
　都立多摩職業能力開発センターでは、求職

者向けの職業訓練の他に、在職者向けの講

習、従業員教育への助成金の支給、技能継承

を支援する「東京ものづくり名工塾」、就職

面接会・会社説明会など、様々な事業を実施

しています。また、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。
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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　：　０４２－５００－８７００（代）
URL　：　http://hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/tama/

多摩職業能力開発センター（西立川）

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　：　０４２－６２２－８２０１（代）
URL　：　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　：　０４２－３６７－８２０１（代）
URL　：　http://hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/fuchu/

多摩職業能力開発センター　各校所在地

１４

平成２６年度 東京都中小企業職業訓練助成金

共同団体

自ら企画し実施 教育機関に派遣 自ら企画し実施

６時間以上１２時間未満
（受講者が４人以下の場合は、
６時間以上２０時間未満）

６時間以上２０時間未満
（２名以上で実施される訓練であれ
ば、派遣する従業員の方が１名でも
可）

６時間以上

中小企業

「NEWS　LETTER」は、都立多摩職業能力開発センターの広報紙です。
今回は、貴社の研修にお役立ていただける事業を中心にご案内いたします。

年4回発行予定ですので、次号以降もどうぞお楽しみください。

　中小企業または共同団体が実施する短期間や小規模の従業員教育（職業訓練）に対し、助成金を
支給します。

　◇都内で行われるOFF-JT（集合して行われ、通常業務と区別できる２名以上の研修）
　◇実施方法別の時間数の要件

　申請の受付は、平成２７年１月２０日（火）まで随時行っています。

　詳細は、ホームページをご覧ください。 東京都中小企業職業訓練助成制度 検索

◇事例１　A社（情報通信業）＜新入社員向けビジネスマナー講習＞

　入社１年目の従業員（３名）を対象に、内部講師で、3日間（1６時間）実施
　助成金額　　３人×1６時間×＠４３０＝20，6４０円

◇事例２　B社（運輸業）＜営業管理職向け研修＞

　管理職候補者（１名）を、外部機関の研修に３日間（１８時間）派遣
　受講料　　　２７，０００円
　助成金額　　１人×１８時間×＠４３０＝７，７４０円

「中小企業職業訓練支援員」は、主に次の３つのことを行っています。
　①　中小企業や共同団体からの従業員教育（職業訓練）の助成金利用に関する相談業務
　②　中小企業職業訓練助成制度に関する交付申請、変更届の受付
　③　実施状況調査及び実績報告の受付等

（お問い合わせ）　電話　０４２－５００－８７００（代）（人材育成推進係）

【助成金のご利用については、「中小企業職業訓練支援員」にご相談ください。】

【助成金の活用事例のご紹介】



　中小企業や事業主団体等のご要望に応じ、講習の実施時期・内容をコーディネイトするオー

ダーメイド講習を行っています。社員研修や教育訓練にご活用ください。

  講師の手配・謝金は府中校で負担いたしますが、授業料として講習時間により、

1人あたり900円～6,500円かかります。また教科書をご負担いただく場合があります。

府中校で実施したオーダーメイド講習をご紹介します。

オ ー ダ ー メ イ ド 講 習

（お問い合わせ）八王子校人材育成プラザ　　電話　０４２－６２２－８３８４（直）

講 習 内 容 講習日程 費用

平日夜間 8 回 １人あたり
  設備点検者のためのセキュリティ技術講習

18:30～20:55 ６,５００円

平日 ２回 １人あたり
ビジネス文書の作成とプレゼンテーション

10:00～16:30 ３,８００円

土曜 ３回 １人あたり
  ネットワーク構築法（基礎）

9:20～16:30 ６,５００円

日曜 ３回 １人あたり
  AutoCAD 製図（初級）

9:20～16:30 ６,５００円

（お問い合わせ）府中校人材育成プラザ 電話 ０４２－３６７－８２０４（直）

府 中 校

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（西立川） 電話　０４２－５００－８６１０（直）

多摩職業能力開発センター八王子校 電話　０４２－６２２－８３８４（直）

多摩職業能力開発センター府中校 電話　０４２－３６７－８２０４（直）

※人材育成プラザの貸出及びオーダーメイド講習については、多摩職業能力開発センター（西立川）、
　八王子校、府中校で実施しています。詳細は、ホームページ（４頁参照）をご覧ください。

