マンション維持管理 3か月 城南（20）
管理員としての接遇マナーと建物や施設の維
持・管理についての知識技能

年４回
上級救命技能認定証、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（低圧電気取扱）

施設警備 3か月 大田（20）
施設における出入管理や防犯・防災機器の取り
扱いを中心とした施設警備に必要な知識技能

年４回
自衛消防技術認定証、上級救命技能
認定証

エンジニア基礎養成 ４か月 城東（10）

機械分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

電気制御基礎養成 ４か月 多摩（10）

電気分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

技能検定（シーケンス制御作業・機
械保全（電気系））

ジョブセレクト 2か月
城東（5）
多摩（5）

機械系、電気系、建築系など多様な業種の業務
内容を理解し、自分を活かせる職種を見つけ、
就職する援助を行う科目。社会人として働くた
めに必要な知識技能

年10回

 ※修了時期の年４回とは、【６、９、１２、３月】、年１０回とは、【５、６、７、８、１０、１１、１２、１、２、３月】です。 
※取得できる主な資格の条件として 
 １ （国家資格）技能士補、東京都技能士補は、修了時試験に合格することが必要です。 
 ２ 工事担当者第ニ級アナログ通信、ガス溶接技能講習修了証は、校内試験に合格することが必要です。 
 ３ 第ニ種電気工事士、都屋外広告物条例に定める講習修了者、実務者研修修了証明書は、訓練修了者であることが必要です。 
※自動車車体整備科（期間短縮コース）は、一種養成施設の２級又は３級自動車整備士養成課程修了者が対象です。 
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部科目の修了時期が変更となる場合があります。 

年４回

第二種電気工事士



※受験資格

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（小型車両系建
設機械運転、玉掛けの業務、自由研削と
いし、酸素欠乏・硫化水素危険作業）、
安全衛生教育修了証（丸のこ等取扱作業）

２級技能検定（建築配管）

 

■機械関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

機械加工 2年
板橋（25）
江戸川（25）

各種汎用及びNC（数値制御）工作機械の操作
とプログラミングや金型製作に関する知識技能

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）

技能検定機械加工系職種２級、３級
（普通旋盤、フライス盤職種）

ものづくりエンジニア 2年 大田（30）
製品の設計、加工、組立など製品制作や金型製
作などの一連のものづくりに必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
自由研削といし）

技能検定（機械加工職種、機械プラ
ント製図職種、金型製作職種等）、
機械設計技術者試験

メカトロニクス 2年
江戸川（30）
八王子（30）

産業用ロボット・自動制御装置等メカトロニク
ス製品の設計、制御機構のプログラミング等に
関する知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接）

３級技能検定（機械保全 電気系保
全作業）

自動車整備工学 2年
江戸川（30）
八王子（30）

２級自動車整備士に相当する知識技能 3月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
電気自動車等の整備業務に係る特別教育
修了証）
※受験資格
二級ガソリン自動車整備士（実技試験免
除）二級ジーゼル自動車整備士（実技試
験免除）二級二輪自動車整備士（実技試
験免除）

自動車車体整備 2年 板橋（30）
自動車車体整備士及び３級自動車整備士に相当
する知識技能

自動車車体整備
（期間短縮コース）

１年 板橋（19） 自動車車体整備士に相当する知識技能

精密加工 １年 多摩（15）
NC工作機械のプログラム作成から段取り、加
工までの一連の製品制作に関する知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

技能検定機械加工系職種

３DCAD・CAM　 １年 大田（15）
三次元CADと三次元CAM、３Dプリンタ、NC
工作機械等を使いながら身につけていくものづ
くりに必要な知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

３次元CAD利用技術者試験（機械）
１級・準１級・２級

Ｕ-３０溶接 １年 多摩（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と溶接に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、ガス溶接技能講習
修了証、労働安全衛生規則による特別教
育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し、産業用ロボット教示等業務）
※受験資格
２級技能検定（工場板金）、JIS溶接技
能者評価試験（被覆アーク、半自動、
TIG溶接）

デジタルクラフト ６か月 大田（25）
デジタル制御で動くNC工作機械や３Dプリン
タ等の各種加工機械を使用したものづくりに必
要な知識技能

9、3月 技能検定（機械加工職種）

板金溶接 ６か月 大田（15）
板状の金属を箱や円柱などの形状に加工し、身
近にある金属製品を製作できる知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし、動力プレス、産業
用ロボット教示等業務）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（鉄鋼・ステン
レス溶接等）、アルミニウム溶接技能者
評価試験

