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その他の公共職業訓練等（民間委託訓練）



科目一覧

その他の公共職業訓練等（民間委託訓練）



●2020年4月生、7月生、10月生、2021年1月生の訓練期間中に
保育サービスの提供を予定しています。対象や保育サービス
内容の詳細は、募集時に発行される『訓練期間中の保育サー
ビス提供のご案内』リーフレット又は「TOKYOはたらくネット」
をご確認ください。

訓練期間中の保育サービスは？

●原則、自動車やバイクでの通校はできません。

通学に自動車は使えますか？

●教科書、作業服代は自己負担となります。
●1年コースと2年コースの生徒は、通学定期券、学生割引乗車
券の適用があります。

●ハローワーク（公共職業安定所）の受講指示を受けて入校し
た方には、雇用保険の失業給付又は訓練手当の支給があり
ます。また、ハローワーク（公共職業安定所）で求職者支援制
度の支援指示を受けて入校した方には、一定の要件を満たし
た場合、職業訓練受講給付金の支給があります。いずれも、
詳細は住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）に
お問い合わせください。（P47参照）

●授業料が有料の科目には、技能者育成資金（令和元年度は、
年額260,000円～310,000円）の融資制度があります。

●その科目に必要な習得能力と意欲があれば、学歴は問いません。
●ただし、自動車整備工学科は、学校教育法による高等学校を
卒業した方又はそれと同等以上の方です。

●原則、受講開始日から遡って1年以内に公共職業訓練及び求職
者支援訓練の実践コースを受講したことのない方が対象です。

●午前9時05分から午後4時45分までです。
●土・日曜日・祝日は原則休校日です。
　夏季休業（2週間）、冬季休業（12日間）、春季休業（10日間）が
あります。
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入校年月 募集期間 選考日 訓練日程（予定） 見学会（予定）

2020年

4月生 1月8日～2月4日 2月12日・13日・14日

（2年訓練）
2020年4月6日～2022年3月25日

1月9日・16日・23日・30日

（1年訓練）
2020年4月6日～2021年3月25日
（6か月訓練）
2020年4月6日～2020年9月29日
（4か月訓練）
2020年4月6日～2020年7月22日
（3か月訓練）
2020年4月6日～2020年6月26日

6月生
（※） 4月6日～5月7日 5月15日

（6か月訓練）
2020年6月1日～2020年11月26日 4月16日・23日（4か月訓練）
2020年6月1日～2020年9月29日

7月生 4月24日～5月25日 6月3日
（6か月訓練）
2020年7月1日～2020年12月25日 5月14日・21日（3か月訓練）
2020年7月1日～2020年9月29日

8月生
（※） 6月1日～7月2日 7月10日

（6か月訓練）
2020年8月11日～2021年1月28日 6月11日・18日（4か月訓練）
2020年8月11日～2020年11月26日

10月生 6月22日～7月22日 8月18日・19日

（1年訓練）
2020年10月1日～2021年9月24日

7月2日・9日・16日
（6か月訓練）
2020年10月1日～2021年3月25日
（4か月訓練）
2020年10月1日～2021年1月28日
（3か月訓練）
2020年10月1日～2020年12月25日

12月生
（※） 10月1日～11月5日 11月13日

（6か月訓練）
2020年12月1日～2021年5月26日 10月8日・15日（4か月訓練）
2020年12月1日～2021年3月25日

2021年

1月生 10月23日～11月24日 12月2日
（6か月訓練）
2021年1月7日～2021年6月25日 10月29日・11月12日（3か月訓練）
2021年1月7日～2021年3月25日

2月生
（※） 12月3日～1月7日 1月15日

（6か月訓練）
2021年2月1日～2021年7月26日 12月10日・17日（4か月訓練）
2021年2月1日～2021年5月26日

4月生 1月6日～2月5日 2月16・17・18日 2020年12月下旬頃公表予定 2021年1月14日・21日・28日・2月4日
【注】ジョブセレクト科及び実務作業科は除く。
【注】東京都障害者職業能力開発校は除く。
※は、住宅内外装仕上科、エンジニア基礎養成科及び電気制御基礎養成科のみ。

【見学会について】
・指定された日の午後2時集合（予約不要）
・募集期間中には、募集科目の見学会を行っています。
・募集科目以外の科目の見学を希望される場合は、管轄の職業能力開発センター（校）にお問い
　合わせください。
（お問い合わせ先は裏表紙参照）
・上記の日程の他、2020年2月27日、2020年8月27日・2021年3月4日にも実施予定です。

