
 
 
  

東京都立城南職業能力開発センター 
〒140-0002 品川区東品川３－３１－１６ 

ＴＥＬ０３－３４７２－３４１１ ＦＡＸ０３－３４５０－１８６４ 

最寄り駅 

○京浜急行線 青物横丁駅 徒歩１０分 

○りんかい線 品川シーサイド駅(出口Ａ)  徒歩２分 

(イオン品川シーサイドの隣) 

   

  

詳しくは、 
中面をご覧
ください！！ 

 
イメージキャラクター  

城南たっくん 

第３８回 
木と暮らしのふれあい展 

出展のお知らせ 
１０月１３日（土）-１４日（日） 

ＡＭ10：00～ＰＭ4：00 
都立木場公園イベント広場 
（江東区平野４丁目） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 東京都 城南センター 検索 

2018.9 Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center 

～研修経費を支援！～ 

東京都中小企業 
職業訓練助成金 

活用しやすいポイントがいっぱい！！！ 
・「自社企画の研修」も 
 「教育機関の研修」も 対象 
・６時間以上の訓練から対象 
・申請は随時受付 至大井町 大井北埠頭橋青
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東京都立城南職業能力開発センター 

大田校 
〒144-0044 大田区本羽田３－４－３０ 

ＴＥＬ０３－３７４４－１０１３ ＦＡＸ０３－３７４５－６９５０ 

最寄り駅 

○京浜急行空港線 大鳥居駅 徒歩５分 

○ＪＲ蒲田駅東口 京急バス(萩中公園前下車) 徒歩３分

   
 東京都 大田校 検索 

～当センターの管轄地域（城南地域）～ 
港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区 

ＱＲコード
からも検索 

※本紙に関する大田校へのお問い合わせは、
シリーズ紹介及びキャリアアップ講習のみで
お願いいたします。 

モンゴル国高専学生へ 
技能講習等を実施しました
ので報告します！！ 

若年就業支援科 城南職業能力開発センター 
エンジニア養成科 城南職業能力開発センター 大田校 
金型加工科    城南職業能力開発センター 大田校 
 

 

 

☆☆シリーズ紹介☆☆ 
城南センター・大田校  

防災・広報への取り組み その① 

●若年就業支援科  
 
●エンジニア養成科 
  
●金型加工科     
 

城南職業能力開発センター   

城南職業能力開発センター 
大田校   

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://kids.wanpug.com/illust236.html&psig=AOvVaw0Bqs6cFjasPVOFFS3jryes&ust=1536629542821251


東京都中小企業職業訓練助成金のご案内 
 

          都内に本社又は主たる事業所を置く中小企業等が行う従業員に対する 
          短時間の職業訓練の実施に係る経費について東京都が助成を行います。 

都立城南職業能力開発センター  人材育成推進担当 
TEL：03-3472-3411   FAX：03-3450-1864 お問い合わせ・お申込み先 

 東京都中小企業職業訓練助成金 検索 

Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center 

申請受付・対象となる訓練の実施期間 

よくある助成金の活用事例 

自社企画の研修事例 
コース名 接客技術の向上研修 
講  師 社外マナー講師 
対  象 販売員 １０名 
時  間 ７時間 
助成金額 ３０，１００円 
       （１０名×７時間×４３０円） 
 
コース名 新採エンジニア研修 １０コース 
講  師 社内中堅エンジニア社員 
対  象 新採エンジニア ５名 
時  間 ７時間×１０コース 
助成金額 １５０，５００円 
  （５名×７時間×１０コース×４３０円） 
 
 

事業詳細 についてはこちら 

助成対象となる訓練 

・事業主等が自ら企画し実施するＯＦＦ－ＪＴの訓練 
（中小企業事業主の場合は、教育機関に従業員を派遣し実施する訓練も対象） 
・職業に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上を目的とする訓練 
・都内で実施される訓練 
・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 
・１コースの訓練時間が以下の範囲内の訓練 
 自ら企画し実施する訓練・・・・・・・・・・６時間以上１２時間未満 
 教育機関に従業員を派遣し実施する訓練・・・６時間以上２０時間未満 
 
★上記以外にも助成対象要件がありますので、 
 事業詳細については、ＨＰやリーフレット、手引をご確認ください。 

1企業あたり 
最大 

100万円 

教育機関の研修を受講した事例 
コース名 営業社員研修（初級） 
対  象 営業職歴２年未満 １０名 
時  間 １２時間（６時間×２日） 
受講料等 ２００，０００円（受講料教材等） 
助成金額 １００，０００円 
     （教育機関の受講料等の１/２） 
 
コース名 課長職研修 
対  象 新たに課長職となった者 １名 
時  間 １２時間（６時間×２日） 
受講料等 ３２，０００円（受講料教材等） 
助成金額 １５，０００円 
 （助成上限額一人あたり15,000円のため） 
 

