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インテリア設計施工



インテリア設計施工



大田／15名／1.0／4・10月板橋／25名／0.2／4月
江戸川／25名／0.2／4月

多摩／15名／0.4／4・10月

城東／15名②／0.3／4・7・10・1月

板橋／30名③／0.6／4・10月
多摩／30名③／0.7／4・10月

江戸川／30名／0.4／4月
八王子／30名／0.4／4月

大田／30名／0.1／4月

板橋／30名／0.1／4月

江戸川／30名／1.6／4月
八王子／30名／1.5／4月

多摩／10名／0.8／4・10月

板橋／23名／―／4月



大田／15名／1.0／4・10月板橋／25名／0.2／4月
江戸川／25名／0.2／4月

多摩／15名／0.4／4・10月

城東／15名②／0.3／4・7・10・1月

板橋／30名③／0.6／4・10月
多摩／30名③／0.7／4・10月

江戸川／30名／0.4／4月
八王子／30名／0.4／4月

大田／30名／0.1／4月

板橋／30名／0.1／4月

江戸川／30名／1.6／4月
八王子／30名／1.5／4月

多摩／10名／0.8／4・10月

板橋／23名／―／4月



インテリア設計施工

城南／30名／0.6／4月
城東／30名／0.7／4月

大田／30名／0.2／4月

多摩／30名／0.2／4月

赤羽／20名／0.8／4月

板橋／30名／0.4／4月

赤羽／30名／0.6／4月

高年齢者／30名③／0.8／4・10月

城東／10名①／0.9／年6回

城南／15名②／0.9／4・7・10・1月

多摩／15名②／1.4／4・7・10・1月

江戸川／15名②／0.7／4・7・10・1月

城南／30名／―／4月



インテリア設計施工

城南／30名／0.6／4月
城東／30名／0.7／4月

大田／30名／0.2／4月

多摩／30名／0.2／4月

赤羽／20名／0.8／4月

板橋／30名／0.4／4月

赤羽／30名／0.6／4月

高年齢者／30名③／0.8／4・10月

城東／10名①／0.9／年6回

城南／15名②／0.9／4・7・10・1月

多摩／15名②／1.4／4・7・10・1月

江戸川／15名②／0.7／4・7・10・1月

城南／30名／―／4月



城南／15名②／0.3／4・7・10・1月

多摩／20名②／1.1／4・10月

赤羽／30名③／1.5／4・10月

城東／30名③／0.2／4・10月

城東／30名／0.8／4・10月
多摩／30名／1.0／4・10月
高年齢者／30名／1.5／7・1月

多摩／30名／1.7／4・10月

城南／30名／0.1／4・10月

都庁舎への門松の設置

　庭園施工管理科は、植物や病虫害、土壌肥料
等ついて学び、剪定作業、植物の繁殖、庭造り
の手法の基礎的な技能と技術を習得する科目
です。
　40年以上の歴史のある当科では訓練の一環
として長年、門松を作成しております。
　門松作成は竹の切り方、洗い方、縄の結び方な
どのロープワークが造園の技能に密接に関連し、
今までの訓練成果が発揮される場の一つです。
　お正月を迎えるにあたって、生徒が実習で製
作した門松を都庁舎に飾りつけます。訓練の成
果物をぜひご覧ください。　　

電波の日・情報通信月間記念式典

各種行事等への参加各種行事等への参加 訓練の一環として、各種行事等へ参加し、技術・技能を磨いている科目もあります！

　電気・通信工事科では、屋内の電気工事と電話
回線の施工を中心に、電気と通信の工事に関す
るスキルを身に付けることを目的としています。
　平成30年度「電波の日・情
報通信月間」記念式典におい
て、多年にわたり工事担任者
の養成課程を実施し、情報通
信分野の人材育成に多大な
貢献をしたとの功績により、
多摩職業能力開発センター
府中校が関東情報通信協力
会長表彰を受賞しました。
＜指導員のコメント＞
　国家資格である「工事担任者AI第3種」の合格
率は毎年50％前後ですが、府中校の「電気・通信
工事科」では、90％前後の合格率を保っており
ます。昭和63年度から今日まで養成課程を継続
できているのは、この高い合格率を維持できて
いるからこそだと思っています。
　このことは、生徒の皆さんの頑張りはもちろ
ん、指導スタッフが一丸となって指導に取り組
んでいる成果です。引き続き、養成施設として、
業界への就職を目指す方々の育成に取り組んで
まいります。より多くの方の入校をお待ちしてお
ります。