募集期間 選考日
推薦入校選考Ⅰ

（高等学校卒業見込みの生
徒向け）

2020年9月7日～
2020年10月5日 2020年10月14日

推薦入校選考Ⅱ
（中学校卒業見込みの生徒

向け）

2020年12月3日～　
2021年1月12日 2021年1月20日

入校年月 募集期間 選考日 訓練期間

2020年

4月生 2月13日～3月12日 3月16日 2020年4月6日～2020年5月29日
5月生 3月16日～4月13日 4月15日 2020年5月1日～2020年6月29日
6月生 4月14日～5月14日 5月18日 2020年6月1日～2020年7月22日
7月生 5月15日～6月15日 6月18日 2020年7月1日～2020年8月31日
9月生 7月15日～8月14日 8月18日 2020年9月1日～2020年10月27日
10月生 8月17日～9月14日 9月18日 2020年10月1日～2020年11月26日
11月生 9月15日～10月13日 10月16日 2020年11月2日～2020年12月25日
12月生 10月14日～11月13日 11月18日 2020年12月1日～2021年1月28日

2021年
1月生 11月16日～12月14日 12月18日 2021年1月7日～2021年2月26日
2月生 12月15日～1月15日 1月20日 2021年2月1日～2021年3月25日
4月生 2月15日～3月12日 3月16日 2020年12月下旬頃公表予定



入校年月 募集期間 選考日 訓練日程（予定） 見学会（予定）

2020年

4月生 1月8日～2月4日 2月12日・13日・14日
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1月生 10月23日～11月24日 12月2日
（6か月訓練）
2021年1月7日～2021年6月25日 10月29日・11月12日（3か月訓練）
2021年1月7日～2021年3月25日

2月生
（※） 12月3日～1月7日 1月15日

（6か月訓練）
2021年2月1日～2021年7月26日 12月10日・17日（4か月訓練）
2021年2月1日～2021年5月26日

4月生 1月6日～2月5日 2月16・17・18日 2020年12月下旬頃公表予定 2021年1月14日・21日・28日・2月4日
【注】ジョブセレクト科及び実務作業科は除く。
【注】東京都障害者職業能力開発校は除く。
※は、住宅内外装仕上科、エンジニア基礎養成科及び電気制御基礎養成科のみ。

【見学会について】
・指定された日の午後2時集合（予約不要）
・募集期間中には、募集科目の見学会を行っています。
・募集科目以外の科目の見学を希望される場合は、管轄の職業能力開発センター（校）にお問い
　合わせください。
（お問い合わせ先は裏表紙参照）
・上記の日程の他、2020年2月27日、2020年8月27日・2021年3月4日にも実施予定です。

募集期間 選考日
推薦入校選考Ⅰ

（高等学校卒業見込みの生
徒向け）

2020年9月7日～
2020年10月5日 2020年10月14日

推薦入校選考Ⅱ
（中学校卒業見込みの生徒

向け）

2020年12月3日～　
2021年1月12日 2021年1月20日

入校年月 募集期間 選考日 訓練期間

2020年

4月生 2月13日～3月12日 3月16日 2020年4月6日～2020年5月29日
5月生 3月16日～4月13日 4月15日 2020年5月1日～2020年6月29日
6月生 4月14日～5月14日 5月18日 2020年6月1日～2020年7月22日
7月生 5月15日～6月15日 6月18日 2020年7月1日～2020年8月31日
9月生 7月15日～8月14日 8月18日 2020年9月1日～2020年10月27日
10月生 8月17日～9月14日 9月18日 2020年10月1日～2020年11月26日
11月生 9月15日～10月13日 10月16日 2020年11月2日～2020年12月25日
12月生 10月14日～11月13日 11月18日 2020年12月1日～2021年1月28日

2021年
1月生 11月16日～12月14日 12月18日 2021年1月7日～2021年2月26日
2月生 12月15日～1月15日 1月20日 2021年2月1日～2021年3月25日
4月生 2月15日～3月12日 3月16日 2020年12月下旬頃公表予定