各種事業については、リーフレット送
付いたします。お気軽に担当まで、お
申し付けください。 

申請回 申請期間 訓練実施期間 

第 8回 9月 18日 （火） ～ 10月 15日 （月） 11月 1日 （木） ～ 3月 31日 （日） 

第 9回 10月 16日 （火） ～ 11月 15日 （木） 12月 1日 （土） ～ 3月 31日 （日） 

第 10回 11月 16日 （金） ～ 12月 14日 （金） 1月 1日 （火） ～ 3月 31日 （日） 

第 11回 12月 17日 （月） ～ 1月 15日 （火） 2月 1日 （金） ～ 3月 31日 （日） 

 



モンゴル国高専学生への技能講習等の実施報告 

製造業の人材確保に協力しました！ 
 都立職業能力開発センターは、新たに職に就かれる方、求職中の方、転職を希望している方を対象に、職
業に必要な知識・技能を習得していただくための施設です。 

 このたび品川区が実施するモンゴル国高専学生の区内製造業へのインターンシップや就職等事業の実施協
力の依頼により、技術者不足に悩む製造業の皆様の人材確保等の一助となりますよう、城南センター及び大
田校の職業訓練ノウハウを生かし、モンゴル国の高専学生への技能講習等を実施し、協力をさせて頂きました。 

Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center 

http://www.hataraku.
metro.tokyo.jp/jinzai/ik
usei/genba/ 

★★ シリーズ紹介 ★★ 
若手職員による業務改善プロジェクトその① 

入都1～3年目の職員が中心となり、職場が抱える課題解決のための業務改善を行っています。 
貴社での課題解決策の参考になるよう、取り組み内容を発信します！  

 東京都 現場訓練 検索 

事業詳細 についてはこちら 

品川区との 
連携事業 

 
「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、当センターが講師の紹介や調整を行います。 
 
 
 
対 象   都内の中小企業、中小企業団体   
 
実施人数  １名から実施可能 
  
実施場所  各企業の事業場（原則都内） 
  
訓練時間  1時間程度から、同一年度内に延べ40時間まで 
       （実施日数・時間帯はご要望に応じ調整。） 
  
訓練内容  企業の要望に応じた内容で実施 
      （実施例ＨＰ参照） 
  
指導支援者 「指導支援者」として東京都に登録されている 
      各分野の専門講師 
      （内容に応じて適任の講師を紹介。） 
  
費 用 
 以下の謝金を企業と東京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） 
 
※ 謝金以外の経費（材料費、テキスト代等）は、企業負担と 
 なります。 

城南センター若手職員は  
～危機管理対策向上にチャレンジ！～ 
 相次ぐ大規模災害や不審者情報をうけて、「より安心して施設を利

用してもらいたい」との想いからこの業務改善を実施することにしました。   
 災害時の避難マニュアルの改訂や、警察との連携を行い、不審者の侵
入を想定したさすまた訓練等を行う計画です。 
 具体的な取組内容についてはInstagramに順次掲載していきますの
で、ぜひご覧ください。 

大田校若手職員は 
～情報発信・ＰＲ力の向上にチャレンジ！～ 

 大田校の活動内容をより多くの方に知ってもらうため、「情報発信・ＰＲ
力の向上」をテーマに設定し取り組みを進めています。 
 具体的にはポスターやチラシの作成、校内看板の見直し、ホームページ
のリニューアルなどにメンバー一丸となって取り組んでいます。 
 今後の活動内容については、ホームページにも掲載する予定ですのでぜ
ひご覧ください。  東京都 大田校 検索 

大田校の紹介や 
イベントの情報な
ど掲載している
よ！ 

 城南職業能力開発センターの木工技術科では、おおむね３０歳以下の方を
対象に、家具職人になるための１年訓練を実施しています。 
 このたび、「第38回 木と暮らしのふれあい展」に出展し、生徒作品の展
示・販売及び工作教室等を行いますのでお知らせします。 

 なお、詳細は、当センターのホームページ等をご覧ください。 

●日時 平成３０年１０月１３日（土）・１４日（日） ＡＭ10：00～ＰＭ4：00  

●場所 都立木場公園イベント広場（江東区平野４丁目） 

-出展内容- 

○工作教室 ウッド・プランターの製作 各日 午前・午後 各10名 合計40名 

○木工製品の展示即売 花台、テレビボード、茶箪笥、書棚 

○当センターで実施する公共職業訓練のＰＲ ※城東職業能力開発センターとの共同出展です。 

 
 

第３８回 木と暮らしのふれあい展 
出展のお知らせ 

城南センター 若年就業支援科 建築塗装コース 大田校 エンジニア養成科 大田校 金型加工科 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin3-ylupbdAhXBbrwKHc8ZBm0QjRx6BAgBEAU&url=https://sozaiya3.net/%EF%BC%99%E6%9C%88%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/post-1054/&psig=AOvVaw0-HTlm1gQsmpcHRPI7gzD3&ust=1535776136090824


