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中小企業等が従業員に対して実施する、短時間の職業訓練に対する助成金がリニューアルされました。 

（旧 東京都中小企業職業訓練助成金）               

名 称 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 

助成対象とな

る訓練 

自社内で実施する集合型 OFF-JT  民間の教育機関等が提供する集合型訓練 

受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得 

を目的とする訓練であること 

助成額 受講者１人１時間あたり４３０円 
受講料等の２分の１ 助成限度額ＵＰ！

（１コース１人あたり最大２万円） 

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

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

＜社内型 活用事例＞品質管理・検査手法研修 

  対象者：品質管理の担当者 受講者数：４名  

訓練時間：１０時間（２日間） 講師：社外講師が申請企業で講義  

助成額：４名×１０時間×４３０円＝１７，２００円 

 

＜民間派遣型 活用事例＞情報システム構築研修 

  対象者：中堅のプログラマー 受講者数：２名 訓練時間：１８時間（３日間）  

受講料：５０，０００円（受講料 45,000 円+教科書代 5,000 円） 

助成額：５０，００0 円×助成率１／２＝２５，０００円（１人あたりの上限額 20,000 円） 

２０，０００円×2 名＝４０，０００円 

 

 

 

 

＜助成内容＞中小企業及び団体が従業員に対して行う、民間の教育機関等が提供する e ラーニングにより
実施する職業訓練に対する助成（旧 中小企業人材オンラインスキルアップ助成金） 

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

＜申 込 方 法＞ 郵送のみ                 TOKYOはたらくネット 

 

〈目次〉 １ページ 研修経費を助成！  ２ページ キャリアアップ講習の新規・充実科目のご案内  

３ページ 企業アンケート結果/名工育成プログラム  ４ページ オンライン実習場見学/オンラインセミナー報告 

 

従業員のスキルアップの研修経費を助成！

（旧 東京都中小企業職業訓練助成金）

１コース１人あたり最大２万円！ 

同時かつ双方向で行う 

オンラインを利用した

訓練も対象 

オンラインスキルアップ助成金 ｅラーニングの助成金はこちら 

ものづクリくん 

中小企業人材スキルアップ支援事業 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/kunren-josei/
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/skill-up/


新規・充実 

江戸川校 

パソコン室 

 

 

 

 

講師の操作を自席のモニターで

確認しながら学習できます。 

 

 

 

 

都立職業能力開発センター・校では、主に中小企業で働いている方（派遣・契約社員、パート等を含

む）を対象として、平日夜間・休日にスキルアップや資格試験受験対策等のための短期講習を行ってい

ます。今回は令和３年度に実施する城東センターと江戸川校の主な新規・充実科目をご紹介します。 

 

 

新 規 科 目 !      

リモート交渉術とプレゼン技法 ⇒８月募集（城東センター） 

〔実施月〕 10月（３日間・土曜日） 〔授業料〕 1,600円（別途テキスト代） 

 

 

内 容 充 実 ！    連続した複数コースにわたる科目（セット科目）として講習時間数を増やしました 

ビル管理技術者受験対策（1）（2） ⇒５月募集（城東センター） 

〔実施月〕 (1)７月（３日間・土日） (2)８月（３日間・土日） 

〔授業料〕 一括申込 3,200円（別途テキスト代） 

 

AccessVBA【初級】（1）（2） ⇒６月募集（江戸川校） 

〔実施月〕 (1) (2)ともに９月（計４日間・日曜日） 

〔授業料〕 一括申込 8,600円（別途テキスト代） 

 

----- 科目の詳細はホームページに掲載    城東センター    ---------- 

▶ 都立城東職業能力開発センター        電話 03（3605）6162 

▶ 都立城東職業能力開発センター 江戸川校   電話 03（5607）3684 

 

 

 

 

◆対象企業：都内の中小企業   ◆申込人数：１～４人まで 

◆申込方法：企業受付申込書（ホームページからダウンロード可能）に記入のうえ、希望する講習の 

「募集月」１日～１０日の期間に実施校の窓口もしくは郵送でお申込みください。 

 

 

城東センター 

 

キャリアアップ講習の企業受付制度  

 

講師の画面 

教室内で Skypeを使ったプレゼンの実技を行います！ 

先日、

講師の方々が親切丁寧に教えてくださったとのことです。おめでとうございます！ 

 

都内１３か所の職業能力開発センター・校全体では、 

TOKYOはたらくネット キャリアアップガイド 2021      

定員には企業枠（定員の概ね２分の１）があります。企業定員枠を超えなければ全員受講できます。

企業定員枠を超えた場合は抽選を行い、企業ごとに当選・選外を決めます。 

江戸川校 

 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/worker.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/worker.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/zaishokusha-kunren/carr_up/index.html
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令和３年１月～２月、城東センターの担当地域７区の企業に「人材育成と人材確保」に関するアンケー

トを行い、１７８社からご回答をいただきました。集計結果の一部をご報告いたします。 
 
１ 人材の確保に関する状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人材の育成に関する現在の状況について 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

