
平成29年4月入校生 追加募集!
東京都立城東職業能力開発センター 江戸川校

平成29年２月23日㈭～３月10日㈮募集期間

３月17日㈮ ９時15分～（受付８時45分～）選考日時

３月23日㈭合格発表 ４月５日㈬入校日

城東職業能力開発センター 江戸川校選考場所

※「おおむね30歳以下」は、入校日現在で35歳以下の方が対象です 。
「おおむね50歳以上」は、入校日現在で45歳以上の方が対象です。

訓練期間

２年コース

科目名

１年コース 環境分析科 11名

メカトロニクス科 21名

募集人員 選考日選考方法

学力検査50分
（高等学校卒業　
 程度の国語と数学）

・
面接

自動車整備工学科 3名
高校卒業または、
これと同等以上の、
おおむね30歳以下の方

高校卒業程度の
基礎学力のある、

おおむね30歳以下の方

対　　象※

機械加工科 24名

筆記試験30分
（義務教育修了程度　
の国語と数学）

・
面接

おおむね30歳
以下の方

3/17
（金）

筆記試験30分
（義務教育修了程度　
の国語と数学）

・
面接

３か月コース クリーンスタッフ
養成科 15名 おおむね50歳以上の方

募
　
　
集
　
　
科
　
　
目

各日とも午後２時開始（おおむね１時間半程度です。）
午後２時までに江戸川校へ直接お越しください。ご参加お待ちしています！

見学会に是非お越しください！（予約不要）
平成29年2月23日㈭、３月２日㈭・９日㈭

《訓練場所・お問合せ先》

東京都立城東職業能力開発センター  江戸川校
〒132-0021　東京都江戸川区中央２－31－27　TEL 03（5607）3681   FAX 03（5607）4816
http://www. hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/edogawa/ 江戸川校

授業料について

・1、2年コースは有料です。
年額118,800円（前期・後期に分けて納付）。
　　　授業料は改定になる場合があります。
　　　授業料の減免制度があります。

・6か月コース及び3か月コースは無料です。

お申込み方法

江戸川校又は、住所地を管轄するハローワークで、ご本人がお申込みください（郵送不可）。

□ 雇用保険受給資格者 □ 45歳以上の方 □ 母子家庭のお母さん等
□ 障害のある方（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の所持者）
□ 求職者支援制度による職業訓練受講給付の要件を満たす方

次の方は、必ずご自身の住所を管轄するハローワークに相談の上、お申し込みください。

・ハローワークの指示を受けて入校した方には、雇用保険の失業給付または
　訓練手当の支給があります（詳しくは、ハローワークにおたずねください）。

・入校願書は当校又は、ハローワークで配布しています。
・申込には、写真（縦3ｃｍ×横2.4ｃｍ）が１枚必要です。
・1、2年コースは指定の納付書で入校選考料（1,700円）を納付してからお申込みください。
  納付書は当校又は、ハローワークで配布しています。

○JR新小岩駅　北口から
都バス　新小29系統　葛西駅前行
　　「大杉小学校前」下車　徒歩2分

○JR新小岩駅　南口から
都バス　新小21系統　西葛西駅前行
または　新小22系統　葛西駅前行
　　「江戸川区役所前」下車　徒歩８分

○東京メトロ東西線　葛西駅から
都バス  新小29系統  東新小岩四丁目行
　　「大杉小学校前」下車　徒歩２分

交通アクセス



授業料 有料自動車整備工学科　《訓練期間２年》

　自動車整備技術者は車社会の構築に重要な役割を担う
と共に、環境問題や安全に対する責任を果たしています。
自動車整備工学科では、整備に関する基礎から応用まで
必要な技術・技能を習得させると共に、時代の変化に適
応した実践的な二級自動車整備土を育成することを目標
としています。
　授業は、少人数班編成（4～5人）による実習が行わ
れ、各班・個人に教材が行き渡り、納得のいく授業が受け
られます。主な就職先 自動車販売会社（自動車ディーラー）、自動

車整備会社、二輪自動車販売整備会社等

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約38,000円（２年間）、作業服等 約16,000円
傷害保険加入 15,400円（任意）

