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　明けましておめでとうございます。

　昨年は、本センター・校の事業にご協力いただ

き、誠にありがとうございました。

　都立多摩職業能力開発センター・八王子校・府

中校では、企業が求める必要な技術・技能を身に

付けた人材を訓練・育成するとともに、「合同就

職説明会」の開催等により、企業の皆様と求職者

とのマッチングの機会を提供するなど、中小企業

の人材の確保に努めてまいりました。

　また、社員の皆様がスキルアップするための各

種「キャリアアップ講習」や、企業への講師派遣

の実施など、企業の皆様の人材育成を支援してま

いりました。

　本年におきましては、さらなる人材の輩出に向

けた４月入校生の募集とともに、皆様に益々ご活

用いただけるような講習の充実など、来年度に向

けた準備を重ねているところです。

　本センター・校を挙げて皆様のお役に立てるよ

う、より一層努力してまいりますので、今後とも

よろしくお願いいたします。

た ま 工 業 交 流 展 に 出 展 予 定 ！

　2月８日（金）～9日（土）に都立多摩職業能力開発センターで「たま工業交流展」が開催されます。

多摩地域の中小企業が有する個性豊かな技術や製品を一堂に展示し、製品開発力や加工技術等の紹介を通

じた受注の拡大、パートナー企業の発掘に向けた情報収集など多摩地域の工業振興に繋がるビジネスチャ

ンスの場を提供することを目的とした展示会です。都立多摩職業能力開発センターも出展しますので、ぜ

ひお越しください。

　本展示会についての詳細は、たま工業交流展実行委員会(立川商工会議所)へお問い合わせください。

（℡　042-527-2700 ）

都立多摩職業能力開発センター所長
　　　　　　　　　福　寿　　陽　子

都立多摩職業能力開発センター　庭園施工管理科で
製作した門松（都庁第一本庁舎に展示）



お問い合わせは、各センター・校のキャリアアップ講習担当へ（月曜定休）

多摩職業能力開発センター ０４２－５００－８６１０
多摩職業能力開発センター八王子校 ０４２－６２２－８３８４
多摩職業能力開発センター府中校 ０４２－３６７－８２０４

２

○応募資格は、現在働いている方で、都内に在住又は在勤の方です。（派遣・契約社員、パート等を含みます。）
○申込期間は、募集月の１日～10日（必着）です。
○応募数が定員を超えた場合は、抽選となります。
○お申込についての詳細は、下記の各センター・校へお問い合わせください。
　なお、ホームページにも詳細な案内が掲載されていますので、ご覧ください。http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

　都立多摩職業能力開発センター・各校では、社員の皆様のスキルアップを目的に様々なメニューのキャ
リアアップ講習をご用意しています。社員教育にぜひお役立てください。なお、講習時間等の詳細は、各
センター・校へお問い合わせください。

