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    令和4 年度 Vol.１ 

「人材育成の栞」は、都立城東職業能力開発センターの広報紙です。人材育成・確保に役立つ情報をご案内します。 

 

 

 

 

   

中小企業等が従業員に対して職業訓練を行う場合、スキルアップにかかる研修費用の一部を助成する「中小企

業人材スキルアップ支援事業」を実施しています。訓練の内容や実施方法に応じ４つの助成金がありますので、

ご活用ください。令和４年度から新たに「DXリスキリング助成金」がスタート（２ページに掲載）。 

 

 

 

3時間以上12時間未満の訓練に対し、受講者１人１時間あたり730円を助成 

 

活用事例 ＳＥの営業力強化 研修 

・受講者：システムエンジニア １０名  訓練時間：１０時間（２日間）   

・助成額：７３，０００円  受講者数×訓練時間数×７３０円 

  ・利用企業の声：『顧客ニーズに対応するために社員のレベルアップが必要でした。           

助成金を活用して社内で研修を実施しました。』 

 

 

 

 

 

3時間以上20時間未満の訓練に対し、受講者1人あたり受講料等の2分の1（上限2万円）を助成 

 

活用事例 管理職のリーダーシップ 研修 

・受講者：課長及び次期管理職候補者 ３名  受講料：４０，０００円  訓練時間：１１時間（２日間） 

・助成額：６０，０００円  受講者数 × （受講料 × 助成率１／２） 

・利用企業の声：『助成金を活用して、民間の教育機関が実施する企業向け講座を社員に受講させました。 

管理職のマネジメント力の向上に加え、他業種の受講生から刺激を受け、新しい考え方を

知るきっかけとなりました。』 

 

 
 
 

＜１,２ 問い合わせ先＞  城東職業能力開発センター人材育成課  TEL 03（3605）6147   

※詳細はホームページの募集要項をご確認ください。         TOKYOはたらくネット 

〈目次〉 １・２ページ 社員研修の助成金、 新規DXリスキリング助成金 、高校生・小学生向け ものづくり体験講座の開催 

３ページ 現場訓練支援事業 ～貴社オリジナル研修を支援～  ４ページ 人事担当者様向け訓練科目紹介 

 

社員研修の助成金をご案内～中小企業人材スキルアップ支援事業～

城東職業能力開発センター 

イメージキャラクター「ものづクリくん」 

   社内型スキルアップ助成金 （自社内で実施するＯＦＦ－ＪＴに対する助成） 

民間派遣型スキルアップ助成金  
（教育機関等が提供する訓練を活用した職業訓練に対する助成） 

こんなふうに 

活用されています。 
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熱心に溶接に取り組む高校生 

民間の教育機関等が提供するｅラーニング等により従業員のスキルアップを実施する場合、 

職業訓練の経費を助成します。（詳細はＨＰを参照願います。） 

民間の教育機関等が提供するデジタルトランスフォーメーション（DX）に関する職業訓練（専

門的な知識・技能の習得と向上、又は資格を取得するための訓練）に従業員を派遣する場合や、

ｅラーニング等を受講させる場合の経費を助成します。（詳細はＨＰを参照願います。） 

掃除機が動くとランプが点灯 

２ 

 
 
 
   

  
                                               

 

 

 

   

 

 

＜３,４ 問い合わせ先＞ 東京都 産業労働局 雇用就業部 能力開発課 TEL 03（5320）4718  

＜申込方法＞ 郵送のみ               

 

 

 

 

 

 

城東職業能力開発センターでは、次代を担う若者向けに、ものづくりの楽しさ 

素晴らしさを体験できる講座として、「ものづくり教育支援プログラム事業」を

実施しています。 

学生の夏休み期間に、新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施しました。 

 

＜高校生向け実習講座＞ 

・かんな削りと簡単な木材加工 １０名参加（１日間）木工技術科  

・簡単な電気回路接続     １１名参加（１日間）電気工事科 

・スプレーガンによる塗装   １５名参加（１日間）Ｕ-３０トータルペイント科

・アーク溶接特別教育      ８名参加（３日間）溶接科 

  

