
都立多摩職業能力開発センター・各校では無料職業紹介権を有しており、企業様
からの求人票を直接受付け、訓練生を企業様へ紹介しております。実践的な訓練を
受講した有為な人材を、貴社で活かしてみませんか！
下表は令和4年9月修了科目の一覧となります。これ以外にも令和5年3月修了予定

の1年コース、2年コース科目もございます。求人票は随時無料で受け付けています
ので、詳しくはセンター・各校の就職支援推進員へお気軽にお問合せください！

第１面 ただいま求人受付中！企業様からの求人をお待ちしております！

第２面 利便性が大幅アップ！中小企業人材スキルアップ支援事業のご案内
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分野 科目 訓練期間 対象年齢 実施校 主な就職先

精密加工科 1年 概ね30歳以下 センター
航空機部品製造業、医療機器部品製造業、
自動車部品製造業、金属機械製品製造業

U-30溶接科 1年 30歳未満 センター 金属製品製造業、機械板金業、建築関連企業

三次元ＣＡＤ科 6か月 年齢制限なし センター 各種機械設計・製造業

建築 住宅リフォーム科 6か月 年齢制限なし センター 住宅リフォーム関連会社、建築内装工事業

造園土木施工科 6か月 年齢制限なし センター 造園会社、造園土木会社、公園管理団体

庭園施工管理科 6か月 概ね50歳以上 センター
造園会社、公園管理団体、シルバー人材セン
ター

電気制御基礎養成科 4か月 30歳未満 センター 生産設備製造業、制御盤・配電盤製造業、インフラ
設備関連会社、その他電気系ものづくり関連企業

ネットワーク施工科 6か月 年齢制限なし 府   中 ネットワーク/ＩＴ関連企業、通信工事会社

電気・通信工事科 6か月 年齢制限なし 府   中
電気工事会社、通信工事会社、ビル設備管理
会社

ビル管理科 6か月 概ね50歳以上 センター ビル管理会社、施設管理会社

セキュリティサービス科 6か月 年齢制限なし 府   中
ビル設備管理会社、防災設備会社、警備保障
会社、電気工事会社

電気設備管理科 6か月 概ね50歳以上 八王子
商業用ビル、マンション、学校、工場、病院
等の設備保守管理会社

介護サービス科 6か月 年齢制限なし
八王子
府   中

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサー
ビス、障害者支援施設、訪問介護事業所、病院

福祉用具科 6か月 年齢制限なし 八王子
福祉用具貸与事業所、老人福祉施設、障害者
支援施設、訪問介護事業所

生活支援サービス科 3か月 45歳以上 府   中
介護関連施設、家事代行事業所、訪問介護事
業所、障害者施設

調理 調理科 6か月 年齢制限なし センター
学校・保育所・病院・高齢者施設・社員食堂
などの給食施設、一般飲食店

清掃 クリーンスタッフ養成科 3か月 45歳以上 府   中
オフィスや商業施設等の清掃業務を請け負う
建物サービス会社、シルバー人材センター
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※ 詳細は「ＴＯＫＹＯはたらくネット」でご覧になれます。

＜求人申込＞https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/school/kyujin/officer-yujin.html

トップページ > 求職者向け職業訓練 > 都立職業能力開発センター > 求人企業の方へ > 都立職業能力開発センター修了（予定）生求人の申込

＜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/

トップページ > 企業の人材確保・育成 > 人材育成の支援 > 社内型・民間派遣型スキルアップ助成金（中小企業人材スキルアップ支援事業）

①交付申請の相談
↓

②交付申請書提出
↓

③訓練の実施
↓

④実績報告書の提出
↓

⑤助成金請求書提出

↓

⑥助成金振込

手続きの流れ

民間の教育機関が提供する短時間の集合型の訓練

に対して行う職業訓練の経費を助成

自社内で実施する短時間のOFF-JTによる職業訓練

の経費を助成（同時かつ双方向で行うオンライン会

議システムを利用した訓練も対象）

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

東京都は、従業員教育・人材育成に取り組む都内中小企業・団体のみなさまを支援するため、従業員のスキルアップの
ための職業訓練を実施する中小企業・団体に対し、助成金を支給します。

外部教育機関が実施するセミナーも助成の対象です！

＜社 内 型＞社内で企画し、2人以上で実施する訓練は、 1人1時間当たり７３０円 を支給。

（3時間以上12時間未満の訓練が対象）

○都立多摩職業能力開発センター（西立川）
０４２－５００－８７００（代）

○都立多摩職業能力開発センター八王子校

０４２－６２２－８２０１（代）

○都立多摩職業能力開発センター府中校
０４２－３６７－８２０１（代）

令和４（２０２２）年６月発行

都立多摩職業能力開発センター

人材育成課 人材育成推進担当
電話 ０４２－５００－８７００（代）

★ たまねじくんは、「多摩」とものづくりの「ネジ」からなる、多摩職

業能力開発センターのイメージキャラクター♥ 「ネジ」だけに、「技

能と人」、「人と仕事」をガッチリとつなぎます！。★たまねじくんは

商標登録しています。

お 問 い 合 わ せ 先

®

たましょくぎょう 検索

八王子校 検索

府中校 検索

研修費用

を助成！

助成額が大幅アップ！

申請回 申請期間 助成対象期間

第 5回
令和4年 6月16日(木)～
令和4年 7月15日(金)

令和4年 8月 1日(月)～
令和5年 3月31日(金)

第 6回
令和4年 7月19日(火)～
令和4年 8月15日(月)

令和4年 9月 1日(木)～
令和5年 3月31日(金)

第 7回
令和4年 8月16日(火)～
令和4年 9月15日(木)

令和4年10月 1日(土)～
令和5年 3月31日(金)

第 8回
令和4年 9月16日(金)～
令和4年10月17日(月)

令和4年11月 1日(火)～
令和5年 3月31日(金)

第 9回
令和4年10月18日(火)～
令和4年11月15日(火)

令和4年12月 1日(木)～
令和5年 3月31日(金)

第10回
令和4年11月16日(水)～
令和4年12月15日(木)

令和5年 1月 1日(日)～
令和5年 3月31日(金)

第11回
令和4年12月16日(金)～
令和5年 1月16日(月)

令和5年 2月 1日(水)～
令和5年 3月31日(金)

訓練の下限時間が３時間以上に変更になりました！

このため半日の訓練でも利用を検討できます！

＜民間派遣型＞外部教育機関のセミナーを受講する場合は、 受講料等の半額を助成 します。

（3時間以上20時間未満の訓練が対象、1人1コース当たり２0,000円を上限）


