
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

東京都立中央・城北職業能力開発センターでは、中小企業の社員研修や人材育

成をサポートする様々な事業を実施しています。皆様の企業でも利用してみませんか？   

社員研修は、採用後の人材育成や定着促進にもつながります。また、社員の方が直接

お申し込みできるキャリアアップ講座も多数ご用意しています。  

オンライン研修に対応した事業もありますので、ぜひご活用ください。 

 

  
 

社内の施設を使って 

講習をしたい 

 社内に施設がない、 

または足りない 

 社外で研修を 

受けさせたい 

 

 

 

自社の要望に合わせて、

講習内容を決めたい 

 能力開発センターに 

希望の講座がある 

 民間で 

希望の講座がある 

 

 

 

講師を紹介 

してほしい 

 社内に講師となる 

社員がいる 

 

 

 

 

 

現場訓練 
支援事業 

→P.2 

 

 
オーダー 
メイド講習 

→P.3 

 

人材育成 
プラザ 

(施設貸出）  

→P.3 

 

 
キャリアアップ

講習 

→P.3 

 

中小企業人材 
スキルアップ 
支援事業 

→P.2 

 

 

ご相談内容に応じて、支援メニューをご案内します。  

上記以外に「認定職業訓練」や「東京みらいの  

名工育成プログラム」などの事業があります。  

企業様を訪問しての相談もできます。 

お気軽にお問い合わせください。  
  

問 東京都立中央・城北職業能力開発センター 

  総合相談窓口 TEL：03-5800-2611 

東京都立 中央・城北職業能力開発センター 総合相談レポート 

 
まずはお電話で 

ご相談ください 



 

 

  

 

 

 

 

 

職業能力開発センターでは、都内中小企業等のご要望に応じて指導人材を紹介し、企業現場

でニーズに応じた訓練を支援しています。概要は以下のとおりです。  

詳細は、当センター 技能担当 ☎  03-5800-2611 までお問い合わせください。  

 

◆訓練時間 同一年度内 のべ４０時間まで  ※受講者 1 名から利用できます。 

（実施日数・時間帯はご要望に応じて調整します） 

◆費  用 ①支援指導者への謝金（都が２分の１を負担します）         
・指導計画書作成⇒１回の計画につき 6,600 円（企業負担3,300 円）  

・訓練実施⇒指導者１人１時間につき 7,000 円（企業負担3,500 円） 
②それ以外の経費（材料費・テキスト代）は、企業負担となります。 

 

 ◆主な事例 ・新入社員ビジネスマナー講座（２日間 14 時間、企業負担  52,300 円） 

       ・ビジネス文書講座（１日間  7 時間、企業負担  27,800 円） 

       ・Java プログラミング基礎（６日間 36 時間、企業負担 129,300 円） 

       ・建築施工管理技術検定試験準備講座（７日間 40 時間、企業負担 143,300 円） 

       ・ハウスクリーニング技能士試験対策講座（１日間  7 時間、企業負担  27,800 円） 

 

 

 

都内の中小企業等が従業員に対して行う、職業訓練（職務や業務に必要な知識や技能の習得と  

向上、又は資格等に関する訓練）に係る経費を助成します。  

◆社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金 
自社内で実施（オンライン可）、または民間の教育機関等へ派遣して行う職業訓練に係る経費を  

助成します。  

詳細は、当センター 人材育成推進担当  ☎  03-5800-2611 までお問い合わせください。  

 

◆訓練時間 １コースあたり   
●社 内 型 ス キ ル ア ッ プ 助 成 金 ：３時間以上１２時間未満 

●民間派遣型スキルアップ助成金 ：３時間以上２０時間未満 

◆助 成 額 ●社 内 型 ス キ ル ア ッ プ 助 成 金 （令和 4 年度から時間単価ＵＰ） 
助成対象受講者数×訓練時間数×７３０円（受講者２名以上） 

       ●民間派遣型スキルアップ助成金 

受講者１人１コースあたり受講料等の２分の１（上限額２０，０００円） 

◆主な条件 ・都内で行われるＯＦＦ-ＪＴ(集合して行われ、通常の業務と区別できる訓練） 

・職務に必要な専門的な 技能・知識の習得、向上を目的とする訓練等 
 ◆申請期限 研修実施月の前月 15 日（例：研修日 12/8、申請は 11/15 まで） 

 

◆社内型 活用例【第二種電気工事士（学科）試験受験対策】※オンライン実施  

    対象者：設備工事担当者  

    助成額：受講者 16 名×11 時間×730 円 ＝ １２８，４８０円   

◆民間派遣型 活用例【管理者養成研修】マネジメント力強化研修 

    対象者：新任管理職など 

    助成額：５名×20,000 円（受講料 (税抜き )の 1/2）= １００，０００円  

◆オンラインスキルアップ助成金は、産業労働局 雇用就業部 能力開発課 ☎ 03-5320-4718 

 