申込期間 実施場所 講習名 講習日 授業料

緑のカーテンの施工と維持管理 5/12、6/2、23 4,300円

第二種電気工事士（学科）受験対策 4/28、5/5、12、19 1,600円

(Ⅰ)4/6、13、20

(Ⅱ)5/11、18、25

(Ⅰ)4/7、14、21、28

(Ⅱ)5/12、19、26、6/2

(Ⅲ)6/16、23、30、7/7

ファイル操作とデータ管理 4/21、28、5/12 6500円

PowerPointによるプレゼンテーション 5/18、25、6/1 6,500円

ビジネスにおける情報リテラシー 4/14、21、28 6,500円

第二種電気工事士（学科）受験対策 4/6、13、20、27 1,600円

(Ⅰ)4/7、14、21

(Ⅱ)4/28、5/5、12

太陽光発電システム施工技術（実技） 5/11、18、25 6,500円

データベース(Access)初級 4/13、20、27、5/4 6,500円

(Ⅰ)4/20、21、27

(Ⅱ)4/28、5/11、12

ネットワークセキュリティ技術（中級） 4/14、21、28 6,500円

高年齢者のためのビル管理技術者受験対策 4/21、28、5/19、26 1,600円

第三種電気主任技術者科目合格対策（電力） 4/13、20、27 1,600円

太陽光発電システム施工技術（学科） 4/14、21 900円

Officeシステムとデータ連携 4/13、20、27、２９ 6,500円

ネットワーク構築法（基礎） 5/9、14、16、18、25 6,500円

日商PC検定（データ活用）3級受験対策 4/7、14、21、28 6,500円

消防設備士甲種第１類受験対策 5/26、6/2、9 1,600円

技能検定表装（壁装作業）（１・２級）受検対策 6/7、8、9 6,500円

第二種電気工事士（実技）受験対策 6/9、16、23 6,500円

第三種電気主任技術者科目合格対策（電力） 6/1、8、15 1,600円

PLCプログラミングとタッチパネルデザインの基礎 5/19、26、6/2、9 6,500円

若い社員のためのビジネスコミュニケーション 5/25、6/1、8 1,600円

第三種電気主任技術者科目合格対策（電力） 5/19、26、6/2 1,600円

デジタル回路基礎 5/25、26、6/1 6,500円

(Ⅰ)6/1、8、15、22

(Ⅱ)6/29、7/6、13、20

法人税の実務 6/8、15、22、29 1,600円

高年齢者のためのExcel（データ加工・分析編） 5/18、19、25、26 6,500円

はじめてのCAD製図 5/15、12、19 4,100円

第二種電気工事士（実技）受験対策 5/12、19、26 6,500円

(Ⅰ)5/11、18、25

(Ⅱ)6/1、8、15

太陽光発電システム施工技術（実技） 6/1、8、15 6,500円

Word（図解によるビジネス資料作成） 5/4、11、18、25 6,500円

第三種電気主任技術者科目合格対策（機械）
一括申込　3,200円　(Ⅰ)1,600円

(Ⅱ)1,600円

２級簿記受験対策（商業簿記）
一括申込　3,200円　(Ⅰ)1,600円

(Ⅱ)1,600円

C言語
一括申込　13,000円　(Ⅰ)6,500円

(Ⅱ)6,500円

多摩職業

能力開発

センター

八王子校

第三種電気主任技術者科目合格対策（理論）
一括申込　3,200円　(Ⅰ)1,600円

(Ⅱ)1,600円

第三種電気主任技術者科目合格対策（理論）
一括申込　3,200円　(Ⅰ)1,600円

(Ⅱ)1,600円

１級簿記受験対策（商業簿記・会計学）

一括申込　4,800円　(Ⅰ)1,600円

(Ⅱ)1,600円

(Ⅲ)1,600円

2月1日～

10日募集

3月1日～

10日募集

府中校

多摩職業

能力開発

センター

八王子校

府中校
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　都立多摩職業能力開発センター・各校では、無料職業紹介事業を実施し
ており、求人を希望される企業の皆様に、訓練生（含む修了生）をご紹介
しています。
　下表にある様々な科目で実践的な技術・技能を身につけた訓練生の採用
を検討してみませんか？
　採用を予定されている方は、まずは、下記問合せ先にご相談ください。

利用方法

　各センター・校の就職支援担当 にご相談の後、求人票に必要事項をご記入の上、科目を担当しているセン
ター・校へ直接お申し込み下さい。
　求人票は、多摩職業能力開発センターのホームページからダウンロードできます。また、お電話いただけ
れば、「求人票」はFAXまたは郵送いたします。お気軽にご連絡ください。

問合せ

　各センター・校の就職支援担当 にご連絡ください。
　
○多摩職業能力開発センター　　　　　　　　　　０４2－５００－８７００
○多摩職業能力開発センター八王子校　　　　　　０４２－６２２－８２０１
○多摩職業能力開発センター府中校　　　　　　　０４２－３６７－８２０１