デザインコンペティション

　広告美術科では、広告美術におけるデザイン
の基礎的な技術とこれに関する知識並びに広
告物の製作、施工者としての基本的な技術、知
識の習得を目指しています。
　毎年授業の一環として「『買い場展開ツー
ル』デザインコンペティション」に参加していま
す。設定された課題に対し、学生が創造性あふ
れるオリジナルPOP広告を製作するコンペティ
ションです。今回、当科は銀賞と特別協賛社賞
を受賞することができました。
＜受賞者のコメント＞受賞できたのは決して一
人の力だと思っていません。広告美術科での先
生方のご指導や訓練設備があってこの作品の
完成につながりました。これからも、周りの人
との縁を大切にし、協調性をもって社会で活躍
していきたいです。

受賞者とトロフィー受賞者とトロフィー

銀賞受賞作品銀賞受賞作品



城南／15名②／0.3／4・7・10・1月

多摩／20名②／1.1／4・10月

赤羽／30名③／1.5／4・10月

城東／30名③／0.2／4・10月

城東／30名／0.8／4・10月
多摩／30名／1.0／4・10月
高年齢者／30名／1.5／7・1月

多摩／30名／1.7／4・10月

城南／30名／0.1／4・10月

都庁舎への門松の設置

　庭園施工管理科は、植物や病虫害、土壌肥料
等ついて学び、剪定作業、植物の繁殖、庭造り
の手法の基礎的な技能と技術を習得する科目
です。
　40年以上の歴史のある当科では訓練の一環
として長年、門松を作成しております。
　門松作成は竹の切り方、洗い方、縄の結び方な
どのロープワークが造園の技能に密接に関連し、
今までの訓練成果が発揮される場の一つです。
　お正月を迎えるにあたって、生徒が実習で製
作した門松を都庁舎に飾りつけます。訓練の成
果物をぜひご覧ください。　　

電波の日・情報通信月間記念式典

各種行事等への参加各種行事等への参加 訓練の一環として、各種行事等へ参加し、技術・技能を磨いている科目もあります！

　電気・通信工事科では、屋内の電気工事と電話
回線の施工を中心に、電気と通信の工事に関す
るスキルを身に付けることを目的としています。
　平成30年度「電波の日・情
報通信月間」記念式典におい
て、多年にわたり工事担任者
の養成課程を実施し、情報通
信分野の人材育成に多大な
貢献をしたとの功績により、
多摩職業能力開発センター
府中校が関東情報通信協力
会長表彰を受賞しました。
＜指導員のコメント＞
　国家資格である「工事担任者AI第3種」の合格
率は毎年50％前後ですが、府中校の「電気・通信
工事科」では、90％前後の合格率を保っており
ます。昭和63年度から今日まで養成課程を継続
できているのは、この高い合格率を維持できて
いるからこそだと思っています。
　このことは、生徒の皆さんの頑張りはもちろ
ん、指導スタッフが一丸となって指導に取り組
んでいる成果です。引き続き、養成施設として、
業界への就職を目指す方々の育成に取り組んで
まいります。より多くの方の入校をお待ちしてお
ります。

デザインコンペティション

　広告美術科では、広告美術におけるデザイン
の基礎的な技術とこれに関する知識並びに広
告物の製作、施工者としての基本的な技術、知
識の習得を目指しています。
　毎年授業の一環として「『買い場展開ツー
ル』デザインコンペティション」に参加していま
す。設定された課題に対し、学生が創造性あふ
れるオリジナルPOP広告を製作するコンペティ
ションです。今回、当科は銀賞と特別協賛社賞
を受賞することができました。
＜受賞者のコメント＞受賞できたのは決して一
人の力だと思っていません。広告美術科での先
生方のご指導や訓練設備があってこの作品の
完成につながりました。これからも、周りの人
との縁を大切にし、協調性をもって社会で活躍
していきたいです。

