
＜当日のスケジュール＞  

10:00 中央・城北職業能力開発センター    

ガイダンス、見学（２科目）  

（徒歩で移動）  

11:45 高年齢者校見学（２科目）  

12:15 ～  13:10 昼食  

（バスで移動）  

13:50 赤羽校見学（４科目）  

（バスで移動）  

15:10 板橋校見学（５科目）  

17:00 解散  

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                             

 
 
  

 

 
 

 

 

 

都立中央・城北職業能力開発センター、高年齢者校、板橋校、赤羽校は、８月１日（水）に、

「職業訓練に直接触れる〝バスツアー″」を開催し、高校生とその保護者の方、進路指導担当の

先生など、１８名の方々にご参加いただきました。  

参加の皆さまからは「訓練の内容がよく理解できた」

「興味・関心を持った訓練科目を見つけた」など、概ね

好評をいただきました。  

皆さまが「ものづくりの仕事」に関心を深め、「やり

がいのある仕事」「長く続けられる仕事」に出会ってい

ただけるよう、今後とも、バスツアーを継続して実施し

てまいりたいと考えています。  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 ○技能祭（実施日は開催場所ごとに異なります） 

 地域との交流を深め、職業訓練で製作した作品の展示やものづくり体験などを通じて、都民の

皆様に技術や技能の魅力をお伝えするため、都立職業能力開発センターにて「技能祭」を開催！ 

・中央・城北職業能力開発センター  １１月９日（金） ・高年齢者校  １１月１３日（火） 

・板  橋  校  １１月 ３日（土・祝）               ・赤  羽  校  １１月 3 日（土・祝）  

いずれも午前 10 時から午後 3 時まで。（各開催場所アクセスは４ページ参照）  

  

○ものづくり企業就職セミナー（11 月 26 日） 

若年者向けに、ものづくりの魅力をテーマに開催！  

〔日時・場所〕１１月２６日（月）１３：３０～ 東京しごとセンター飯田橋で開催  

〔講師〕欧文印刷株式会社 代表取締役社長 和田美佐雄氏  

〔対象〕４４歳以下の方(求職者・学生・ものづくり企業に関心のある方) 

※申込みは、電話で。東京しごとセンターヤングコーナー  

☎０３－５２１１－２８５１（１０月１９日（金）受付開始予定）  

 -１- 

なか・きた通信 
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職業能力開発センターは、中小企業の 

人材育成・確保を応援しています！ 

 

参加企業募集中 

ものづくりの仕事を目指す人のための 

「職業訓練」に直接触れる〝バスツアー″を開催しました！ 

当センター主催 秋のイベント 

次回は来年２月頃の開催を予定しています！  

当センター・校では、就職に向け

て必要な知識・技能を習得していた

だくための職業訓練を行っていま

す。 

企業様に人材を少しでも多く供給

できるよう職業訓練の PR にご協力

いただけると幸いです。 

http://blog.goo.ne.jp/illust-amembow/e/f0dd505709b94c172752a8be40aaf2d0


対象 都内の中小企業・中小企業団体等
人数 1名以上

訓練時間 同一年度内に延べ４０時間まで

費用
以下の謝金を企業と都が半額ずつ講師に支払います。
・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）
・訓練実施⇒講師１名・１時間につき6,800円（企業負担3,400円）

教科書等 講習開始までに材料、教科書等を準備していただく場合があります

対象 都内の中小企業・中小企業団体等
人数 5名以上

講習時限 14～24時限(1時限＝45分)
授業料 900～6,500円(1名あたり)
教科書 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

ＣＡＤ製図（赤羽校） 

 

 

 

 

現場訓練支援事業    

中小企業等のご要望に応じて、企業の現場に講師が出向いて行う訓練です。企業の現場

で、実践的な訓練ができます。当センターへお問合せください（℡ 03-5800-2611）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

オーダーメイド講習    

センター・校の訓練設備や講師を活用し、中小企業等のご要望に応じて行う短期講習で

す。実施時期・内容をアレンジできます。センター・校へお問合せください（４ページ）。 

 

 

 

 

 

 

  

東京都職業訓練助成金  

中小企業等が実施する、短時間の訓練の経費について助成金を支給します。当センター

へお問合せください（℡ 03-5800-2611）。 

 

対 象 中小企業または中小企業の団体等（その他要件あり） 

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） 

▶職業に必要となる専門的な技能・知識の習得もしくは向上を目的とする訓練 

▶受講者が１人以上（自ら企画し実施する訓練は２人以上）の訓練 

訓練時間 

（１コースあたり） 

▶事業主が自ら企画し実施する訓練：６時間以上１２時間未満 

▶教育機関に派遣して実施する訓練：６時間以上２０時間未満 

支給額 
▶事業主が自ら企画し実施する訓練：１人１時間あたり４３０円（上限あり） 

▶教育機関に派遣して実施する訓練：１人１コースあたり受講料等の２分の１（１５，０００円を上限） 

 

 

-２- 

人材育成 従業員のスキルアップをお手伝いします 

 

 

