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                                                                      平成２７年度 Vol.３ 

「人材育成の栞」は都立城東職業能力開発センターの広報紙です。企業の人材育成にお役

立て頂けるさまざまな事業を中心にご案内いたします。どうぞお気軽にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

★事例１★ 

「社員をアーク溶接に携わらせたいが、労働安全衛 

生規則に定める「特別教育」を修了している社員が 

いないのですが。」 

総合相談窓口にこのようなお話が寄せらせました。 

 

 

解決メニュー例① キャリアアップ講習  

 ※以下、日時や授業料は、平成２７年度の開講例です。 

講習名  「アーク溶接（特別教育）(1)(2)」    

 日数等  土日・４日間（４５分×２９時限）   実施場所 城東センター 

授業料  ４，８００円（一人当たり。テキストは自社で購入）×５名＝２４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 城東センター03(3605)6162  江戸川校 03(5607)3684  台東分校 03(3843)5911 

でも・・・ 

 

御社にあるべき 資 格 
ありますか？ 

キャリアアップ講習は、在職者向けの短期講習を行っています。 

●主に中小企業で働いている方が対象です。派遣社員・契約社員の方も受講できます。 

●２日～８日の講習を、主に平日の夜間・土日祝日の昼間に行うので、忙しい方に最適です。 

●仕事に役立つ講習や資格試験受験対策など多彩な講習があります。 

●企業単位でお申込みいただける講習もあります。 

 

○講習の分野 機械、建築・設備、電気・電子、経理・経営・事務、情報、介護 

アパレル、製くつ 

○実施場所  科目により、城東センター、江戸川校または台東分校で行います。 

○費用    900 円～6,500円/人（この他、指定の教科書をご用意いただきます。） 
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「日時の関係でキャリアアップ講習や民間機関の講習を受けさせられない 

のですが。」 

解決メニュー例② オーダーメイド講習  

  センター・校が御社と打ち合わせの上、日程・講師・費用を決めさせていただき、センター・校に

て講習を実施します。 

 【例】城東センターにて、Ａ社様のための「アーク溶接（特別教育）(1)(2)」講習、29時限を実施 

    講習費用 ４，８００円（一人当たり。テキストは自社で購入）×５名＝２４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 城東センター03(3605)6162  江戸川校 03(5607)3684 

 

 「受けさせたい従業員は３人なので、オーダーメイド講習は 

利用できないのですが。」 

          「実施できるセンター・校が遠いので、通わせられないのですが。」 

解決メニュー例③ 現場訓練支援事業  

 センターが御社と打ち合わせの上、講師をご紹介し、御社にて「アーク溶接特別教育」を実施します。  

 【例】平成●年度、Ａ社様にて、「アーク溶接（特別教育）」講習、２１時間 

計画書作成費 6,400 円＋（講師謝礼 6,800円×21時間）＝149,200 円 

    半額を東京都が負担します。→７４，６００円のお支払。 ※教科書、道具、材料等は自社で用意 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 城東センター03(3605)6147 

 

        ご要望に応じた講習をセンター等の施設で行います。 

●職業能力開発センター・校・分校の設備を使って、企業のご要望に応じて行う短期講習です。 

●キャリアアップ講習をモデルに、より企業に合った内容にアレンジすることもできます。 

●単独企業に限らず、組合等の団体や、複数の企業が合同でもできます。 

○実施人数 ５人以上              ○講習時間 14～24 時限（１時限は 45 分） 

○授業料  900円～6,500 円/人（この他、指定の教科書をご用意いただく場合があります。） 

○実施例  城東センター  機械系    ・アーク溶接 ・ガス溶接 

              建築・設備系 ・ＣＡＤ製図 ・内装仕上作業 

              電気・電子系 ・第一種・第二種電気工事士受験対策 

              情報系    ・表計算（Excel） ・ＶＢによるプログラミング 

        江戸川校  機械系    ・ＣＡＤ製図 ・フライス盤 

              建築・設備系 ・ＣＡＤ製図 

              電気・電子系 ・シーケンス制御 

              情報系    ・表計算（Excel） 

 

              社内研修の講師をご紹介します。 

●職業能力開発センターに登録された講師を紹介します。 

●社員を外部の研修に派遣せず、社内で訓練することができます。 

●企業の現場で実際に行う設備を使って訓練するため、より実践的な訓練ができます。 

●時間、場所、人数などはご要望に応じて設定します、 

○訓練時間 １社につき同一年度４０時間まで 

○実施例  汎用旋盤・フライス盤・ＣＡＤ操作、空調設備基礎、電気理論の基礎、ＯＡ機器操作 
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（注）アーク溶接特別教育の修了証について 