溶接 ６か月 城東（15）
金属素材を使った、日用品、造形品、構造物等
の製作に関する実技を主体とした知識技能

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（被覆アーク溶
接、半自動溶接（MAG溶接）、ステン
レス鋼溶接、アルミニウム溶接）

三次元CAD ６か月
板橋（30）
多摩（30）

三次元CADによる操作法と設計に必要なモデリ
ング、アセンブリ、解析等の知識技能

9、3月
３次元CAD利用技術者試験（準１
級・２級）

プラスチック成形
・デザイン

６か月 板橋（25）
射出成形機の基本操作、成形品への装飾デザイ
ン加工技術。３次元CADを用いた設計に必要な
知識技能

9、3月 技能検定（プラスチック成形）

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
修了証（アーク溶接、電気自動車等の整
備業務に係る特別教育修了証）
※受験資格
自動車車体整備士（実技試験免除）三級
自動車シャシ整備士（実技試験免除）三
級自動車ガソリン・エンジン整備（実技
試験免除）三級自動車ジーゼル・エンジ
ン整備（実技試験免除）

危険物取扱者（乙種第４類）

 

■建築・造園関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

木工技術 1年
城南（30）
城東（30）

机、たんす、戸棚など箱物家具を製作するため
に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補
※受験資格
技能検定（家具製作技能士)２級（修了
後即 技能士補取得者は学科免除）

木材加工用機械作業主任者技能講習
受講資格（修了後実務経験２年）

インテリア設計施工 1年 城南（30）
建築物の内装工事に必要な計画、設計、製図や
床、壁、天井等の内装仕上施工の知識技能

３月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による安全教育修了証（携帯用丸のこ
盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、二級建築士試験・木
造建築士試験

水まわりスペシャリスト １年 多摩（25）
給排水設備における現場作業及び施工管理に関
する知識技能

３月
第二種電気工事士、２級管工事施工
管理技士、排水設備責任技術者、給
水装置主任技術者

広告美術 １年 大田（30）
屋内外広告等のデザインから製作までの知識技
能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

サイン・ディスプレイ 1年 板橋（30）
屋内外広告、ディスプレイ等のデザインと製作
に必要な知識技能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

測量設計 1年 赤羽（20）
公共測量規定等に準拠した各種測量及び土木工
事に必要な測量と設計の知識技能

３月 （国家資格）技能士補
測量士、測量士補、宅地建物取引
士、土地家屋調査士、２級土木施工
管理技士

環境空調サービス 1年 赤羽（30）
空調機の省エネルギーと環境に配慮した設置・
調整・保守・修理に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）
※受験資格
２級技能検定（冷凍空調機器施工、建築
配管）

第三種冷凍機械責任者、第ニ種電気
工事士、２級管工事施工管理技士

住宅内外装仕上 ６か月 城東（10）
住宅の内外装（壁、床）に必要な各種仕上工事
の知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

※受験資格
技能検定（タイル張り）２級、技能検定
（左官）２級、技能検定（表装）２級

マンション改修施工 ６か月 城南（15）
マンションリフォーム、マンション大規模修繕
工事に必要な知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし）、安全教育修了証
（携帯用丸のこ盤取扱）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、技能検定（配管）２
級、技能検定（塗装）２級、技能検定
（防水施工）２級、排水設備責任技術者

２級建築施工管理技士補、第二種電
気工事士

住宅リフォーム ６か月 多摩（15）
実技主体の訓練による集合住宅のリフォームに
必要な施工、施工管理に関する知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし、低圧電気取扱）、安
全教育修了証（携帯用丸のこ盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装（壁装作業））２級、技能検
定（配管（建築配管））２級、排水設備
責任技術者

第二種電気工事士

グリーンエクステリア ６か月 江戸川（15）
屋上緑化と庭や公園の造園施工・管理に必要な
植栽、剪定、竹垣、ブロック積み等の知識技能

年４回
※受験資格
技能検定（造園）２級

フルハーネス型安全帯使用作業特別
教育

造園土木施工 ６か月 多摩（20）
公園緑地、庭園、建築物緑化や園路、竹垣など
工作物の施工と植物維持管理の知識技能

9、3月

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（小型車両系建設機械（整地、掘削）、
フルハーネス型墜落制止用器具使用作
業）、安全教育修了証（刈払機、携帯用
丸のこ盤）
※受験資格
技能検定（造園）２級

造園技能士、造園、土木施工管理技
士、小型移動式クレーン運転、玉掛
け、伐木等の業務

配管 ６か月 城南（15）
給排水、冷暖房設備等の配管工事を中心とした
管工事全般の知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管）、排水設備責
任技術者