 

              ＜小学生工作教室＞３年ぶりの開催 

・ハンディ掃除機を作ろう    ２１名参加（１日間）電気設備管理科ほか 

 

   小学生が指導員のサポートを受けながらペットボトルを活用した掃除機を

組み立て、LEDランプをつなぎ完成！電気の仕組みも学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 始めての作業に夢中に取り組んでいただけた様子でした。この体験を通してものづくりの面白さ・   

達成感を知り、ものづくりの仕事に一層の興味を持ってもらえたら幸いです。 

 

 

参加者の声 

・学校の授業だけでは学べないところを学べた。様々な知識がえられた。 

・先生がとても分かりやすく教えてくれた。 

・職業能力開発センターに入校を考えた。もっと知りたいと思った。 

・工作がとても楽しかった。仕上がりにとても満足している。 

・LEDがエコだと分かった。LEDもかわいくて、ごみがちゃんと吸えてすごく面白い。 

オンラインスキルアップ助成金 

ＤＸリスキリング助成金 

 

令和4年度 新規事業 3 
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事例１ 

事例２ 

事例３ 

詳細はHP 

ご参照 
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中小企業等の人材育成を支援するため、都立職業能力開発センターに登録された指導支援者を紹介しています。

東京都では、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、講師の紹介や調整を行います。 

 

 

＜オリジナル研修実施例と企業負担額＞ 

 ご要望：ベテランが急に退職してしまった。若手に、当社にあるTIG溶接機の基礎操作を教えたい

が、講師の当てがない。指導者を紹介してほしい。 

↓そこで↓ 

「TIG溶接基本技能訓練」 

    受講者数：４名  時間：７日間（３５時間） 講師：１名 

企業負担：１２５，８００円 内訳 ６，６００円÷２ ＋（＠７，０００円×３５時間）÷２ 

※材料費等は別途企業が負担 

 

  ご要望：中途採用者が異業種出身で、金属塗装が出来ない。いつも使用している設備・器具を用い

て、この中途採用者と新人に金属塗装の基礎を教えてほしい。 

↓そこで↓ 

「金属塗装の基礎実習」 

受講者数：５名  時間：２日間（１２時間） 講師：１名 

企業負担：４５，３００円 内訳 ６，６００円÷２ ＋（＠７，０００円×１２時間）÷２ 

※材料費等は別途企業が負担 

 

  ご要望：Excelを活用して業務を効率化させたい。民間教育機関を検討したが時間が合わない。 

↓そこで↓ 

「Excelスキルアップ研修（関数・マクロ）」 

受講者数：１名  時間：５日間（２０時間） 講師：１名 

企業負担：７３，３００円 内訳 ６，６００円÷２ ＋（＠７，０００円×２０時間）÷２ 

               ※テキスト代等は別途企業が負担 

 

＜おすすめポイント＞ 

▷ 講師が事業所へ直接伺い、社内で講習を行うので時間がとりやすい。 

▷ 要望に応じて講師や研修日程を調整することができる。 

▷ いつも使用している設備・器具で訓練を行うので、日ごろの疑問点などが解消しやすい。 

▷ 社内で訓練内容を共有できるので、研修を修了した後も受講した社員同士で教えあえる。 

 

○対  象：都内中小企業、中小企業団体 ※複数企業の共同訓練も可    

○訓練時間：同一年度内延べ４０時間まで 

○実施場所：お申込み企業の事業所（原則都内） 

〇費   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。   

                ①指導計画書作成：１回の支援につき６，６００円（企業の負担は２分の１）         

②訓練実施：講師１人・１時間につき７，０００円（企業の負担は２分の１） 

※ 謝金以外に必要な経費（材料費、テキスト代等）も、企業の負担となります。 
 

 

お気軽にご相談ください。貴社にあった社員研修をコーディネートいたします。 

城東職業能力開発センター人材育成課（TEL 03-3605-6147） 

 

