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東京都立中央・城北職業能力開発センター

●ビル管理科
●ホテル・レストラン
　サービス科

●和装技術科
●内装施工科

年齢制限なし年齢制限なし

一般向け



都立職業能力開発センターは、職業能力開発促進法に基づいて設置された公共職業訓練施設です。
新たに職業に就かれる方、求職中の方、転職を希望している方を対象に、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訓練を実施しています。

期間 科目名 定員 入校時期 募集開始時期
（※1）

応募資格（※2） 入校選考

1年 和装技術科 30 4 月 1 月 年齢問わず、
求職中又は
転職希望の方

● 学力検査
　 高等学校卒業程

度の国語と数学
● 面接

6か月

内装施工科 30
（※3）

4 月
10 月

1 月
6 月

● 筆記試験
　 義務教育修了程

度の国語と数学
● 面接

ビル管理科 30 7 月
1 月

4 月
10 月 おおむね50歳以上

（※4）で求職中又は
転職希望の方

ホテル・
レストラン
サービス科

30 4 月
10 月

1 月
6 月

令和4年（2022年）4 月入校生 令和 4 年　１月　６日（木） ～   ２月　4 日（金）

7 月入校生 ４月 25 日（月） ～   ５月 25 日（水）

10月入校生 7 月　1 日（金） ～   ８月　5 日（金）

令和5年（2023年）1 月入校生 10 月 21 日（金） ～ 11月 22 日（火）

4 月入校生 令和 5 年　１月　６日（金） ～  ２月　2 日（木）

（※１）　詳細は、「募集時期」をご覧ください。
（※２）　原則過去１年以内に公共職業訓練及び求職者支援訓練の実践コースを受講したことがない方が対象

です。
（※３）　ハローワークからの雇用対策法施行規則による受講指示の対象者のうち、母子家庭のお母さんの方

等の優先枠を設置しています。
（※4）　「おおむね 50歳以上」のおおむねとは、前５歳までの幅を見込んでおり、原則 45歳以上の方を

対象にしています。
　　　※ご自宅のインターネット環境やPC・スマホ等により受講するオンライン訓練を一部のカリキュラム

で実施する予定です。
　　　※新型コロナウイルス感染症拡大状況等によっては、スケジュール等が変更となる可能性があります。

授業時間：９時５分から16時45分まで（土、日、祝日は休みです。）
夏季休業（２週間）、冬季休業（約10日間）、春季休業（約10日間）があります。

科目案内

募集時期

入校のご案内入校のご案内



対　　　象 申　込　先

・雇用保険の受給資格のある方
・45 歳以上の方
・障害のある方
・母子家庭のお母さんの方等
・ 求職者支援制度による「職業訓練受講

給付」の要件を満たす方

住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）に申し
込んでください。

上記以外の方
住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）、または
当校に申し込んでください。

●�募集期間中に下記申込先に本人が直接申し込んでください。郵送による受付はできません。
●申し込みには、顔写真（縦3㎝×横2.4㎝）１枚が必要です。
●１年課程（和装技術科）を希望される方は、指定の納付書で入校選考料（1,700円）を金融機関等で納付
してから申し込んでください。

１年課程（和装技術科） ６か月課程（その他の科目）

●授業料：年額118,800円（分納－前期・後期）
●入校選考料：1,700 円

●授業料、入校選考料は無料

教科書代、作業服代（必要な科のみ）等は自己負担です。
入校にあたり、健康診断書等の提出が必要となります（自己負担）。

　ハローワーク（公共職業安定所）の受講指示を受けて入校した方には、雇用保険の失業給付又は訓練手当
の支給（都内在住者）があります。
　また、ハローワーク（公共職業安定所）で求職者支援制度の支援指示を受けて入校した方には、一定の要
件を満たした場合、職業訓練受講給付金の支給があります。
　いずれも、詳細は住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）にお問い合わせください。

令和4年（２０２2年）４月入校生 令和4年　１月 13 日（木）､ 20 日（木）､ 27日（木）、２月 3 日（木）

７月入校生 　　　　　５月 12 日（木）､ 19 日（木）

１０月入校生 　　　　　７月　7 日（木）､ 14 日（木）､ 21 日（木）、28 日（木）

令和5年（２０２3年）１月入校生 　　　　 10 月 27 日（木）､ 11 月 10 日（木）、17 日（木）

４月入校生 令和5年　１月 12 日（木）､ 19 日（木）､ 26日（木）、３1日（火）

●各募集期間中に見学会を行っています。日程は次のとおりです（予定）。

各回午後２時開始です。事前予約は不要です。

申込方法・申込先

授業料等

見学会

訓練中の支援



和服の縫製技能を中心に、材料や道具に関する
知識を習得し、技能士補取得を目指します。
また、加工・工程管理・販売・着付けなどの基
礎知識を幅広く学びます。

主な訓練内容
●縫製知識 ●布地処理実習
●裁断・縫製基本実習

主な就職先
和服縫製業（仕立て屋）、悉皆業（和服のメンテ
ナンス）、販売（百貨店等）、和装小物販売（ぞうり、
バッグ等）、貸衣装 ･ 結婚式場など

先生からのメッセージ
「きものに興味がある方や手先を動かすのが好
きな方、未経験者や男性の方も大歓迎です。高
校生を対象とした推薦入校制度もあります。」

きもの技術を次の時代に 内装仕上げの職人を目指します
新築工事やリフォームの内装仕上げ工事に必要な
知識技能の習得のため、特に壁紙張り、床張り、
襖の張替えを中心に行います。

主な訓練内容
●壁紙張り作業
●襖の張替作業 ●床仕上作業

主な就職先
内装工事会社、リフォーム工事会社、 
ホテル営繕会社等

先生からのメッセージ
「内装仕上げ工事の職人目指して、実技主体で訓
練をします。体を動かし、作業するのが好きな方
が集まっています！未経験からでも、熱意をもっ
て励めばチャンスがあります。」

４月入校生 4・10月入校生
和装技術科 内装施工科

6か月1年

無料有料

年齢制限なし



建物総合管理のスペシャリスト 感動の「おもてなし」
建物維持管理に必要な電気・冷暖房・給排水・
空調・消防設備等の知識と技能を習得します。
在校中に関連資格免許として二級ボイラー技
士・第二種電気工事士・第三種冷凍機械責任者
等の取得を目指します。

主な訓練内容
●熱源関連設備運転
●電気関連設備保守管理
●水関連設備保守管理
●パソコン基礎

主な就職先
ビル管理会社（ビル所有者から委託を受けて建
築物の維持管理を専業とする会社）

ホテルやレストラン等で、フロントサービス及
びレストランサービスに従事する人材を養成し
ます。サービス業務に必要な接遇の知識・技法、
またレストランや宴会場でのテーブルセッティ
ングや料飲サービスの技法、さらにホテルにお
けるフロントや客室整備の業務に必要な知識・
技法を習得します。

主な訓練内容
●ウェイター作業●フロント作業
●清掃・客室整備作業
●英会話●パソコン基礎

主な就職先
ビジネスホテル、シティホテル、レストラン、
マンションなど

4・10月入校生7・1月入校生
ビル管理科

6か月

無料

6か月

無料

ホテル・レストラン
サービス科

おおむね50歳以上



〒 169-0073
東京都新宿区百人町 3-25-1
サンケンビルヂング
TEL.03-3227-5951　FAX.03-3227-5952

交通のご案内
◦ JR 中央・総武線…大久保駅　「北口」 徒歩８分
◦ JR 山手線…………新大久保駅 徒歩 10 分
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