給水装置主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）

建築設備施工 ６か月 城東（30）
建物の冷暖房・給排水やビル等の大規模な空調
設備からルームエアコン・自然冷媒ヒートポン
プ給湯機までの施工についての知識技能

9、3月

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管、冷凍空調機器
施工）、排水設備責任技術者

給水装置工事主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）、第二種電気工事士

建築CAD ６か月 赤羽（30）
建築の製図に必要な基礎知識とCADによる建築
関連の図面作成に関する知識技能

9、3月
建築CAD検定試験、CAD利用技術者
試験  

 

 

 

庭園施工管理 ６か月 多摩（30）
植物育成作業、様々な素材を組合わせて庭を造
る方法、庭園の維持管理等の知識技能

9、3月

※受験資格
技能検定（造園）2級（修了後）、労働
安全衛生規則による特別教育修了証
（フルハーネス型墜落制止用器具使用
作業）

刈払機・クレーン・チェーンソーな
ど

ビル管理 ６か月
城東（30）
多摩（30）

冷暖房・給排水・電気・防災等のビル設備全般
の保守管理に関する知識技能

9、3月 ボイラー実技講習修了証
第三種冷凍機械責任者、第ニ電気工
事士、二級ボイラー技士

設備保全 ６か月 城南（30）
防災設備などの点検や簡易な修繕作業などビル
設備の保全に関する知識技能

9、3月
第三種冷凍機械責任者、第二種電気
工事士、消防設備士（乙種第４
類）、自衛消防技術認定証  

■電気関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

電気工事 1年
赤羽・城南・城東・
多摩 各（30）

電気工事士として必要な各種配線工事、設計積
算、施工管理等の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士、第三種電気主任
技術者、施工管理技士（１級、２
級）

電気設備技術 1年 府中（30）
電気工事、シーケンス制御、太陽光発電等の施
工、設計、管理に必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（低圧電気取扱
業務）

第一種電気工事士、第二種電気工事
士

組込みシステム技術 1年 府中（30）
エレクトロニクス製品に組み込まれているマイ
クロコンピュータのプログラミング及びハード
ウェアのシステム開発に関する知識技能

3月 （国家資格）技能士補

電気設備システム 1年 八王子（30）
電灯・コンセント・動力・受変電設備等の各種
配線工事を中心とした電気工事全般の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士

電気・通信工事 ６か月 府中（30）
電気工事、通信工事（電話・LAN）の施工、保
守管理に必要な知識技能

9、3月 （国家資格）工事担当者第二級アナログ
通信

セキュリティサービス ６か月 府中（30）
電気の基礎から警備の基本、ビル設備の知識、
防犯、防災設備の工事及び保守管理の知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類、６類）、自衛消防技術認
定証、上級救命技能認定証

ネットワーク施工 ６か月 府中（30）
LANの配線・施工、ネットワーク機器の設定、
ネットワークの運用管理に必要な知識技能

9、3月 CCNA等

電気設備管理 ６か月
城東（15）
八王子（20）

建築物における電気設備のサービス（保守・調
整・管理・点検等）に必要な知識技能

年４回 ボイラー実技講習修了証
第二種電気工事士、危険物取扱者
（乙種第４類）、二級ボイラー技
士、第三種冷凍機械責任者

電気設備保全 ６か月 赤羽（30）
電気設備の点検や簡易な修繕作業など、建築設
備の保全に関する知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類）  

■塗装・印刷関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

自動車塗装 １年 多摩（30）
部分補修からオールペイントまでの自動車板金
塗装を中心に木工・金属・各種塗装の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接）

危険物取扱者（乙種第４類）、カ
ラーコーディネーター検定スタン
ダードクラス

パソコングラフィック １年 中央・城北（30）
ポスター等の商業印刷物を作成するための
DTP・写真・デザイン・印刷などの知識技能

3月 （国家資格）技能士補 ユニバーサルカラー（UC）検定

マルチプリンティング １年 中央・城北（25）
業務初期作業であるDTP（データ作成・編集）
から印刷、最終作業の製本までの印刷作業全般
についての知識技能

3月 （国家資格）技能士補

Ｕ-３０
トータルペイント

１年 城東（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と塗装に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

Ｕ-３０建築塗装 １年 城南（10）

職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と建築塗装を中心に、金属製品塗装・木工家具
塗装や、建築塗装に関連する防水作業、足場の
組立て・解体作業等の知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