ⅠｏＴシステム 板橋(30) ４月 19おおむね30歳以下 １年 学力検査

メディアプロモーション

7月

4・7・10月

※有料、無料とは授業料等のことです（授業料については、5ページの「Q 授業料は？」をご覧ください）。
※有料の科目は、高等学校卒業程度の基礎学力のある方を対象としています（機械加工を除く）。
※「おおむね30歳以下」のおおむねとは、後5歳までの幅を見込んでおり、35歳以下の方を対象としています。
※「おおむね50歳以上」のおおむねとは、前5歳までの幅を見込んでおり、45歳以上の方を対象としています。
※「30歳未満」の方が対象の科目は、これまでに仕事をしたことがない方や、就業経験の少ない方向けの訓練内容となっています。
※学力検査：高等学校卒業程度の国語及び数学(過去の出題はP27～28参照)。筆記試験：義務教育修了程度の国語及び数学(過去の出題はP31～32参照)。
なお、選考では学力検査や筆記試験といった学科試験に加えて、面接が実施されます(面接のみの科目もあります。また、体力検査を実施する科目もあります)。
※入校時期の「年6回」とは、4、6、8、10、12、2月の6回です。また、入校時期の「年10回」とは4、5、6、7、9、10、11、12、1、2の10回です。
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板橋／25名／0.2／4月
江戸川／25名／0.2／4月

江戸川／30名／0.2／4月
八王子／30名／0.2／4月

板橋／30名／0.2／4月

江戸川／30名／0.8／4月
八王子／30名／1.3／4月

大田／25名／0.2／4月

大田／15名／1.1／4・10月

城東／15名②／0.9／4・7・10・1月

板橋／30名③／0.8／4・10月
多摩／30名③／1.3／4・10月

板橋／25名③／0.3／4・10月

多摩／10名／0.2／4・10月

板橋／21名／―／4月

多摩／15名／0.1／4・10月

大田／15名②／0.5／4・7・10月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。 ※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。

三次元CADの操作の基本と、設計に必要なモデリング・
組立・解析・力学等の知識技能



板橋／25名／0.2／4月
江戸川／25名／0.2／4月

江戸川／30名／0.2／4月
八王子／30名／0.2／4月

板橋／30名／0.2／4月

江戸川／30名／0.8／4月
八王子／30名／1.3／4月

大田／25名／0.2／4月

大田／15名／1.1／4・10月

城東／15名②／0.9／4・7・10・1月

板橋／30名③／0.8／4・10月
多摩／30名③／1.3／4・10月

板橋／25名③／0.3／4・10月

多摩／10名／0.2／4・10月

板橋／21名／―／4月

多摩／15名／0.1／4・10月

大田／15名②／0.5／4・7・10月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。 ※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。

三次元CADの操作の基本と、設計に必要なモデリング・
組立・解析・力学等の知識技能



城南／30名／0.3／4月

城南／30名／1.0／4月
城東／30名／0.6／4月

大田／30名／0.4／4月

多摩／30名／0.2／4月

赤羽／20名／0.8／4月

板橋／30名／0.7／4月

赤羽／30名／0.5／4月

高年齢者／30名③／1.1／4・10月

城東／10名①／1.1／年6回

城南／15名②／1.4／4・7・10・1月

多摩／15名②／1.4／4・7・10・1月

江戸川／15名②／1.1／4・7・10・1月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です(Ｐ4参照)。



城南／30名／0.3／4月

城南／30名／1.0／4月
城東／30名／0.6／4月

大田／30名／0.4／4月

多摩／30名／0.2／4月

赤羽／20名／0.8／4月

板橋／30名／0.7／4月

赤羽／30名／0.5／4月

高年齢者／30名③／1.1／4・10月

城東／10名①／1.1／年6回

城南／15名②／1.4／4・7・10・1月

多摩／15名②／1.4／4・7・10・1月

江戸川／15名②／1.1／4・7・10・1月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です(Ｐ4参照)。



城南／15名②／0.2／4・7・10・1月

多摩／20名②／1.3／4・10月

赤羽／30名③／1.8／4・10月

城東／30名③／0.4／4・10月

城東／30名／1.2／4・10月
多摩／30名／1.1／4・10月
高年齢者／30名／1.8／7月

多摩／30名／1.6／4・10月

城南／30名／0.7／4・10月

　中央・城北職業能力開発センター赤羽校環境
空調サービス科では、エアコンや冷凍設備等の
施工・メンテナンスに関する知識、や技術・技能
を身に着け、就職することを目的としています。
　技能五輪全国大会（後援 厚生労働省、都道
府県他）は、青年技能者の日本一を競う競技大
会です。平成30年度の技能五輪全国大会東京
都予選会では、冷凍空調技術職競技の予選会を
優秀な成績で突破し、令和元年度の技能五輪全
国大会（愛知県）の東京代表として出場しまし
た。
＜コメント＞
　技能五輪東京予選の取り組みでは、クラスの
誰よりも練習に励み、予選を突破することがで
きました。日ごろの訓練の成果が発揮できてよ
かったと思います。全国大会では、東京の代表
というプレッシャーの中で競技に取り組みまし
た。これまでやってきた技術が全国に通用した
ことがとてもうれしかったです。大会出場の経
験を今後の仕事に活かしたいと思います。