在職者向け 
キャリアアップ講習 

ご案内 

城南センター 10月募集 （10日まで） 

城南センター 8月募集 

すぐに役立つ、さまざまな 
講習を計画しています！！ 

 在職者向け講習 城南 検索 

大田校 10月募集 （10日まで） 

Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center 

社員研修等のための 「施設貸出」も、 ご活用ください！ 

 在職者向け講習 大田 検索 

中級 20名 

中級 20名 

中級 20名 

㊭：企業受付可 

分野 
講習名 

主な内容、使用ソフト 受講対象者 実施日 曜日・時間 
レベル 授業料 定員 

建築・設備 
㊭ 
 

手書き製図の基礎（建築） 

手書きによる建築製図（文字と線、建築製図法、各
種図面の作成） 

建築図面の知識を有し、建築士受験のために手書き製
図の基礎的な技能を必要としている方 

12/1,8,15,22 
土 
9:30～15:20 

初級 6,500 30 

情報 
㊭ 

Android開発【基礎】 
Android開発の手順、基本的な用語及び各種開発技
法、データベースを利用するアプリケーション製作
【Android Studio】 

パソコン操作に精通し、プログラム作成に関する知識を
有する方 

31年 
1/6,13,20 

日 
9:20～16:30 

上級 6,500 20 

情報 
㊭ 
 

jQueryによるWebサイト開発 Webサイト作成におけるjQueryの特徴と使い方、
jQueryの仕組みと役割、概要と開発方法、記述につ
いて、HTML内にjQueryを記述する方法、jQueryを
用いたWebサイトの開発実習 

HTMLの基礎知識を有し、業務でホームページの管理に
携わる方または携わる予定のある方 

12/1,4,6,11,18,2
4 

火木 
18:30～20:55 
土祝 
9:30～15:20 中級 6,500 20 

建築・設備 
㊭ 

BIM（Revit2017）【基礎】 

BIMの概論、Ｒｅｖｉｔ2017の基本操作、平面図の作成、
面積表の作成、ファミリの作成 

建築物意匠デザイン、建築物設計、設備設計のいずれ
かの業務に従事し、２次元CADの基本操作ができる方 

12/8,15,22 

土 

中級 6,500 10 9:20～16:30 

講習名 
講習日時 講習内容【使用ソフト等】 対象者 授業料 

レベル 定員 

CAD製図(機械)【上級】㊭ 
12/1・8・15 
（土） 

機械系図面の作図演習を通した実用的なAutoCADのカスタマイズ、高度で効果的な
AutoCADの実践的運用(ペーパー空間におけるレイアウト作成、外部参照とアタッチ、
異尺度注釈記入法、3次元モデル作成の基礎) 
【AutoCAD2014】 

「CAD製図(機械)【中級】」修了
程度の技能を有し、職務上さら
に高度な技能を必要とする方 

6500円 

上級 25名 
9：15 
～ 

16：30 

3Dモデルの作成と3Dプリンタ【基
礎】㊭ 

12/1・8・15 
（土） 

3Dスキャナを使った基本的な3Dモデルのデータ作成と3Dプリンタを使った基本的なモ
デルの作成 
【使用スキャナ・プリンタ：NextEngine・3Dプリンタ】 

製造業に従事し、職務上3Dプリ
ンタの技能を必要とする方 

6500円 

初級 15名 
9：15 
～ 

16：30 

汎用旋盤・フライス盤【基礎】㊭ 
12/1・8・15 
（土） 

機械の構造と操作方法、切削理論、ハンドル操作と目盛出し、起動停止・回転数設定、
ワーク着脱方法、課題演習 
※汎用旋盤・フライス盤各5名の定員で実施 

金属加工業または機械工業に
従事し、当該基礎技能を必要と
する方 
※申込み時に汎用旋盤またはフ
ライス盤の一方を選択していた
だきます 

6500円 

初級 10名 
9：15 
～ 

16：30 

社内ネットワークの構築と運用
【初級】③ 

12/1・8・15 
（土） 

ネットワーク基礎知識(TCP/IP)、ネットワーク(LAN)構築と設計、Windowsサーバのイン
ストール、ユーザ管理、データの共有とアクセス権設定、 Webサーバ構築 

Windowsの基本操作(文字入力、
ファイルの保存、コピー等)がで
き、社内ネットワークの整備に関
する技能を必要とする方 

6500円 

初級 25名 
9：15 
～ 

16：30 

フレキシブル科目 
CAD製図 

（Vectorworks） 
【初級】 

12/1・8・15 
（土） Vectorworksの基本操作、簡単な3D図形の作成。木材やガラス、コンクリート等の質感

の設定や陰影の表現、アングル設定をして作図する。 
【Vectorworks2018】 

職務上Vectorworksによる製図
の技能を必要とし、Windowsの基
本操作(文字入力、ファイルの保
存、コピー等 )ができる方 

6500円 

初級 15名 
9：15 
～ 

16：30 