DTP 6か月 中央・城北（30）
パソコンによる書籍や雑誌等のページ編集、画
像修正、デジタルデータ製作等に必要な知識技
能

9、3月 DTPエキスパート

メディアプロモーション 6か月 中央・城北（30）
印刷メディアやWebなどのデジタルメディアに
ついて、顧客のニーズにマッチした企画・提案
ができる知識技能

9、3月 DTPエキスパート

 
■情報関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

OAシステム開発 １年
中央・城北（30）
城南（30）

プログラミング作成、データベース、ネット
ワーク構築など事務用ソフトウェア開発の知識
技能

3月 （国家資格）技能士補
基本情報技術者、情報処理技術者試
験（ITパスポート試験）

IoTシステム １年 板橋（30）
家電や自動車などに用いられる、モノをイン
ターネットにつなげるIoTシステムの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

ネットワーク
プログラミング

１年 板橋（30）
コンピュータネットワークを活用したシステム
開発・運用に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補
情報処理技術者試験（ITパスポー
ト・基本情報技術者試験）

測定データプログラミン １年 江戸川（25）
データの収集、分析、加工、またそれらを活用
したプログラミングなどのIT関連の知識技能

3月 （国家資格）技能士補 基本情報技術者試験

Web設計 １年 赤羽（30）
Webサイトを活用したシステムの開発・運用
に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

 

■ファッション関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

アパレルパタンナー 1年 城東（30）
婦人服のパターン（型紙）作成を中心に、企
画・デザイン・CAD・縫製等の知識技能

3月 （国家資格）技能士補
パターンメーキング技術検定試験３
級

 

■介護関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

介護サービス 6か月
中央・城北、板橋、
城南、江戸川、八王
子、府中、各（15）

在宅福祉分野で働く訪問介護員や福祉施設等で
介護に携わる職員に必要な知識技能

年４回 実務者研修修了証明書

福祉用具 6か月 八王子（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱い
方法、介護の知識、介護保険・医療事務の知
識、福祉住環境の知識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級

介護福祉用具 6か月 城東（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱
い、介護施設等での職場実習による実践的な知
識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級、医療事務管理士、介護事務
管理士

 

■その他 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

調理 6か月
大田（30）
多摩（30）

調理員として働くために必要な調理技術や食品
衛生等の基本的な知識技能

9、3月

ビルクリーニング管理 6か月 城南（30）
ビル等の清掃現場で現場責任者が必要とする知
識技能

9、3月
※受験資格
ビルクリーニング技能検定１級、２級共
に実務経験１年短縮

クリーンスタッフ養成 3か月
江戸川（20）
府中（20）

ハウスクリーニングの部位別清掃やビルクリー
ニングの日常・定期清掃等に関する知識技能

年４回

生活支援サービス 3か月 府中（15）
家事代行サービス・生活支援サービスの提供に
必要な知識技能

年４回
介護職員初任者研修修了証明書、整
理収納アドバイザー２級

マンション維持管理 3か月 城南（20）
管理員としての接遇マナーと建物や施設の維
持・管理についての知識技能

年４回
上級救命技能認定証、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（低圧電気取扱）

施設警備 3か月 大田（20）
施設における出入管理や防犯・防災機器の取り
扱いを中心とした施設警備に必要な知識技能

年４回
自衛消防技術認定証、上級救命技能
認定証

エンジニア基礎養成 ４か月 城東（10）

機械分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

電気制御基礎養成 ４か月 多摩（10）

電気分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

技能検定（シーケンス制御作業・機
械保全（電気系））

ジョブセレクト 2か月
城東（5）
多摩（5）

機械系、電気系、建築系など多様な業種の業務
内容を理解し、自分を活かせる職種を見つけ、
就職する援助を行う科目。社会人として働くた
めに必要な知識技能

年10回

 ※修了時期の年４回とは、【６、９、１２、３月】、年１０回とは、【５、６、７、８、１０、１１、１２、１、２、３月】です。 
※取得できる主な資格の条件として 
 １ （国家資格）技能士補、東京都技能士補は、修了時試験に合格することが必要です。 
 ２ 工事担当者第ニ級アナログ通信、ガス溶接技能講習修了証は、校内試験に合格することが必要です。 
 ３ 第ニ種電気工事士、都屋外広告物条例に定める講習修了者、実務者研修修了証明書は、訓練修了者であることが必要です。 
※自動車車体整備科（期間短縮コース）は、一種養成施設の２級又は３級自動車整備士養成課程修了者が対象です。 
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部科目の修了時期が変更となる場合があります。 

年４回

第二種電気工事士



※受験資格

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（小型車両系建
設機械運転、玉掛けの業務、自由研削と
いし、酸素欠乏・硫化水素危険作業）、
安全衛生教育修了証（丸のこ等取扱作業）