 

 

 



城東職業能力開発センター 介護福祉用具科（定員１５人） 

⇒ 修了月９月・３月（６か月訓練） 

 

● 介護職員初任者研修、福祉用具専門相談員講習に対

応した科目です。 

  福祉用具の取扱、メンテナンス、介護、福祉住環境、

介護・医療事務についての知識を幅広く習得します。 

● 医事NAVI（医療ソフト）、快悟朗（介護ソフト）を使

用したパソコン操作による診療報酬明細書、介護給付

費明細書の作成に取り組みます。 

● 移動・移乗・食事・排せつ・更衣・入浴等、日常生

活動作の技術実習と福祉用具の知識を学びながら福

祉・医療業界への就職を目指します。 

● また、福祉住環境コーディネーター２級の公式テキ

ストも使用していることから、福祉住環境コーディネ

ーター２級の資格を取得する人もいます。 

● 就職先は、介護・医療業界全般で、高齢者施設・障

害者施設・一般病院・福祉用具レンタル等様々です。  

職種は販売、介護スタッフ、 

事務等です。 

 

ベッド上での洗髪 

 

城東職業能力開発センター 電気工事科（定員３０人） 

⇒ 修了月３月（１年訓練） 

 

● 生徒は新規高校卒を含め、おおむ 

ね３０歳以下の年齢です。 

● 電気工事の仕事に従事するために 

必要な技能や知識を習得します。 

● 主に電気工事作業（ケーブル工事 

・金属管工事等）、制御作業（シーケンス制御等）、  

機器試験（導通試験・絶縁抵抗試験等）の実習を実施

しています。 

● 経済産業省から養成施設の指定を受けており、当科を

修了すると第二種電気工事士免状が申請により取得で

きます。さらに、低圧電気取扱特別教育を修了してい

ます。 

● 第一種電気工事士の試験合格に向けても取り組み、 

８割を超える合格実績があります（全国平均上回る）。 

また、二級電気施工管理技士の取得を目指す人もいま

す（修了後4か月の実務経験が必要）。 

● 主な就職先は、電気工事会社、電気設備保守管理会社、

配電盤等製造会社、電気施工管理会社、情報通信設備

工事会社、弱電設備会社です。 

 

 

 

 

詳しくはホームページでご案内しています。 

 城東センター 科目案内  

求人をご希望する訓練科目があるセンター・校の「就職支援担当」へ、お気軽にお問い合わせください。 

４ 

人事担当者様向け訓練科目紹介 （第５回） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   
     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 【記事に関するお問い合わせ先】 

都立城東職業能力開発センター 人材育成課  〒120-0005東京都足立区綾瀬5-6-1 TEL 03（3605）6147   

  

校  名 実 施 訓 練 科 目 （令和４年度 新規科目は NEW と表記） 

城東職業能力開発センター 

足立区綾瀬5-6-1 

TEL：03(3605)6140(代)  

◆木工技術科       ◆電気工事科  ◆Ｕ-３０トータルペイント科NEW 

◆アパレルパタンナー科   ◆溶接科         ◆住宅内外装仕上科 

◆建築設備施工科          ◆電気設備管理科         ◆介護福祉用具科 

◆ビル管理科         ◆エンジニア基礎養成科   ◆ジョブセレクト科 

◆実務作業科（軽度の知的障がい者の方） 

城東職業能力開発センター江戸川校 

江戸川区中央2-31-27 

TEL：03 (5607)3681(代)  

◆機械加工科            ◆自動車整備工学科     ◆メカトロニクス科 

◆測定データプログラミング科NEW ◆介護サービス科 ◆グリーンエクステリア科 

◆クリーンスタッフ養成科 

城東職業能力開発センター台東分校 

台東区花川戸1-14-16 

TEL：03 (3843)5911(代) 

◆製くつ科 

訓
練
内
容 

希
望
職
種 

強
み 

修了生の求人を 

受け付けています。 