受賞者とトロフィー受賞者とトロフィー

銀賞受賞作品銀賞受賞作品



八王子／20名／0.8／4・7・10・1月

府中／30名③／0.5／4・10月

城東／15名②／1.9／4・7・10・1月

府中／30名③／0.8／4・10月

府中／30名／0.3／4月

赤羽／30名／0.4／4月
城南／30名／0.7／4月
城東／30名／1.5／4月
多摩／30名／0.9／4月

八王子／30名／1.5／4月



八王子／20名／0.8／4・7・10・1月

府中／30名③／0.5／4・10月

城東／15名②／1.9／4・7・10・1月

府中／30名③／0.8／4・10月

府中／30名／0.3／4月

赤羽／30名／0.4／4月
城南／30名／0.7／4月
城東／30名／1.5／4月
多摩／30名／0.9／4月

八王子／30名／1.5／4月



赤羽／30名／1.9／4月

板橋／30名／1.3／4月

中央・城北／30名／1.3／4月
城南／30名／0.5／4月

中央・城北／30名／2.0／4月

城南／10名／0.2／4・10月

城東／10名／1.5／4・10月

中央・城北／30名③／0.3／4・10月

中央・城北／30名③／0.1／4・10月

中央・城北／30名③／1.7／4・10月



赤羽／30名／1.9／4月

板橋／30名／1.3／4月

中央・城北／30名／1.3／4月
城南／30名／0.5／4月

中央・城北／30名／2.0／4月

城南／10名／0.2／4・10月

城東／10名／1.5／4・10月

中央・城北／30名③／0.3／4・10月

中央・城北／30名③／0.1／4・10月

中央・城北／30名③／1.7／4・10月



八王子／15名②／1.2／4・10月

中央・城北／15名②／1.9
板　　橋  ／15名②／0.5
城　　南 ／15名②／0.7

江戸川／15名②／0.7
八王子／15名②／0.9
府　中／15名②／1.1

城東／15名②／1.6／4・10月

大田／30名③／―／4・10月
多摩／30名③／1.2／4・10月

城南／30名③／0.7／4・10月

高年齢者／30名／0.8／4・10月

城東／30名／2.3／4月

台東／20名／2.8／4月



八王子／15名②／1.2／4・10月

中央・城北／15名②／1.9
板　　橋  ／15名②／0.5
城　　南 ／15名②／0.7

江戸川／15名②／0.7
八王子／15名②／0.9
府　中／15名②／1.1

城東／15名②／1.6／4・10月

大田／30名③／―／4・10月
多摩／30名③／1.2／4・10月

城南／30名③／0.7／4・10月

高年齢者／30名／0.8／4・10月

城東／30名／2.3／4月

台東／20名／2.8／4月



メカトロニクス(P10)

自動車車体整備(期間短縮コース)(P10)

インテリア設計施工(P12)

コンピュータ制御システム(P16)

パソコングラフィック(P18)

環境分析(P21)

府中／15名／0.6／4・7・10・1月

江戸川／20名／0.2／4・7・10・1月
府中／20名／0.3／4・7・10・1月

城南／20名／0.6／4・7・10・1月

大田／20名／0.2／4・7・10・1月

城東／10名／0.0／年6回

多摩／10名／0.1／年6回

城東／5名／1.0／年10回
多摩／5名／0.6／年10回



メカトロニクス(P10)

自動車車体整備(期間短縮コース)(P10)

インテリア設計施工(P12)

コンピュータ制御システム(P16)

パソコングラフィック(P18)

環境分析(P21)

府中／15名／0.6／4・7・10・1月

江戸川／20名／0.2／4・7・10・1月
府中／20名／0.3／4・7・10・1月

城南／20名／0.6／4・7・10・1月

大田／20名／0.2／4・7・10・1月

城東／10名／0.0／年6回

多摩／10名／0.1／年6回

城東／5名／1.0／年10回
多摩／5名／0.6／年10回



機械加工(P10)

自動車整備工学(P10)

精密加工(P10)

若年者就業支援(溶接コース)(P11)

三次元CAD(P11)

インテリア設計施工(P12)

サイン･ディスプレイ(P12)

住宅内外装仕上(P13)

住宅リフォーム(P13)

配管(P14)

庭園施工管理(P15)

電気工事(P16)

組込みシステム技術(P16)

セキュリティサービス(P17)

電気設備保全(P17)

若年者就業支援(塗装コース)(P18)

グラフィック印刷(P18)

ネットワークプログラミング(P19)

アパレルパタンナー(P20)

福祉用具(P20)

調理(P21)

クリーンスタッフ養成(P22)

施設警備(P22)

ジョブセレクト(P22)



機械加工(P10)

自動車整備工学(P10)

精密加工(P10)

若年者就業支援(溶接コース)(P11)

三次元CAD(P11)

インテリア設計施工(P12)

サイン･ディスプレイ(P12)

住宅内外装仕上(P13)

住宅リフォーム(P13)