　城東職業能力開発センター若年者就業支援科
（塗装コース）では、金属塗装、木工塗装、建築塗
装と３つの塗装を学び、さまざまな物を塗装す
る技能・知識を身につけ、就職することを目的と
しています。
　東京都立職業能力開発センターものづくり競
技会は、生徒の技能者としての能力を高め、技能
の重要性を認識する機会とするため、毎年、機械
加工系や自動車整備系などの４部門で開催され
ています。
　平成30年度の競技会では、金属塗装部門で当
科の生徒が総合優勝しました。この部門では、金
属製品をエアスプレーガンで吹き付ける塗装技
術や指定された色を作る調色技術を競います。
訓練では、競技会に向けた練習を行い、光沢や塗
り肌の向上、色差を見る力の向上に努めました。
　競技会をはじめ技能照査、各訓練課題を通し
て技能向上に励んでいます。
［がんばってます！］
　表彰式で、自分の名前がよばれた時はびっく
りしました。他校との競技会ということもあり、
緊張もありましたが、日頃の訓練の成果が発揮
できてよかったです。いい経験ができましたし、
自信にもなりました！今は、木工塗装会社でペ
インターとして働いています。

東京都観光菊花大会のポスター制作 第57回 技能五輪全国大会

　中央・城北職業能力開発センターパソコング
ラフィック科は、印刷業界のDTP関連職種に就
職するために、デジタルカメラによる撮影、パソ
コンによる画像処理、レイアウト等の紙面構成
の技術を習得する、概ね30歳以下を対象とした
若年者向けの科目です。
　特にポスターやカレンダー等のデザイン構成
に力を入れており、訓練の一環として「東京都観
光菊花大会」のポスター制作の実習を行ってい
ます。
　本大会は、大正４年から開催され、質・量とも
に日本屈指と評される菊花展であり、代表とし
て選ばれた生徒作品は、広く都民の目に触れる
ことになります。
　生徒は、ポスターを制作する中で、訓練で培っ
た技術をさらに磨き、大きく成長します。
　パソコングラフィック科では、他にも訓練で
習得した技術を発揮できる様々な機会を設けて
います。ご興味がある方は、是非当センターにご
連絡ください。皆様のご入校をお待ちしていま
す。

東京都立職業能力開発センター ものづくり競技会

若年者就業支援科（塗装コース）
平成30年度　東京都立職業能力開発センター
ものづくり競技会（金属塗装部門） 総合優勝

練習中の様子

環境空調サービス科修了生
平成30年度 技能五輪全国大会東京都予選突破
令和元年度 第57回技能五輪全国大会（冷凍空
調技術職）東京都代表出場

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。

※応募倍率は平成31年4月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。ただし、高年齢者校で実施するビル管理科の応募倍率は令和元年7月のものです。



城南／15名②／0.2／4・7・10・1月

多摩／20名②／1.3／4・10月

赤羽／30名③／1.8／4・10月

城東／30名③／0.4／4・10月

城東／30名／1.2／4・10月
多摩／30名／1.1／4・10月
高年齢者／30名／1.8／7月

多摩／30名／1.6／4・10月

城南／30名／0.7／4・10月

　中央・城北職業能力開発センター赤羽校環境
空調サービス科では、エアコンや冷凍設備等の
施工・メンテナンスに関する知識、や技術・技能
を身に着け、就職することを目的としています。
　技能五輪全国大会（後援 厚生労働省、都道
府県他）は、青年技能者の日本一を競う競技大
会です。平成30年度の技能五輪全国大会東京
都予選会では、冷凍空調技術職競技の予選会を
優秀な成績で突破し、令和元年度の技能五輪全
国大会（愛知県）の東京代表として出場しまし
た。
＜コメント＞
　技能五輪東京予選の取り組みでは、クラスの
誰よりも練習に励み、予選を突破することがで
きました。日ごろの訓練の成果が発揮できてよ
かったと思います。全国大会では、東京の代表
というプレッシャーの中で競技に取り組みまし
た。これまでやってきた技術が全国に通用した
ことがとてもうれしかったです。大会出場の経
験を今後の仕事に活かしたいと思います。