２級技能検定（建築配管）

 

■機械関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

機械加工 2年
板橋（25）
江戸川（25）

各種汎用及びNC（数値制御）工作機械の操作
とプログラミングや金型製作に関する知識技能

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）

技能検定機械加工系職種２級、３級
（普通旋盤、フライス盤職種）

ものづくりエンジニア 2年 大田（30）
製品の設計、加工、組立など製品制作や金型製
作などの一連のものづくりに必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
自由研削といし）

技能検定（機械加工職種、機械プラ
ント製図職種、金型製作職種等）、
機械設計技術者試験

メカトロニクス 2年
江戸川（30）
八王子（30）

産業用ロボット・自動制御装置等メカトロニク
ス製品の設計、制御機構のプログラミング等に
関する知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接）

３級技能検定（機械保全 電気系保
全作業）

自動車整備工学 2年
江戸川（30）
八王子（30）

２級自動車整備士に相当する知識技能 3月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（アーク溶接、
電気自動車等の整備業務に係る特別教育
修了証）
※受験資格
二級ガソリン自動車整備士（実技試験免
除）二級ジーゼル自動車整備士（実技試
験免除）二級二輪自動車整備士（実技試
験免除）

自動車車体整備 2年 板橋（30）
自動車車体整備士及び３級自動車整備士に相当
する知識技能

自動車車体整備
（期間短縮コース）

１年 板橋（19） 自動車車体整備士に相当する知識技能

精密加工 １年 多摩（15）
NC工作機械のプログラム作成から段取り、加
工までの一連の製品制作に関する知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

技能検定機械加工系職種

３DCAD・CAM　 １年 大田（15）
三次元CADと三次元CAM、３Dプリンタ、NC
工作機械等を使いながら身につけていくものづ
くりに必要な知識技能

9、3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（自由研削とい
し、アーク溶接）

３次元CAD利用技術者試験（機械）
１級・準１級・２級

Ｕ-３０溶接 １年 多摩（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と溶接に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、ガス溶接技能講習
修了証、労働安全衛生規則による特別教
育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し、産業用ロボット教示等業務）
※受験資格
２級技能検定（工場板金）、JIS溶接技
能者評価試験（被覆アーク、半自動、
TIG溶接）

デジタルクラフト ６か月 大田（25）
デジタル制御で動くNC工作機械や３Dプリン
タ等の各種加工機械を使用したものづくりに必
要な知識技能

9、3月 技能検定（機械加工職種）

板金溶接 ６か月 大田（15）
板状の金属を箱や円柱などの形状に加工し、身
近にある金属製品を製作できる知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし、動力プレス、産業
用ロボット教示等業務）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（鉄鋼・ステン
レス溶接等）、アルミニウム溶接技能者
評価試験

溶接 ６か月 城東（15）
金属素材を使った、日用品、造形品、構造物等
の製作に関する実技を主体とした知識技能

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接、自由研削といし）
※受験資格
JIS溶接技能者評価試験（被覆アーク溶
接、半自動溶接（MAG溶接）、ステン
レス鋼溶接、アルミニウム溶接）

三次元CAD ６か月
板橋（30）
多摩（30）

三次元CADによる操作法と設計に必要なモデリ
ング、アセンブリ、解析等の知識技能

9、3月
３次元CAD利用技術者試験（準１
級・２級）

プラスチック成形
・デザイン

６か月 板橋（25）
射出成形機の基本操作、成形品への装飾デザイ
ン加工技術。３次元CADを用いた設計に必要な
知識技能

9、3月 技能検定（プラスチック成形）

3月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
修了証（アーク溶接、電気自動車等の整
備業務に係る特別教育修了証）
※受験資格
自動車車体整備士（実技試験免除）三級
自動車シャシ整備士（実技試験免除）三
級自動車ガソリン・エンジン整備（実技
試験免除）三級自動車ジーゼル・エンジ
ン整備（実技試験免除）

危険物取扱者（乙種第４類）

 

■建築・造園関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

木工技術 1年
城南（30）
城東（30）

机、たんす、戸棚など箱物家具を製作するため
に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補
※受験資格
技能検定（家具製作技能士)２級（修了
後即 技能士補取得者は学科免除）

木材加工用機械作業主任者技能講習
受講資格（修了後実務経験２年）

インテリア設計施工 1年 城南（30）
建築物の内装工事に必要な計画、設計、製図や
床、壁、天井等の内装仕上施工の知識技能

３月

（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による安全教育修了証（携帯用丸のこ
盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、二級建築士試験・木
造建築士試験