配管(P14)

庭園施工管理(P15)

電気工事(P16)

組込みシステム技術(P16)

セキュリティサービス(P17)

電気設備保全(P17)

若年者就業支援(塗装コース)(P18)

グラフィック印刷(P18)

ネットワークプログラミング(P19)

アパレルパタンナー(P20)

福祉用具(P20)

調理(P21)

クリーンスタッフ養成(P22)

施設警備(P22)

ジョブセレクト(P22)



インテリア設計施工(P12)

設備保全(P15)

OAシステム開発(P19)

マンション維持管理(P22)



インテリア設計施工(P12)

設備保全(P15)

OAシステム開発(P19)

マンション維持管理(P22)



















※平成30年度は、OA実務科は、社会福祉法人日本盲人職能開発センター（新宿区四谷本塩町2-5）に委託しています。（参考）   

職域開発 障害者校(10) 39

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

6か月 4月・7月・
10月・1月

精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、医師から
統合失調症、躁うつ病、てんかんの診断を受けている方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、
医師から発達障害の診断を受けている方

発達障害者

個々に応じたサポートを受けながら自分に合った就職を目指す方
個々に応じたサポートを受けながら自分に合った就職を目指す方個々に応じたサポートを受けながら自分に合った就職を目指す方

実務作業 障害者校(30) 39

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

1年 4月
知的障害者
愛の手帳等の療育手帳をお持ちの方（障害者職業セン
ター等が発行する知的障害と認定される判定書でも可）

社会人としてのマナーや協調性を身に付け一般就労を目指す方社会人としてのマナーや協調性を身に付け一般就労を目指す方

就業支援

障害者校(10) 39

科目名 対象 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

3か月 4月・7月・
10月・1月

※修了後一定の要件を満たした方は、
　「調理・清掃サービス」
　「オフィスワーク」に
　連続入校可能です。
　（面接選考があります）

まだ毎日通うことに自信がない方まだ毎日通うことに自信がない方
訓練期間

身体障害者
身体障害者手帳をお持ちの方

精神障害者・発達障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

科目一覧科目一覧科目一覧科目一覧

OA実務 障害者校（委託）(5) 40

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

1年

1年

重度視覚障害者
身体障害者手帳をお持ちの方

軽度の知的障害者
愛の手帳等の療育手帳をお持ちの方（障害者職業セン
ター等が発行する知的障害と認定される判定書でも可）

実務作業

4月

4月 40板橋、城南、城東
各(20)

※

東京障害者職業能力開発校以外で実施する障害者訓練

調理・清掃サービス 障害者校(10) 37

37オフィスワーク 障害者校(10)

ビジネスアプリ開発 障害者校(10)

ビジネス総合事務 障害者校(10)

グラフィックDTP 障害者校(1５)

ものづくり技術 障害者校(10)

建築CAD 障害者校(10)

製パン 障害者校(10)

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

6か月 4月・7月・
10月・1月

37

37

38

38

38

38

38

身体障害者
身体障害者手帳を
お持ちの方

精神障害者・
発達障害者
精神障害者保健
福祉手帳を
お持ちの方かつ、
心身の状態が安定
している方

専門知識や技能を習得して就職を目指す方専門知識や技能を習得して就職を目指す方

東京障害者職業能力開発校で実施する障害者訓練

１年 4月



※平成30年度は、OA実務科は、社会福祉法人日本盲人職能開発センター（新宿区四谷本塩町2-5）に委託しています。（参考）   

職域開発 障害者校(10) 39

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

6か月 4月・7月・
10月・1月

精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、医師から
統合失調症、躁うつ病、てんかんの診断を受けている方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、
医師から発達障害の診断を受けている方

発達障害者

個々に応じたサポートを受けながら自分に合った就職を目指す方
個々に応じたサポートを受けながら自分に合った就職を目指す方個々に応じたサポートを受けながら自分に合った就職を目指す方