　城東職業能力開発センター若年者就業支援科
（塗装コース）では、金属塗装、木工塗装、建築塗
装と３つの塗装を学び、さまざまな物を塗装す
る技能・知識を身につけ、就職することを目的と
しています。
　東京都立職業能力開発センターものづくり競
技会は、生徒の技能者としての能力を高め、技能
の重要性を認識する機会とするため、毎年、機械
加工系や自動車整備系などの４部門で開催され
ています。
　平成30年度の競技会では、金属塗装部門で当
科の生徒が総合優勝しました。この部門では、金
属製品をエアスプレーガンで吹き付ける塗装技
術や指定された色を作る調色技術を競います。
訓練では、競技会に向けた練習を行い、光沢や塗
り肌の向上、色差を見る力の向上に努めました。
　競技会をはじめ技能照査、各訓練課題を通し
て技能向上に励んでいます。
［がんばってます！］
　表彰式で、自分の名前がよばれた時はびっく
りしました。他校との競技会ということもあり、
緊張もありましたが、日頃の訓練の成果が発揮
できてよかったです。いい経験ができましたし、
自信にもなりました！今は、木工塗装会社でペ
インターとして働いています。

東京都観光菊花大会のポスター制作 第57回 技能五輪全国大会

　中央・城北職業能力開発センターパソコング
ラフィック科は、印刷業界のDTP関連職種に就
職するために、デジタルカメラによる撮影、パソ
コンによる画像処理、レイアウト等の紙面構成
の技術を習得する、概ね30歳以下を対象とした
若年者向けの科目です。
　特にポスターやカレンダー等のデザイン構成
に力を入れており、訓練の一環として「東京都観
光菊花大会」のポスター制作の実習を行ってい
ます。
　本大会は、大正４年から開催され、質・量とも
に日本屈指と評される菊花展であり、代表とし
て選ばれた生徒作品は、広く都民の目に触れる
ことになります。
　生徒は、ポスターを制作する中で、訓練で培っ
た技術をさらに磨き、大きく成長します。
　パソコングラフィック科では、他にも訓練で
習得した技術を発揮できる様々な機会を設けて
います。ご興味がある方は、是非当センターにご
連絡ください。皆様のご入校をお待ちしていま
す。

東京都立職業能力開発センター ものづくり競技会

若年者就業支援科（塗装コース）
平成30年度　東京都立職業能力開発センター
ものづくり競技会（金属塗装部門） 総合優勝

練習中の様子

環境空調サービス科修了生
平成30年度 技能五輪全国大会東京都予選突破
令和元年度 第57回技能五輪全国大会（冷凍空
調技術職）東京都代表出場

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。

※応募倍率は平成31年4月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。ただし、高年齢者校で実施するビル管理科の応募倍率は令和元年7月のものです。