社員研修をご検討の企業様へ 

（実施例）プラスティック射出成型、CAD 製図、DTP、ExcelVBA、JAVA、

業務用エアコンのシーケンス制御、壁紙施工 

（実施例）汎用旋盤・フライス盤、溶接の品質管理、３次元 CAD（Revit）の操作、Illustrator 実務応用、 

         ビジネス文書、PowerPoint 基礎、Web サイト制作（ドリームウィーバー・WordPress） 



 

 

 

 

職業能力開発センター・各校では、基礎的な知識・技能を身につけた、やる気あふれる生

徒を、企業の皆様に無料でご紹介しています。求人は随時受付をしておりますので、 

求人を希望する訓練科目のあるセンター・各校へお気軽にお問合せください。 

中央・城北職業能力開発センター  
（求人・お問合せ）  

 

・中央・城北職業能力開発

センター  

就職支援担当  

 電話：03-5800-2611 

・ＯＡシステム開発科    （訓練  １年）⇒修了３月   

・パソコングラフィック科  （訓練  １年）⇒修了３月  

・グラフィック印刷科    （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

・印刷企画営業科         （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

・ＤＴＰ科              （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

・介護サービス科       （訓練６か月）⇒修了６月・９月・１２月・３月  

中央・城北職業能力開発センター  高年齢者校  （お問合せ）  

 

・高年齢者校  

就職支援担当  

 電話：03-5211-2340 

 

（求人申込は最寄りの  

ハローワークへ）  

・和装技術科        （訓練  １年）⇒修了３月  

 ・内装施工科        （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

 ・ビル管理科        （訓練６か月）⇒修了６月・１２月  

 ・ホテル・レストランサービス科  （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

 

中央・城北職業能力開発センター  板橋校  （求人・お問合せ）  

 

・板橋校  

就職支援担当  

 電話：03-3966-4131 

 

（「実務作業科」の求人申込は  

最寄りのハローワークへ）  

・自動車車体整備科      （訓練  ２年）⇒修了３月     

・機械加工科            （訓練  ２年）⇒修了３月  

・コンピュータ制御システム科   （訓練  １年）⇒修了３月   

・ネットワークプログラミング科  （訓練  １年）⇒修了３月    

・サイン・ディスプレイ科   （訓練  １年）⇒修了３月       

・プラスチック加工科     （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

・三次元ＣＡＤ科         （訓練６か月）⇒修了９月・３月  

・介護サービス科      （訓練６か月）⇒修了６月・９月・１２月・３月  

・実務作業科        （訓練  １年）⇒修了３月  

<軽度の知的障害のある方 > 

中央・城北職業能力開発センター  赤羽校   

（求人・お問合せ）  

 

・赤羽校  

就職支援担当  

 電話：03-3909-8333 

 

・電気工事科       （訓練   １年）⇒修了３月          

・環境空調サービス科   （訓練   １年）⇒修了３月    

・測量設計科       （訓練   １年）⇒修了３月       

・Ｗｅｂ設計科      （訓練   １年）⇒修了３月  

・建築ＣＡＤ科      （訓練６か月）⇒修了９月・３月   

・電気設備保全科     （訓練６か月）⇒修了９月・３月            

 

＜お申込方法＞    

   求人票（※）に必要事項をご記入の上、求人を希望する訓練科目の

あるセンター・各校へ直接お送りください。（「高年齢者校の各科目」、

「板橋校の実務作業科」については、最寄りのハローワークを通し

てお申込みください）  

（※）求人票は、中央・城北職業能力開発センター・各校の HP からダウンロ     

ードできます（「書類ダウンロード」のバナーをクリックしてください）。   

人材確保 センター・校の生徒を紹介します 

-３- 

「訓練」は訓練期間、「修了」は修了時期です。  

基礎的な知識・技能を身につけた人材があなたの企業を元気に！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行／  
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  
電話番号 ０３－５８００－２６１１（代）  

東京メ ト ロ

階

●飯田橋駅下車徒歩7分　 JR総武線(東口）、都営地下鉄大江戸 線・ 東京メトロ有楽町線・ 南北線（ A２ ）、東西線（ A５ ）

●水道橋駅下車徒 歩７分　 JR総武 線（ 西口 ）　 ●九段下駅下車徒 歩１０分　 都営新宿 線・ 東京メトロ半蔵門線（ ３ 番）、東西線（ ７ 番）

至御茶ノ 水

至四ツ谷

目白通り

アイガーデン

飯田橋
2 丁目交差点

A5
A2

東京都立中央・城北職業能力開発センター 各校所在地・訓練科目 

 -４- 

お気軽にご相談を 

当センターでは､「人材アドバイザー」が中小企業様を訪問し 

人材育成に関するお悩みへの助言および情報の提供を行ったり､ 

「中小企業職業訓練支援員」が、中小企業職業訓練助成金に関する 

ご相談に応じています。（Tel. ０３-５８００-２６１１） 

東京都立 中央・城北職業能力開発センターとは？ 

・就職に向けて、職業に必要な知識・技能を習得していただくための職業訓練を行う 

東京都が運営する施設です。 

・また、働いている方が、新しい技術や仕事に必要な知識を身につけるための 

短期講習、企業への講師派遣、社員研修を行うための施設貸出等を行っています。 

URL:  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/chuo/ 
 

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