２ ３

【企業受付】
  　講習名の後に【企業受付】がついているものは、企業単位でのお申込みができます。実施校へ
「企業受付専用申込書」によりお申込みください。ぜひ、企業研修や資格試験対策にご活用くださ
い。

申込期間は、募集月の
１日～１０日です。

施設貸出受付中！！
充実した八王子校の施設を
是非活用して下さい。

今年、５月末（予定）以降から
人材育成プラザＯＡ室で
Ⅴｉｓｕａｌ　Ｓtudio2012が
使用可能になります。

初心者向けのコースから
専門的に学びたい人向け
のコースまで多数ありま
す。

〔新規科目〕
・Androidアプリ開発入門
・福祉用具活用の基礎
・高年齢者のための二級
ボイラー技士受験対策
・医事OA（医事Navi）

オーダーメイド講習受付中！！
ニーズに応じた対応が可能で
す。

＜実施例＞

八 王 子 校
募集時期 実施場所 講習名 講習日 授業料

JIS溶接評価試験受験対策
7/25、8/21、22、
26、28、29、30

6,500円

技能検定造園（２級）受検対策（第2回） 7/11、12、13 6,500円

内装業者のための水周りリフォーム工事（基礎）　【企業受付】 7/13、20、27 6,500円

（Ⅰ）7/20、27、8/３、17

（Ⅱ）8/24、31、9/7、14

（Ⅲ）9/21、28、10/5、12

鉛フリーはんだ付け　【企業受付】 7/23、24 4,300円

VBによるプログラミング 7/26、8/2、16 6,500円

（Ⅰ）7/27、8/3、17

（Ⅱ）8/24、31、9/7

第三種電気主任技術者科目合格対策（法規） 8/2、16、23 1,600円

（Ⅰ）8/2、16、23

（Ⅱ）8/30、9/6、13

第三種電気主任技術者科目合格対策（法規） 7/20、27、8/3 1,600円

（Ⅰ）8/2、16、23、30

（Ⅱ）9/6、13、20、27

（Ⅲ）10/4、11、18、25

日商PC検定（文書作成）3級受験対策 6/29、7/6、12、21 6,500円

第三種電気主任技術者科目合格対策（法規） 7/13、20、27 1,600円

jQueryとjQuery Mobileの基礎 7/13、20、27 6,500円

財務会計（勘定奉行）　【企業受付】 7/19、26、8/2、9 6,500円

実務で使えるPower Point（応用） 8/17、24、31 6,500円

（Ⅰ）8/23、30

（Ⅱ）9/6、13

（Ⅰ）8/24、31、9/7

（Ⅱ）9/14、21、28

Power Pointによるプレゼンテーション 8/24、30、31 6,500円

介護支援専門員実務研修受講受験対策 8/30、9/6、13、20 1,600円

（Ⅰ）8/31、9/7、14、21

（Ⅱ）9/28、10/5、12、19

（Ⅰ）9/6、7、13

（Ⅱ）9/14、20、21

Excel VBAの基礎（第1回） 9/6、13、20、27 6,500円

ビル管理技術者受験直前対策 8/16、23、30 1,600円

（Ⅰ）8/17、24、31

（Ⅱ）9/7、14、21

消防設備士（乙種第4類）受験対策 8/31、9/7、15 1,600円

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円

第一種電気工事士（学科）受験対策（Ⅰ）（Ⅱ）

2級簿記受験対策（工業簿記）（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円

3級簿記受験対策（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）

一括申込
4,800円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円
（Ⅲ）1,600円

多摩職業
能力開発
センター
(西立川)

5月1日～
10日募集

一括申込
8,600円

（Ⅰ）4,300円
（Ⅱ）4,300円

CAD製図による建築図面の作成（Ⅰ）（Ⅱ）

府中校

1級簿記受験対策（工業簿記・原価計算）（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）

一括申込
4,800円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円
（Ⅲ）1,600円

第一種電気工事士（学科）受験対策（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円

八王子校

多摩職業
能力開発
センター
(西立川)

6月1日～
10日募集

基本情報技術者受験対策（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円

C言語によるマイコン制御（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
13,000円

（Ⅰ）6,500円
（Ⅱ）6,500円

府中校

八王子校

2級建築施工管理技士受験対策（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円