赤羽／30名／0.9／4月
城南／30名／0.2／4月
城東／30名／0.5／4月
多摩／30名／0.6／4月

八王子／30名／0.5／4月

八王子／20名／0.7／4・7・10・1月

城東／15名②／2.3／4・7・10・1月

府中／30名③／0.7／4・10月

府中／30名／0.2／4月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。



赤羽／30名／0.9／4月
城南／30名／0.2／4月
城東／30名／0.5／4月
多摩／30名／0.6／4月

八王子／30名／0.5／4月

八王子／20名／0.7／4・7・10・1月

城東／15名②／2.3／4・7・10・1月

府中／30名③／0.7／4・10月

府中／30名／0.2／4月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。



メディアプロモーション 印刷会社（メディア関連会社）等の企
画部門・販売促進部門

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 中央・城北/30名③/－/４・10月

城東／10名／0.5／4・10月

中央・城北／30名③／0.2／4・10月

中央・城北／30名③／1.9／4・10月

中央・城北／30名／2.0／4月

赤羽／30名／2.5／4月

板橋／30名／1.1／4月

中央・城北／30名／0.5／4月
城南／30名／0.6／4月

ⅠｏＴシステム 主な就職先

実施校 ／定員 ／ 応募倍率 ／ 入校時期

ⅠｏＴ関連会社の情報処理部門

板橋／30名／－／4月
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

多摩／30名／0.2／4月

城南／10名／0.0／4・10月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。



メディアプロモーション 印刷会社（メディア関連会社）等の企
画部門・販売促進部門

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 中央・城北/30名③/－/４・10月

城東／10名／0.5／4・10月

中央・城北／30名③／0.2／4・10月

中央・城北／30名③／1.9／4・10月

中央・城北／30名／2.0／4月

赤羽／30名／2.5／4月

板橋／30名／1.1／4月

中央・城北／30名／0.5／4月
城南／30名／0.6／4月

ⅠｏＴシステム 主な就職先

実施校 ／定員 ／ 応募倍率 ／ 入校時期

ⅠｏＴ関連会社の情報処理部門

板橋／30名／－／4月
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

多摩／30名／0.2／4月

城南／10名／0.0／4・10月

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。



城東／30名／2.7／4月

高年齢者／30名／2.3／4月

八王子／15名②／0.9／4・10月

／4・7・10・1月

中央・城北／15名②／1.5
板　　橋  ／15名②／0.5
城　　南 ／15名②／1.0

江戸川／15名②／1.2
八王子／15名②／1.3
府　中／15名②／1.4

城東／15名②／1.1／4・10月

江戸川／25名／0.3／4月

大田／30名③／1.4／4・10月
多摩／30名③／1.6／4・10月

城南／30名③／0.8／4・10月

高年齢者／30名／1.0／4・10月

職業訓練は、男性向けのイメージが強く、一見女性に不向きと思われがちですが、
実は、多くの女性が訓練を受け、就職後も活躍しています。

当科では、鉄をはじめステンレス鋼やアルミ
ニウム合金などの溶接に必要な基本の知識
と技能について学びます。溶接作業は、危険・
きつい・きたない等の3Kのイメージがあるか
も知れませんが、最近の現場では、クリーン
で清潔な環境が要求され、整理・整頓・清掃・
清潔・躾の5S活動を実施しています。
溶接士を目指す女性も多く、ものづくり現場
では、女性の修了生が「溶接女子」として、第
一線で活躍しており業界も応援しています。

溶接科（11ページ）
福祉分野への進路を考えるなかで、福祉用具
専門相談員の仕事に興味を持つ女性が増え
てきています。この仕事では介護を必要とす
る人や介護をする家族と直接コミュニケー
ションをとる機会も多いため、物腰柔らかく、
話をきちんと聞ける女性が歓迎されやすい
一面があるといわれ、今後、女性相談員の需
要はさらに伸びていくことが予想されます。
当科では、福祉用具の取り扱い・メンテナン
ス、介護、福祉住環境、介護・医療保険につい
ての知識を幅広く実践的に学びます。

介護福祉用具科（20ページ）内装施工科（13ページ）
当科では、内装仕上げ作業の中でも特に壁紙
張り作業、内装床張り作業、襖の張替え作業
を中心に行い、技能者として必要な実務的知
識と技能の習得を目指します。科目創設以
来、入校生の約３割が女性となっており、コ
ンスタントに女性に人気があります。ホテル
営繕や内装工事会社などに就職しており、内
装職人として女性も活躍しています。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。



城東／30名／2.7／4月

高年齢者／30名／2.3／4月

八王子／15名②／0.9／4・10月

／4・7・10・1月

中央・城北／15名②／1.5
板　　橋  ／15名②／0.5
城　　南 ／15名②／1.0

江戸川／15名②／1.2
八王子／15名②／1.3
府　中／15名②／1.4

城東／15名②／1.1／4・10月

江戸川／25名／0.3／4月

大田／30名③／1.4／4・10月
多摩／30名③／1.6／4・10月

城南／30名③／0.8／4・10月

高年齢者／30名／1.0／4・10月

職業訓練は、男性向けのイメージが強く、一見女性に不向きと思われがちですが、
実は、多くの女性が訓練を受け、就職後も活躍しています。

当科では、鉄をはじめステンレス鋼やアルミ
ニウム合金などの溶接に必要な基本の知識
と技能について学びます。溶接作業は、危険・
きつい・きたない等の3Kのイメージがあるか
も知れませんが、最近の現場では、クリーン
で清潔な環境が要求され、整理・整頓・清掃・
清潔・躾の5S活動を実施しています。
溶接士を目指す女性も多く、ものづくり現場
では、女性の修了生が「溶接女子」として、第
一線で活躍しており業界も応援しています。