●就職率　100％（平成27年度）

★取得できる受験資格
二級ガソリン自動車整備士学科試験（実技試験免除）
二級ジーゼル自動車整偏士学科試験（実技試験免除）
二級二輪自動車整備士学科試験（実技試験免除）

★取得できる資格
アーク溶接特別教育修了証
低圧電気取扱特別教育修了証（開閉器操作に限る）

授業料 有料機械加工科　《訓練期間２年》

　機械加工科は、各種工作機械を使用して金属加工を行
うための知識・技能を習得する訓練科です。実習を主体と
した訓練カリキュラムで、汎用工作機械や、NC工作機械
を使用します。訓練は、安全に作業を行う方法から機械操
作方法及び加工技術を基礎から学びます。加工実習を通
し「ものづくり」の楽しさや喜びを感じることができます。

主な就職先 金属部品、自動車部品、電気部品、金型、
精密機器等の製造業

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約16,000円（２年間）、作業服等 約17,000円
傷害保険加入 15,400円

●就職率　100％（平成27年度）

★取得できる資格
技能士補（内部試験合格者）
自由研削と石特別教育修了証、ガス溶接技能講習修了証、
アーク溶接特別教育修了証

★取得を目指す資格
２級、３級技能検定（機械加工系）

授業料 有料メカトロニクス科　《訓練期間２年》

　メカトロニクスとは、メカニクス（機械工学）技術とエ
レクトロニクス（電気・電子工学）技術を合わせたものを
意味します。メカトロニクス科では、製品ができるまでの
機械設計から機械加工、機械組立て、電気配線、電子制御
等の一連の技術・技能の習得を目指します。身近にある
様々な製品の開発や製作、メンテナンス技術について、充
実した実習設備とわかりやすい指導により、技術者として
必要な基本技能を中心に学び、実践的な能力を身に付け
ます。主な就職先 自動化生産ライン製造会社、制御ソフト

ウエア開発会社、制御盤製作会社 等

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約29,000円（２年間）、作業服等 約17,000円
傷害保険加入 15,400円

●就職率　100％（平成27年度）
★取得できる資格
技能士捕（内部試験合格者）
アーク溶接特別教育修了証

★取得を目指す資格
2級、3級技能検定（機械保全職種電気系保全作業）

　工場などの生産現場では、様々な環境汚染物質が発生
します。これらは一連のシステムにより処理をして排出し
ますが、法規制基準に適合しているかを測定・分析する必
要があります。
　当科では、このような環境汚染物質を分析するための
考え方、測定法、処理法について、基礎から指導します。
劇物・危険物等を扱うため、その知識や取扱法も併せて
勉強します。さらに食品衛生やバイオ工学の基礎など、環
境に関わる広い分野について学びます。主な就職先 計量証明事業所（環境分析）、水処理業（維持管

理・水質分析）、化学薬品製造業（品質管理等）等

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約13,000円、作業服 約2,600円
傷害保険加入 8,300円（任意）

●就職率　88.9％（平成27年度）
★取得できる資格
技能士補（内部試験合格者）
東京都第1種公害防止管理者（内部試験合格者）

★取得を目指す資格
毒物劇物取扱者賣任者、危険物取扱者、環境計量士、
公害防止管理者（国）

授業料 有料環境分析科　《訓練期間1年》　

クリーンスタッフ養成科　《訓練期間3か月》　 授業料 無料
　建物等を美しく保つと同時に、利用者のために快適で
清潔な環境作りに必要なクリーニングやメンテナンスの
知識と技能について学ぶ訓練です。
　クリーンスタッフの業務は住宅のキッチンや浴室、トイ
レ等様々な清掃を行います。ビル清掃においては事務室
や廊下の管理、窓ガラスの洗浄など、あらゆる分野が含ま
れます。
　このため作業者が建物に合わせた作業ができるよう、
この一連の知識と技能を修得するために基本から学ぶこ
とができます。

主な就職先 ビルメンテナンス会社、
ハウスクリーニング会社 等

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約5,000円、作業服等 約5,000円
傷害保険加入 約3,000円（任意）