実務作業 障害者校(30) 39

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

1年 4月
知的障害者
愛の手帳等の療育手帳をお持ちの方（障害者職業セン
ター等が発行する知的障害と認定される判定書でも可）

社会人としてのマナーや協調性を身に付け一般就労を目指す方社会人としてのマナーや協調性を身に付け一般就労を目指す方

就業支援

障害者校(10) 39

科目名 対象 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

3か月 4月・7月・
10月・1月

※修了後一定の要件を満たした方は、
　「調理・清掃サービス」
　「オフィスワーク」に
　連続入校可能です。
　（面接選考があります）

まだ毎日通うことに自信がない方まだ毎日通うことに自信がない方
訓練期間

身体障害者
身体障害者手帳をお持ちの方

精神障害者・発達障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

科目一覧科目一覧科目一覧科目一覧

OA実務 障害者校（委託）(5) 40

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

1年

1年

重度視覚障害者
身体障害者手帳をお持ちの方

軽度の知的障害者
愛の手帳等の療育手帳をお持ちの方（障害者職業セン
ター等が発行する知的障害と認定される判定書でも可）

実務作業

4月

4月 40板橋、城南、城東
各(20)

※

東京障害者職業能力開発校以外で実施する障害者訓練

調理・清掃サービス 障害者校(10) 37

37オフィスワーク 障害者校(10)

ビジネスアプリ開発 障害者校(10)

ビジネス総合事務 障害者校(10)

グラフィックDTP 障害者校(1５)

ものづくり技術 障害者校(10)

建築CAD 障害者校(10)

製パン 障害者校(10)

科目名 対象 訓練期間 実施校（1回の募集定員） 入校時期 ページ

6か月 4月・7月・
10月・1月

37

37

38

38

38

38

38

身体障害者
身体障害者手帳を
お持ちの方

精神障害者・
発達障害者
精神障害者保健
福祉手帳を
お持ちの方かつ、
心身の状態が安定
している方

専門知識や技能を習得して就職を目指す方専門知識や技能を習得して就職を目指す方

東京障害者職業能力開発校で実施する障害者訓練

１年 4月







（公財）東京しごと財団障害者就業支援課委託訓練推進班へ
 〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター８階
 TEL 03（5211）2683　FAX 03（5211）2680　http://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

詳 細

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業

【4月入校】
１月7日～1月31日

【6月入校】
3月29日～4月11日

【7月入校】
4月26日～5月16日

【9月入校】
7月4日～7月18日

【10月入校】
7月17日～８月8日

【11月入校】
８月30日～９月12日

【12月入校】
10月2日～10月16日

【1月入校】
10月29日～11月12日

ただし、女性向け訓練eラーニン
グコースについては、７月26日
～８月8日

その他の公共職業訓練等（民間委託訓練）

※Word・Excel基礎科は、公共職業訓練には含まれません。
この他に、離職者の方を対象とした「離職者等再就職訓練」、座学訓練と企業での実習訓練を合わせた「委託訓練活用型デュアルシステム」、母子家庭のお母さんや生活保護を受
けている方を対象とした「母子家庭の母等に対する職業訓練」等、IT・福祉・医療・事務等を中心とした様々な訓練を毎月実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

W o r d ･ E x c e l 基 礎 科 ※



（公財）東京しごと財団障害者就業支援課委託訓練推進班へ
 〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター８階
 TEL 03（5211）2683　FAX 03（5211）2680　http://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

詳 細

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業

【4月入校】
１月7日～1月31日

【6月入校】
3月29日～4月11日

【7月入校】
4月26日～5月16日

【9月入校】
7月4日～7月18日

【10月入校】
7月17日～８月8日

【11月入校】
８月30日～９月12日

【12月入校】
10月2日～10月16日

【1月入校】
10月29日～11月12日

ただし、女性向け訓練eラーニン
グコースについては、７月26日
～８月8日

その他の公共職業訓練等（民間委託訓練）

※Word・Excel基礎科は、公共職業訓練には含まれません。
この他に、離職者の方を対象とした「離職者等再就職訓練」、座学訓練と企業での実習訓練を合わせた「委託訓練活用型デュアルシステム」、母子家庭のお母さんや生活保護を受
けている方を対象とした「母子家庭の母等に対する職業訓練」等、IT・福祉・医療・事務等を中心とした様々な訓練を毎月実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

W o r d ･ E x c e l 基 礎 科 ※











※ 新宿、池袋、青梅は年齢・一般・障害者・学卒者等で窓口が異なるため、48～ 49ページで確認してください。
※お問い合わせは、お住まいを管轄するハローワークへお願いします。（主として都内の別のハローワークで求職活動を行う方は、ご相談ください。）



※ 新宿、池袋、青梅は年齢・一般・障害者・学卒者等で窓口が異なるため、48～ 49ページで確認してください。
※お問い合わせは、お住まいを管轄するハローワークへお願いします。（主として都内の別のハローワークで求職活動を行う方は、ご相談ください。）
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