溶接科（11ページ）
福祉分野への進路を考えるなかで、福祉用具
専門相談員の仕事に興味を持つ女性が増え
てきています。この仕事では介護を必要とす
る人や介護をする家族と直接コミュニケー
ションをとる機会も多いため、物腰柔らかく、
話をきちんと聞ける女性が歓迎されやすい
一面があるといわれ、今後、女性相談員の需
要はさらに伸びていくことが予想されます。
当科では、福祉用具の取り扱い・メンテナン
ス、介護、福祉住環境、介護・医療保険につい
ての知識を幅広く実践的に学びます。

介護福祉用具科（20ページ）内装施工科（13ページ）
当科では、内装仕上げ作業の中でも特に壁紙
張り作業、内装床張り作業、襖の張替え作業
を中心に行い、技能者として必要な実務的知
識と技能の習得を目指します。科目創設以
来、入校生の約３割が女性となっており、コ
ンスタントに女性に人気があります。ホテル
営繕や内装工事会社などに就職しており、内
装職人として女性も活躍しています。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。○数字は優先枠数です（Ｐ4参照）。



府中／15名／1.3／4・7・10・1月

江戸川／20名／0.4／4・7・10・1月
府中／20名／0.3／4・7・10・1月

城南／20名／1.1／4・7・10・1月

城東／10名／0.6／年6回

多摩／10名／0.2／年6回

城東／5名／2.2／年10回
多摩／5名／0.8／年10回

ⅠｏＴシステム(P19)

メディアプロモーション(P18)

※年10回入校（４月、5月、６月、7月、9月、10月、11月、12月、1月、2月）
※修了後、他の公共職業訓練を連続して受講することが可能です。

※応募倍率は平成31年４月のもので、一般選考の応募者より算出したものです。
※「30歳未満」の方が対象の科目は、これまでに仕事をしたことがない方や、就業経験の少ない方向けの訓練内容となっています。
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● 職業能力開発センター（校）の一般科目で訓練を受けることが困難な障害者の方のための職業訓
　 練を実施しています。東京障害者職業能力開発校には、身体障害者で通うことが困難な方のため
　 に、寮の設備もあります。

● 入校の申込みは、お住まいを所管するハローワーク（公共職業安定所）へ事前相談の上で、所定の
　 用紙による入校願書等を提出してください。
　 （用紙は、東京障害者職業能力開発校、中央・城北職業能力開発センター板橋校、城南職業能力開
　 発センター、城東職業能力開発センター及びハローワークにあります。）

● 中・高・特別支援学校（盲・ろう・養護）を３月に卒業予定の方は、進路指導の先生とご相談の上、学 
　 校単位で一括し学校の所在地を所管するハローワークへ提出してください。

● 詳細は、東京障害者職業能力開発校へお問い合わせください。
　 （TEL：042-341-1427）

● 軽度の知的障害者向けの訓練「実務作業科」については、中央・城北職業能力開発センター板橋校、
　 城南職業能力開発センター、城東職業能力開発センターへお問い合わせください。
　 （中央・城北職業能力開発センター板橋校　TEL：03-3966-4131）
　 （城南職業能力開発センター TEL：03-3472-3411）
　 （城東職業能力開発センター TEL：03-3605-6140）
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※平成31年度は、OA実務科は、社会福祉法人日本視覚障害者職能開発センター（新宿区四谷本塩町2-5）に委託しています。（参考）   
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訓練施設まで通所が困難な都内在住の障害者等の方を対象に、在宅でインターネットを通じてIT技能の習得を図ります。

公益財団法人東京しごと財団障害者就業支援課委託訓練推進班へ
 〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター８階
 TEL 03（5211）2683　FAX 03（5211）2680　https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

【4月入校】
１月7日～1月30日

【6月入校】
3月30日～4月10日

【7月入校】
4月23日～5月13日

【9月入校】
6月25日～7月8日

【10月入校】
7月28日～８月11日

【11月入校】
８月31日～９月11日

【12月入校】
9月29日～10月12日

【1月入校】
10月26日～11月9日
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東京障害者職業能力開発校のみ（訓練期間６か月の赤羽校は対象外です）
学校教育法による高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の者
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※令和3年4月より、「大田区羽田旭町10-11」で実施（移転）する予定です
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