水まわりスペシャリスト １年 多摩（25）
給排水設備における現場作業及び施工管理に関
する知識技能

３月
第二種電気工事士、２級管工事施工
管理技士、排水設備責任技術者、給
水装置主任技術者

広告美術 １年 大田（30）
屋内外広告等のデザインから製作までの知識技
能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

サイン・ディスプレイ 1年 板橋（30）
屋内外広告、ディスプレイ等のデザインと製作
に必要な知識技能

３月
（国家資格）技能士補、東京都屋外広告
物条例に定める講習修了者

色彩検定、カラーコーディネーター
検定

測量設計 1年 赤羽（20）
公共測量規定等に準拠した各種測量及び土木工
事に必要な測量と設計の知識技能

３月 （国家資格）技能士補
測量士、測量士補、宅地建物取引
士、土地家屋調査士、２級土木施工
管理技士

環境空調サービス 1年 赤羽（30）
空調機の省エネルギーと環境に配慮した設置・
調整・保守・修理に必要な知識技能

３月

（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接、自由研削とい
し）
※受験資格
２級技能検定（冷凍空調機器施工、建築
配管）

第三種冷凍機械責任者、第ニ種電気
工事士、２級管工事施工管理技士

住宅内外装仕上 ６か月 城東（10）
住宅の内外装（壁、床）に必要な各種仕上工事
の知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

※受験資格
技能検定（タイル張り）２級、技能検定
（左官）２級、技能検定（表装）２級

マンション改修施工 ６か月 城南（15）
マンションリフォーム、マンション大規模修繕
工事に必要な知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし）、安全教育修了証
（携帯用丸のこ盤取扱）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装）２級、技能検定（配管）２
級、技能検定（塗装）２級、技能検定
（防水施工）２級、排水設備責任技術者

２級建築施工管理技士補、第二種電
気工事士

住宅リフォーム ６か月 多摩（15）
実技主体の訓練による集合住宅のリフォームに
必要な施工、施工管理に関する知識技能

年４回

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（自由研削といし、低圧電気取扱）、安
全教育修了証（携帯用丸のこ盤取扱い）
※受験資格
技能検定（内装仕上げ施工）２級、技能
検定（表装（壁装作業））２級、技能検
定（配管（建築配管））２級、排水設備
責任技術者

第二種電気工事士

グリーンエクステリア ６か月 江戸川（15）
屋上緑化と庭や公園の造園施工・管理に必要な
植栽、剪定、竹垣、ブロック積み等の知識技能

年４回
※受験資格
技能検定（造園）２級

フルハーネス型安全帯使用作業特別
教育

造園土木施工 ６か月 多摩（20）
公園緑地、庭園、建築物緑化や園路、竹垣など
工作物の施工と植物維持管理の知識技能

9、3月

労働安全衛生規則による特別教育修了証
（小型車両系建設機械（整地、掘削）、
フルハーネス型墜落制止用器具使用作
業）、安全教育修了証（刈払機、携帯用
丸のこ盤）
※受験資格
技能検定（造園）２級

造園技能士、造園、土木施工管理技
士、小型移動式クレーン運転、玉掛
け、伐木等の業務

配管 ６か月 城南（15）
給排水、冷暖房設備等の配管工事を中心とした
管工事全般の知識技能

年４回

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管）、排水設備責
任技術者

給水装置主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）

建築設備施工 ６か月 城東（30）
建物の冷暖房・給排水やビル等の大規模な空調
設備からルームエアコン・自然冷媒ヒートポン
プ給湯機までの施工についての知識技能

9、3月

ガス溶接技能講習修了証、労働安全衛生
規則による特別教育修了証（アーク溶
接）
※受験資格
２級技能検定（建築配管、冷凍空調機器
施工）、排水設備責任技術者

給水装置工事主任技術者（要実務経
験）、２級管工事施工管理技士（要
実務経験）、第二種電気工事士

建築CAD ６か月 赤羽（30）
建築の製図に必要な基礎知識とCADによる建築
関連の図面作成に関する知識技能

9、3月
建築CAD検定試験、CAD利用技術者
試験  

 

 

 

