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　多摩職業能力開発センター及び各校では、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。

○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。

人材育成・社員教育推進のお手伝いをいたします。

　企業の皆様の人材育成・社員教育を推進するために、以下の講習等を行っております。
御社のニーズに合った講習等をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

　既製の講習で、
　自社に合ったものを受けたい

自社の要望に合わせた講習等をしてほしい

○事業の概要
　スキルアップや資格試験の受験対策等
の講習を、センター・各校の施設・設備
を使って行います。講習の内容等は、キ
ャリアアップガイド（都のホームページ
＜TOKYOはたらくネット＞参照）で確
認できます。現在働いている方（派遣・
契約社員・パート等含む）で、都内に在
住または在勤の方が対象です。個人での
お申込みですので、社員の方が、直接、
センター・各校にお申込みください。ま
た、企業単位でのお申込み（企業受付）
ができる講習があります。

○授業料等
　1講習あたり900円～6,500円
他に教科書が必要です。

○講習時間
　標準24時限を2日～8日で実施（1時
限は45分）主に平日の夜間、土日祝日
の昼間に行います。
　
○講習例
　第二種電気工事士（実技）受験対策、
鉛フリーはんだ付け　等

○事業の概要
　都内の中小企業（団体等含む）が対
象で、企業（団体等）単位でお申込い
ただきます。講習時期・内容を調整後
５名以上（複数社でも可）でセンター
・各校の施設・設備を使用して行いま
す。

○授業料等
　受講生1名あたりの金額（900円～
6,500円）を受講人数分（※講習の内
容や時限数で異なります。）他に教科
書が必要です。

○講習時間
　14時限～24時限（1時限は45分）
を2日～8日程度で実施

○実施例
　金属加工基礎、ホームへルパーの
スキルアップ、Word＆Excel　等

※キャリアアップ講習の内容を御
　社のご希望の時期に行うことも
　できます。

○事業の概要
　都内の中小企業（団体等含む）が対象
で、企業（団体等）単位でお申込みいた
だきます。登録講師（指導支援者）をご
紹介し、訓練時期・内容を調整後、御社
で行います。費用の一部を都が負担しま
す。なお、１名から実施が可能です。

○費用負担
　以下の謝金を御社と都が半額ずつ負担
●訓練指導計画書作成
　1回の支援につき6,200円
●訓練指導実施
　指導支援者1名・1時間6,600円
※謝金以外の経費（材料代・テキスト代
　等）は全て御社のご負担です。

○講習時間
　指導支援者の人数にかかわらず同一年
度内延べ40時間まで

○実施例
　旋盤・フライス盤等作業の基礎、MC
加工、設備基礎（給排水・空調）、TIG
溶接の基礎訓練　等

　【お問合せ先】　○キャリアアップ講習・オーダーメイド講習について　⇒　各実施校（２頁下段参照）
　　　　　　　　　○現場訓練支援事業・総合相談は
　　　　　　　　　　　⇒　多摩職業能力開発センター　総合相談窓口　（代）０４２－５００－８７００

社員に、仕事に役立つ講習等を受けさせたい

　センター・各校で講習等を
　受けたい

自社の施設・設備で講習等を受けたい

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） （直）０４２－５００－８６１０

多摩職業能力開発センター八王子校 （直）０４２－６２２－８３８４

多摩職業能力開発センター府中校 （直）０４２－３６７－８２０４
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募集時期 実施場所 講習名 講習日 授業料

消防設備士（甲種第１類）受験対策 5/25、6/1、8 1,600円

技能検定表装（壁装作業）（１・２級）受検対策 6/6、7、8 6,500円

調理員フォローアップ講習 6/14、15、21、22 1,600円

若手社員のためのビジネスコミュニケーション 5/24、31、6/7 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 5/18、25、6/1、8 6,500円