 

 

  

 

 

 

オーダーメイド講習は、職業能力開発センター・各校の訓練設備を使用して、企業様のご要

望に応じて実施する短期の講習です。  

詳細は、センター・各校までお問い合わせください。  

◆受講者数 ３名以上 

◆訓練時間 １４～２４時限（1 時限は 45 分） 

◆費  用 ・研修内容により 1 名 900～6,500 円  ・テキストの実費 

 

 【このような講習が実施できます】 

 ◆汎用旋盤・フライス盤   ◆NC プログラミング  ◆TIG 溶接 

◆AutoCAD  ◆DTP  ◆ Illustrator、Photoshop   

 ◆ネットワークセキュリティ技術   ◆コミュニケーション向上  

 ◆衛生管理者、介護福祉士、電気工事士、施工管理技士など各種受験対策  

 ※上記以外にもキャリアアップ講習の科目内容は対応可能です。  

 

主に中小企業で働いている方を対象として、平日の夜間や土日祝日に、スキルアップや資格  

試験受験対策等のための多様な短期講習を行っています。  

今回は１２月募集からピックアップして科目をご紹介します。   

【高年齢者校】  

高年齢者のための Excel 実践編（関数ﾃｸﾆｯｸ）２～３月実施  授業料 6,500 円  

【赤羽校】 

WordPress による Web サイト制作  ３月実施 授業料 6,500 円  

全時限をオンラインで受講できるキャリアアップ講座も開催中です。  

お手持ちのスマートフォン・タブレット・パソコンを利用して、  

Zoomウェビナーでどこでも受講できます。 
 

中央・城北職業能力開発センター、板橋校では中小企業や事業主団体等が行う教育訓練や社員  

研修に対し、教室、実習場、パソコン室の施設を無料で貸出しています。  

会場使用料は無料ですが、OA 機器使用料や電灯代などの実費はご負担いただきます。  

詳細については、下記までお問い合わせください。  

 

 
施 設 名 

中央・城北 

職業能力開発センター 
板 橋 校 

 

貸出施設  
第１～３教室  

ＯＡ実習室、多目的実習場  

第２～３教室  

パソコン室、実習場  

電話番号  03-5800-3420 03-3967-5421 

 

 

現在募集中の 

科目はこちら↓ 



 

 

 

 

 

 

 

中央・城北職業能力開発センター・板橋校・赤羽校の訓練生は、６か月～２年

の職業訓練を受けて就職に必要な知識・技術・技能だけでなく、職業人とし

ての心構えや仕事に対する姿勢などを学んでいます。  

企業の皆様からの求人を随時受け付けております。ご興味をお持ちの方は、

ご希望科目を実施しているセンター・各校までお気軽にご連絡ください。  

※高年齢者校の求人は、ハローワークへお申し込みください。  

 

 

校    名 訓 練 科 目 期 間 

東京都立中央・城北職業能力開発センター 

〒112-0004 

文京区後楽 1-9-5 

 
☎ 03-5800-2611 
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/chuo/ 

パソコングラフィック  １年  

マルチプリンティング  １年  

ＤＴＰ  ６か月  

メディアプロモーション  ６か月  

ＯＡシステム開発  １年  

介護サービス  ６か月  

 高年齢者校 

〒169-0073 
新宿区百人町 3-25-1  
サンケンビルヂング  
☎ 03-3227-5951 
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/kounenrei/ 

和装技術  １年  

内装施工  ６か月  

ビル管理  ６か月  

ホテル・レストランサービス  ６か月  

※高年齢者校の求人は、ハローワークへ  
お申し込みください。  

 板橋校 

〒174-0041  

板橋区舟渡 2-2-1 

 

 

☎ 03-3966-4131 

 

自動車車体整備  ２年  

自動車車体整備(期間短縮ｺｰｽ) １年  

ＩｏＴシステム  １年  

ネットワークプログラミング  １年  

サイン・ディスプレイ  １年  

機械加工  ２年  

プラスチック成形・デザイン  ６か月  

三次元ＣＡＤ  ６か月  

介護サービス  ６か月  

実務作業  １年  

 赤羽校 

〒115-0056  

北区西が丘 3-7-8  

 

☎ 03-3909-8333 

 

電気工事  １年  

環境空調サービス  １年  

測量設計  １年  

Ｗｅｂ設計  １年  

建築ＣＡＤ  ６か月  

電気設備保全  ６か月  

 

発行／東京都立中央・城北職業能力開発センター人材育成課   

〒112-0004 文京区後楽 1-9-5 ☎ 03-5800-2611(代 )                          