庭園施工管理 ６か月 多摩（30）
植物育成作業、様々な素材を組合わせて庭を造
る方法、庭園の維持管理等の知識技能

9、3月

※受験資格
技能検定（造園）2級（修了後）、労働
安全衛生規則による特別教育修了証
（フルハーネス型墜落制止用器具使用
作業）

刈払機・クレーン・チェーンソーな
ど

ビル管理 ６か月
城東（30）
多摩（30）

冷暖房・給排水・電気・防災等のビル設備全般
の保守管理に関する知識技能

9、3月 ボイラー実技講習修了証
第三種冷凍機械責任者、第ニ電気工
事士、二級ボイラー技士

設備保全 ６か月 城南（30）
防災設備などの点検や簡易な修繕作業などビル
設備の保全に関する知識技能

9、3月
第三種冷凍機械責任者、第二種電気
工事士、消防設備士（乙種第４
類）、自衛消防技術認定証  

■電気関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

電気工事 1年
赤羽・城南・城東・
多摩 各（30）

電気工事士として必要な各種配線工事、設計積
算、施工管理等の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士、第三種電気主任
技術者、施工管理技士（１級、２
級）

電気設備技術 1年 府中（30）
電気工事、シーケンス制御、太陽光発電等の施
工、設計、管理に必要な知識技能

3月
（国家資格）技能士補、労働安全衛生規
則による特別教育修了証（低圧電気取扱
業務）

第一種電気工事士、第二種電気工事
士

組込みシステム技術 1年 府中（30）
エレクトロニクス製品に組み込まれているマイ
クロコンピュータのプログラミング及びハード
ウェアのシステム開発に関する知識技能

3月 （国家資格）技能士補

電気設備システム 1年 八王子（30）
電灯・コンセント・動力・受変電設備等の各種
配線工事を中心とした電気工事全般の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、第二種電気工事
士

第一種電気工事士

電気・通信工事 ６か月 府中（30）
電気工事、通信工事（電話・LAN）の施工、保
守管理に必要な知識技能

9、3月 （国家資格）工事担当者第二級アナログ
通信

セキュリティサービス ６か月 府中（30）
電気の基礎から警備の基本、ビル設備の知識、
防犯、防災設備の工事及び保守管理の知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類、６類）、自衛消防技術認
定証、上級救命技能認定証

ネットワーク施工 ６か月 府中（30）
LANの配線・施工、ネットワーク機器の設定、
ネットワークの運用管理に必要な知識技能

9、3月 CCNA等

電気設備管理 ６か月
城東（15）
八王子（20）

建築物における電気設備のサービス（保守・調
整・管理・点検等）に必要な知識技能

年４回 ボイラー実技講習修了証
第二種電気工事士、危険物取扱者
（乙種第４類）、二級ボイラー技
士、第三種冷凍機械責任者

電気設備保全 ６か月 赤羽（30）
電気設備の点検や簡易な修繕作業など、建築設
備の保全に関する知識技能

9、3月
第二種電気工事士、消防設備士（乙
種第４類）  

■塗装・印刷関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

自動車塗装 １年 多摩（30）
部分補修からオールペイントまでの自動車板金
塗装を中心に木工・金属・各種塗装の知識技能

3月
（国家資格）技能士補、ガス溶接技能講
習修了証、労働安全衛生規則による特別
教育修了証（アーク溶接）

危険物取扱者（乙種第４類）、カ
ラーコーディネーター検定スタン
ダードクラス

パソコングラフィック １年 中央・城北（30）
ポスター等の商業印刷物を作成するための
DTP・写真・デザイン・印刷などの知識技能

3月 （国家資格）技能士補 ユニバーサルカラー（UC）検定

マルチプリンティング １年 中央・城北（25）
業務初期作業であるDTP（データ作成・編集）
から印刷、最終作業の製本までの印刷作業全般
についての知識技能

3月 （国家資格）技能士補

Ｕ-３０
トータルペイント

１年 城東（10）
職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と塗装に関する知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

Ｕ-３０建築塗装 １年 城南（10）

職業人として社会に出るために必要な就業基礎
と建築塗装を中心に、金属製品塗装・木工家具
塗装や、建築塗装に関連する防水作業、足場の
組立て・解体作業等の知識技能

9、3月

（東京都）技能士補、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（足場の組立て等
の業務）
※受験資格
２級技能検定（塗装）、技能検定（塗料
調色）

危険物取扱者（乙種第４類）

DTP 6か月 中央・城北（30）
パソコンによる書籍や雑誌等のページ編集、画
像修正、デジタルデータ製作等に必要な知識技
能

9、3月 DTPエキスパート

メディアプロモーション 6か月 中央・城北（30）
印刷メディアやWebなどのデジタルメディアに
ついて、顧客のニーズにマッチした企画・提案
ができる知識技能

9、3月 DTPエキスパート

 
■情報関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

OAシステム開発 １年
中央・城北（30）
城南（30）

プログラミング作成、データベース、ネット
ワーク構築など事務用ソフトウェア開発の知識
技能

3月 （国家資格）技能士補
基本情報技術者、情報処理技術者試
験（ITパスポート試験）

IoTシステム １年 板橋（30）
家電や自動車などに用いられる、モノをイン
ターネットにつなげるIoTシステムの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