第三種電気主任技術者科目合格対策（電力） 5/31、6/7、14 1,600円

第二種電気工事士（実技）受験対策（第1回） 6/8、15、22 6,500円

第三種電気主任技術者科目合格対策（電力） 5/18、25、6/1 1,600円

デジタル回路基礎 5/24、31、6/7 6,500円

（Ⅰ）5/31、6/7、14、21

（Ⅱ）6/28、7/5、12、19

法人税の実務 6/7、14、21、28 1,600円

雇用保険と労災保険の実務 5/10、17、24、31 1,600円

高年齢者のためのExcel（データ加工・分析編） 5/17、24、31、6/7 6,500円

はじめてのCAD製図 5/4、11、18 4,100円

第二種電気工事士（実技）受験対策① 5/11、18、25 6,500円

（Ⅰ）5/10、17、24

（Ⅱ）6/8、15、22

Officeシステムとデータ連携 5/3、10、17、24 6,500円

（Ⅰ）6/29、7/6、13

（Ⅱ）7/20、27、8/3

HTML5とCSS３によるホームページ作成 6/22、29、7/6 6,500円

技能検定内装仕上施工（プラ系床仕上）受検対策 6/27、28、29 6,500円

技能検定造園（２級）受検対策（第１回） 7/4、5、6 6,500円

（Ⅰ）6/21、28、7/5

（Ⅱ）7/12、19、26

第二種電気工事士（実技）受験対策（第２回） 7/6、13、20 6,500円

第二種電気工事士（実技）受験対策 6/28、29、7/5、6 6,500円

（Ⅰ）6/8、15、22

（Ⅱ）6/29、7/6、13

Excel（データ加工・分析編）① 7/13、20、27、8/3 6,500円

（Ⅰ）7/12、19、26

（Ⅱ）8/2、16、23

サーバ構築法① 6/21、28、7/5 6,500円

Word（図解によるビジネス資料作成） 6/7、14、21、28 6,500円

表計算（Excel）中級 6/1、8、15、22 6,500円

ネットワーク構築法（基礎） 6/7、14、21 6,500円

多摩職業
能力開発
センター
(西立川)

2級簿記受験対策（商業簿記）（Ⅰ）（Ⅱ）

3月1日～
10日募集

一括申込
13,000円

（Ⅰ）6,500円
（Ⅱ）6,500円

3次元ＣＡＤ（ＣＡＴＩＡ　Ｖ５）基礎 Ⅰ・Ⅱ

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円

府中校

八王子校

第三種電気主任技術者科目合格対策（機械）（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円

C言語（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
13,000円

（Ⅰ）6,500円
（Ⅱ）6,500円

4月1日～
10日募集

多摩職業
能力開発
センター
(西立川)

府中校

八王子校

第三種電気主任技術者科目合格対策（機械） Ⅰ・Ⅱ

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（機械）（Ⅰ）（Ⅱ）

一括申込
3,200円

（Ⅰ）1,600円
（Ⅱ）1,600円



都立多摩職業能力開発センターでは、小学生

や高校生向けの体験講座、技能祭、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。

総合相談レポートNo.８

平成２６年２月１０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　（代）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　：　（代）０４２－５００－８７００
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
電話番号　：　（代）０４２－６２２－８２０１
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
電話番号　：　（代）０４２－３６７－８２０１
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

企業の皆様からの求人をお待ちしております

　都立多摩職業能力開発センターと八王子校・府中校では、求人企業の皆様に、訓練生（含む
修了生）を無料で職業紹介しています。企業の皆様からの求人を随時お待ちしております。

　専用の求人票に、必要事項をご記入の上、求人をお出しになりたい科目を実施している
センター・各校に直接、FAX・郵送等でお申し込みください。
　詳細は、センター・各校の就職支援担当にご連絡ください。（４頁の各校所在地参照）

多摩職業能力開発センター（西立川）

　都内の中小企業または共同団体が従業員の方に行う、小規模の研修（職業訓練）に対し、

都が助成金を支給する「東京都中小企業職業訓練助成金」を、平成２６年度も募集します。
　
　御社の新年度の研修を計画される際に、ぜひご検討ください。

　詳細は、ホームページをご覧ください。

（お問い合わせ）　（代）０４２－５００－８７００（人材育成推進係）

平成２６年度　東京都中小企業職業訓練助成金

実施校 科目 実施校 科目
自動車塗装科 メカトロニクス科
計測制御システム科 電気設備システム科
電気工事科 介護サービス科
精密加工科 福祉用具科
機械組立技術科 電気設備管理科
建築設備科 組込みシステム技術科
若年者就業支援科（溶接コース） 電気設備技術科
住宅リフォーム科 ネットワーク施工科
三次元ＣＡＤ科 電気・通信工事科
調理科 セキュリティサービス科
ビル管理科 介護サービス科
庭園施工管理科 ＣＡＤ製図科

八王子校 自動車整備工学科 ビルクリーニング管理科

多摩職業
能力開発
センター
（西立
川）

八王子校

府中校

（西立川）

東京都中小企業職業訓練助成制度 検索