ご利用、
お待ちして
います。

利用者の声

●精密加工科から４名採用。いずれも既に即戦力として活躍してくれており、今後も採用を継続していきたい。
●CAD製図科から女性１名採用。設計部門に10年在籍し、自社製品開発の主力メンバーになっている。
●電気機器科（現電気工事科）から３名採用。うち１名は既に責任者として育っている。

科目 訓練期間 対象 実施校

メカトロニクス科 ２年 概ね30歳以下 八王子校
自動車整備工学科 ２年 概ね30歳以下 八王子校

精密加工科 １年 概ね30歳以下 多摩職業能力開発センター

機械組立技術科 １年 年齢制限なし 多摩職業能力開発センター
若年者就業支援科（溶接コース） １年 25歳未満 多摩職業能力開発センター

ＣＡＤ製図科 ６か月 年齢制限なし 府中校

三次元ＣＡＤ科 ６か月 年齢制限なし 多摩職業能力開発センター

建築設備科 １年 年齢制限なし 多摩職業能力開発センター
住宅リフォーム科 ６か月 年齢制限なし 多摩職業能力開発センター

ビル管理科 ６か月 概ね50歳以上 多摩職業能力開発センター

電気工事科 １年 概ね30歳以下 多摩職業能力開発センター
電気設備技術科 １年 概ね30歳以下 府中校

計測制御システム科 １年 概ね30歳以下 多摩職業能力開発センター

組込みシステム技術科 １年 概ね30歳以下 府中校

電気設備システム科 １年 年齢制限なし 八王子校
電気設備管理科 ６か月 概ね50歳以上 八王子校

電気・通信工事科 ６か月 年齢制限なし 府中校

セキュリティサービス科 ６か月 年齢制限なし 府中校
ネットワーク施工科 ６か月 年齢制限なし 府中校

化学印刷関係 自動車塗装科 １年 概ね30歳以下 多摩職業能力開発センター

調理科 ６か月 年齢制限なし 多摩職業能力開発センター
介護サービス科 ６か月 年齢制限なし 八王子校

介護サービス科 ６か月 年齢制限なし 府中校

ビルクリーニング管理科 ６か月 概ね50歳以上 府中校

庭園施工管理科 ６か月 概ね50歳以上 多摩職業能力開発センター

その他

機械関係

建築関係

電気関係



都立多摩職業能力開発センター・各校で
は、現在、4月入校生の募集を行っています
（2月6日まで受付）。また、この3月に
は、数多くの訓練生が修了を控え、積極的
に就職活動を行っています。
加えて、技能継承を支援する「東京ものづ
くり名工塾」募集、就職面接会・会社説明

会開催など、様々な事業を実施してまいり

ます。見学も随時受け付けていますので、

お気軽にお問い合わせください。

平成25年1月16日発行
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係
電話番号　０４２－５００－８７００

ぜひ
お立ち寄り
ください！

《JR青梅線　西立川駅下車　徒歩７分》
住　　　所　：　〒１９６－００３３　昭島市東町３－６－３３
電話番号　：　０４２－５００－８７００
Ｗ　Ｅ　Ｂ　：　http://hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/tama/

多摩職業能力開発センター

多摩職業能力開発センター八王子校

《JR中央線　八王子駅南口下車　徒歩１８分》
《京王線　山田駅下車　徒歩１５分》
住　　　所　：　〒１９３－０９３１　八王子市台町１－１１－１
電話番号　：　０４２－６２２－８２０１
Ｗ　Ｅ　Ｂ　：　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/hachioji/

多摩職業能力開発センター府中校

《京王線　中河原駅南口下車　徒歩１０分》
住　　　所　：　〒１８３－００２６　府中市南町４－３７－２
電話番号　：　０４２－３６７－８２０１
Ｗ　Ｅ　Ｂ　：　http://hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/fuchu/

多摩職業能力開発センター　各校所在地

４