ネットワーク
プログラミング

１年 板橋（30）
コンピュータネットワークを活用したシステム
開発・運用に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補
情報処理技術者試験（ITパスポー
ト・基本情報技術者試験）

測定データプログラミン １年 江戸川（25）
データの収集、分析、加工、またそれらを活用
したプログラミングなどのIT関連の知識技能

3月 （国家資格）技能士補 基本情報技術者試験

Web設計 １年 赤羽（30）
Webサイトを活用したシステムの開発・運用
に必要なプログラミングの知識技能

3月 （国家資格）技能士補

 

■ファッション関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

アパレルパタンナー 1年 城東（30）
婦人服のパターン（型紙）作成を中心に、企
画・デザイン・CAD・縫製等の知識技能

3月 （国家資格）技能士補
パターンメーキング技術検定試験３
級

 

■介護関係 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

介護サービス 6か月
中央・城北、板橋、
城南、江戸川、八王
子、府中、各（15）

在宅福祉分野で働く訪問介護員や福祉施設等で
介護に携わる職員に必要な知識技能

年４回 実務者研修修了証明書

福祉用具 6か月 八王子（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱い
方法、介護の知識、介護保険・医療事務の知
識、福祉住環境の知識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級

介護福祉用具 6か月 城東（15）
福祉用具を使用する仕事に必要な用具の取扱
い、介護施設等での職場実習による実践的な知
識技能

9、3月
介護職員初任者研修修了証明書
福祉用具専門相談員指定講習修了証

福祉住環境コーディネーター検定試
験２級、医療事務管理士、介護事務
管理士

 

■その他 

科目名 期間 実施校（一回の定員） 身に付ける知識技能 修了時期 取得できる主な資格 取得を目指している主な資格

調理 6か月
大田（30）
多摩（30）

調理員として働くために必要な調理技術や食品
衛生等の基本的な知識技能

9、3月

ビルクリーニング管理 6か月 城南（30）
ビル等の清掃現場で現場責任者が必要とする知
識技能

9、3月
※受験資格
ビルクリーニング技能検定１級、２級共
に実務経験１年短縮

クリーンスタッフ養成 3か月
江戸川（20）
府中（20）

ハウスクリーニングの部位別清掃やビルクリー
ニングの日常・定期清掃等に関する知識技能

年４回

生活支援サービス 3か月 府中（15）
家事代行サービス・生活支援サービスの提供に
必要な知識技能

年４回
介護職員初任者研修修了証明書、整
理収納アドバイザー２級

マンション維持管理 3か月 城南（20）
管理員としての接遇マナーと建物や施設の維
持・管理についての知識技能

年４回
上級救命技能認定証、労働安全衛生規則
による特別教育修了証（低圧電気取扱）

施設警備 3か月 大田（20）
施設における出入管理や防犯・防災機器の取り
扱いを中心とした施設警備に必要な知識技能

年４回
自衛消防技術認定証、上級救命技能
認定証

エンジニア基礎養成 ４か月 城東（10）

機械分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

電気制御基礎養成 ４か月 多摩（10）

電気分野のものづくり作業を通じて企業で行わ
れている多様な仕事を理解し、自分を活かせる
職種を見つけ、就職する援助を行う科目。社会
人として働くために必要な知識技能

5、7、
9、11、
1、3月

技能検定（シーケンス制御作業・機
械保全（電気系））

ジョブセレクト 2か月
城東（5）
多摩（5）

機械系、電気系、建築系など多様な業種の業務
内容を理解し、自分を活かせる職種を見つけ、
就職する援助を行う科目。社会人として働くた
めに必要な知識技能

年10回

 ※修了時期の年４回とは、【６、９、１２、３月】、年１０回とは、【５、６、７、８、１０、１１、１２、１、２、３月】です。 
※取得できる主な資格の条件として 
 １ （国家資格）技能士補、東京都技能士補は、修了時試験に合格することが必要です。 
 ２ 工事担当者第ニ級アナログ通信、ガス溶接技能講習修了証は、校内試験に合格することが必要です。 
 ３ 第ニ種電気工事士、都屋外広告物条例に定める講習修了者、実務者研修修了証明書は、訓練修了者であることが必要です。 
※自動車車体整備科（期間短縮コース）は、一種養成施設の２級又は３級自動車整備士養成課程修了者が対象です。 
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部科目の修了時期が変更となる場合があります。 

年４回

第二種電気工事士