《高年齢者向け訓練》

新 規 科 目

当校では、ハローワークと連携をとりながら、

修了予定者及び修了者を対象に、就職支援を

行っています。校内で、就職先の開拓や職業

紹介を行うことにより、生徒が在校中に身に

つけた技能・技術を企業で生かせるように、

個々の特性に応じた就職指導をしていきます。



授業料 有料自動車整備工学科　《訓練期間２年》

　自動車整備技術者は車社会の構築に重要な役割を担う
と共に、環境問題や安全に対する責任を果たしています。
自動車整備工学科では、整備に関する基礎から応用まで
必要な技術・技能を習得させると共に、時代の変化に適
応した実践的な二級自動車整備土を育成することを目標
としています。
　授業は、少人数班編成（4～5人）による実習が行わ
れ、各班・個人に教材が行き渡り、納得のいく授業が受け
られます。主な就職先 自動車販売会社（自動車ディーラー）、自動

車整備会社、二輪自動車販売整備会社等

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約38,000円（２年間）、作業服等 約16,000円
傷害保険加入 15,400円（任意）

●就職率　100％（平成27年度）

★取得できる受験資格
二級ガソリン自動車整備士学科試験（実技試験免除）
二級ジーゼル自動車整偏士学科試験（実技試験免除）
二級二輪自動車整備士学科試験（実技試験免除）

★取得できる資格
アーク溶接特別教育修了証
低圧電気取扱特別教育修了証（開閉器操作に限る）

授業料 有料機械加工科　《訓練期間２年》

　機械加工科は、各種工作機械を使用して金属加工を行
うための知識・技能を習得する訓練科です。実習を主体と
した訓練カリキュラムで、汎用工作機械や、NC工作機械
を使用します。訓練は、安全に作業を行う方法から機械操
作方法及び加工技術を基礎から学びます。加工実習を通
し「ものづくり」の楽しさや喜びを感じることができます。

主な就職先 金属部品、自動車部品、電気部品、金型、
精密機器等の製造業

●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約16,000円（２年間）、作業服等 約17,000円
傷害保険加入 15,400円
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★取得できる資格
技能士補（内部試験合格者）
自由研削と石特別教育修了証、ガス溶接技能講習修了証、
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★取得を目指す資格
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授業料 有料メカトロニクス科　《訓練期間２年》

　メカトロニクスとは、メカニクス（機械工学）技術とエ
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●自己負担額（変更する場合があります）
教科書 約29,000円（２年間）、作業服等 約17,000円
傷害保険加入 15,400円
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★取得を目指す資格
2級、3級技能検定（機械保全職種電気系保全作業）

　工場などの生産現場では、様々な環境汚染物質が発生
します。これらは一連のシステムにより処理をして排出し
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教科書 約13,000円、作業服 約2,600円
傷害保険加入 8,300円（任意）
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授業料について

・1、2年コースは有料です。
年額118,800円（前期・後期に分けて納付）。
　　　授業料は改定になる場合があります。
　　　授業料の減免制度があります。

・6か月コース及び3か月コースは無料です。

お申込み方法

江戸川校又は、住所地を管轄するハローワークで、ご本人がお申込みください（郵送不可）。

□ 雇用保険受給資格者 □ 45歳以上の方 □ 母子家庭のお母さん等
□ 障害のある方（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の所持者）
□ 求職者支援制度による職業訓練受講給付の要件を満たす方

次の方は、必ずご自身の住所を管轄するハローワークに相談の上、お申し込みください。

・ハローワークの指示を受けて入校した方には、雇用保険の失業給付または
　訓練手当の支給があります（詳しくは、ハローワークにおたずねください）。

・入校願書は当校又は、ハローワークで配布しています。
・申込には、写真（縦3ｃｍ×横2.4ｃｍ）が１枚必要です。
・1、2年コースは指定の納付書で入校選考料（1,700円）を納付してからお申込みください。
  納付書は当校又は、ハローワークで配布しています。

○JR新小岩駅　北口から
都バス　新小29系統　葛西駅前行
　　「大杉小学校前」下車　徒歩2分

○JR新小岩駅　南口から
都バス　新小21系統　西葛西駅前行
または　新小22系統　葛西駅前行
　　「江戸川区役所前」下車　徒歩８分

○東京メトロ東西線　葛西駅から
都バス  新小29系統  東新小岩四丁目行
　　「大杉小学校前」下車　徒歩２分

交通アクセス