年に一度の募集 「東京みらいの名工育成プログラム」（金属塗装コース） 

業界をけん引する中堅技能者を対象に、技能向上への意識醸成と 

後進への指導の取組を支援する講習です。（受講料 16,200 円） 

募集期間：令和３年４月１日（木）から４月３０日（金） ※定員５名 

実施期間：令和３年５月２２日から６月２６日までの毎週土曜日 全６日間  

対象者：原則、都内の中小企業等に勤務する技能者、 

技能検定（職種：塗装）金属塗装作業２級技能士であること 等 

実施場所・問合せ先：城東職業能力開発センター（電話 03（3605）6162） 

TOKYOはたらくネット みらいの名工 

 

中小企業経営者・人事担当様の課題解決をサポートします！（TEL 03-3605-6140）      城東センター 

・人材を採用したい →基礎的な技術・技能を身につけた生徒の紹介（無料職業紹介・随時受付） 

・社員研修の体制やノウハウがない →ご要望に応じたオリジナル研修を当センターがコーディネート 

・企業の事業所に講師を派遣（現場訓練支援事業）        

・訓練設備のあるセンター・校で実施（オーダーメイド講習） 

・費用の捻出が課題 →研修経費の助成金（中小企業人材スキルアップ支援事業） ☞本紙１面参照 

・適切な社外研修がない→東京都の短期講習（受講料 900円～）（キャリアアップ講習）☞本紙 2面参照 

(1) 人材の過不足について * 176社回答 

「適当 49%」「不足 46%」「過剰 5%」 

※建設業、医療・福祉の不足感が比較的高い 

(2) 過去１年間の採用活動の変化 * 177社回答 

「変わらない 34％」「採用しにくくなった 33％」 

「採用しやすくなった 9％」 

「採用活動をしていない 23％」 

 

（3）採用経路（複数回答）* 176社回答 

「ハローワーク 71％」 

「インターネット求人サイト 31％」 

「人脈の活用（縁故・紹介）26％」 

「求人情報紙・誌 24％」 

「職業能力開発センターの修了生 10％」 

(1) 向上させたい能力（複数回答）* 178社回答 

「技術・サービス力 71％」 

「コミュニケーション能力 55％」 

「提案・実行力 29％」 

「ビジネスマナー 28％」 

「営業力（プレゼンテーション等） 27％」 

(2) 人材育成の課題（複数回答）* 176社回答 

(3) オンライン訓練の実施状況 注 1 
(4) オンライン訓練の課題 注 2（複数回答）* 55 社回答 

「ノウハウ不足 40%」 

「適切な社外オンライン研修がない 29%」 

「費用対効果が不明 24%」 

「実技を伴う教育向けではない 22%」 

 注 1 テレビ会議システム等を活用した訓練、e ラーニング 

注 2 オンライン訓練を「実施している」または「今後実施したい」 

企業に対する設問 

(従業員規模) 

 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/monodukuri/keisho/meikouikusei/
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/officer.html


 

都立城東職業能力開発センター江戸川校ＨＰ> 入校案内 > 科目案内 > 機械加工 

平面研作盤 

 

 

  

 

 

機械加工科 職業訓練実習場をオンラインで見学できます！（動画を配信中）  

 「入校を検討しているけど、見学に行く時間がない」 

「どんな設備で訓練をしているか知りたい」という方は、ぜひご覧ください！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

城東センター 江戸川校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ＴＯＫＹＯテレワークアプリ ～テレワークは感染症対策としても効果的です！～ 

テレワークの導入・実践に必要な情報を入手できるほか、セミナー等のお申込みや 

サテライトオフィス等の検索など、テレワークの推進を支援する東京都公式アプリです。 

 

東京都立城東職業能力開発センター 社員教育・修了生の求人 問い合わせ先 

【都立城東職業能力開発センター  】〒120-0005足立区綾瀬 5-6-1       電話 03(3605)6140(代)                                    

【都立城東職業能力開発センター江戸川校】〒132-0021江戸川区中央 2-31-27   電話 03(5607)3681(代) 

【都立城東職業能力開発センター台東分校】〒111-0033台東区花川戸 1-14-16  電話 03(3843)5911(代) 

      発行: 都立城東職業能力開発センター 人材育成課   電話 03（3605）6147 

                                 城東センター 
 

  

江戸川校オンライン実習場見学（機械加工科） 

＊＊ 城東センター トピックス ＊＊ 

2月 24日、武州工業株式会社会長 林 英夫氏による中小企業向け

セミナーを、センター初のオンライン形式で開催しました。 

 社員の自律性を引き出す会社の仕組みをお話しいただきました。 

一つめは多能工化により一人一人に「任せる」「信頼する」独自の

「一個流し生産」方式。二つめはＩｏＴを徹底活用して個々の工程・

品質情報など成果の”見える化”です。また、技術者が直接お客様から

評価をお聞きし、ときにお叱りを受けるのも成長の秘訣といいます。 

講演の後半はチャットによる多数の質問に丁寧にお答えいただき、

元気づけられる講演会となりました。 

「先進性のある経営の方針や社員を大切にする制度など、

２時間が短く感じるほど興味深い内容でした」  

「気付いていながら変えられていない点を、できるところ

から改善していこうという気持ちになりました」 

「ＷＥＢで気軽に質問ができて、よかったです」 

参加者アンケートより 

 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/edogawa/_machine.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/index.html
https://tokyo-telework.jp/store/