・キャリアアップ講習またはオーダーメイド 

 講習でアーク溶接特別教育を受講された 

 場合、修了証を発行します。 

・現場訓練等、講習を御社で実施された場合 

は、修了証は発行いたしません。御社にて 

講習の記録を作成・保管していただきます。 

（労働安全衛生規則 38 条） 

 

 

★事例２★ 

「我が社の会長が講師となって、社員に技能検定受験の勉強をさせようと考えていま

すが、なにか支援策はありますか？」 

ご利用メニュー例  助 成 金  

 社内で企画し、社員５名に対して「技能検定（機械加工）」の準備のための講習を行った場合。 

 ４３０円×１０時間×５名＝２１，５００円 ←助成額です。 

 ※事前申請です。詳細はお早めにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都中小企業職業訓練助成金のご案内 

平成２７年度の申請期間が残り少なくなりました。 

あと ２回！ 

第１０回      平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日に実施・終了する訓練 

          平成 27 年 11 月 24 日（火）～平成 27 年 12 月 18 日（金） 

第１１回（最終回） 平成 28 年 2 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日に実施・終了する訓練 

          平成 27 年 12 月 21 日（月）～平成 28 年 1 月 20 日（水） 

 

問い合わせ先 城東センター03(3605)6147 

    労働安全衛生法による特別教育修了証     

氏 名   も の づ  く り 君                  
生年月日   平成 27 年 4 月 1 日      

     
  

本籍地   東京都        
 

   
 

  
住 所 足立区綾瀬５－６－１    

     
  

  平成 27 年○月○日 交付 
    

   
  

 
  

  

東京都立城東職業能力開発センター    
     

  

  
 

所長 ○ ○  ○ ○ 
  

印 
 

   
     

  

教
育
の
種
類 

  第   号     教育修了 

アーク溶接 第 27-○○ 号 平成 27 年○月○日 教育修了 

        第   号               教育修了 

        短時間で小規模な経費について助成金を支給します。 

●対象企業  中小企業または中小企業の団体等（その他要件あり） 

●対象受講者 当該企業の従業員で都内の事業所に勤務している者等 

●支給額   一人１時間あたり一律 430円 

●対象訓練  都内で行われる OFF-JTで１コース６時間以上（上限あり）、受講者が２人以上の訓練 

      ※外部機関による講習を受講させた場合も助成金をご利用になれます（１名でも可能。 

６時間以上・２０時間未満。受講料が上限額となります。）。 

 
見 本 
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【問い合わせ先】 

【都立城東職業能力開発センター】 

電話０３（３６０５）６１４７ 〒120-0005 足立区綾瀬５－６－１ 

【江戸川校】 

電話０３（５６０７）３６８１ 〒132-0021 江戸川区中央２－３１－２７  

【台東分校】 

電話０３（３８４３）５９１１ 〒111-0033 台東区花川戸１－１４－１６ 

 

 

訓練生の人材紹介  

城東センターと江戸川校には無料職業紹介

権があり、求人票を直接受付け、訓練生を企

業へ紹介しています。 

職業訓練は、年間に複数回入校・修了のあ

る科目もあり、順次修了しています。 

求人のお問い合わせをお待ちしております。 

（なお、台東分校には無料職業紹介権がないため、

求人票をお預かりすることができません。お手数

ですが、ハローワークへお申し込みください。） 

※在校訓練生のプロフィール（科目別、希望職

種、年齢、居住地、自己ＰＲ、資格等）を当センタ

ーHPでご覧いただけます。 

→城東センター 生徒プロフィール 検索 

→江戸川校 生徒プロフィール 検索 

 

職業訓練校生徒作品展’16 

＆匠の技展 
 1 月 13 日(水)・14日(木) 

場所：新宿駅西口広場イベントコーナー 

 

 「ものづくり」の技能の大切さを広く知っ

ていただくとともに後継者の育成を図るた

め、職業能力開発センターや技能士会などお

よそ３０の団体が参加して開かれます。 

訓練生・技能士の作品展示のほか、ものづ

くり体験、作品の即売、実演を予定していま

す。 

城東センター・江戸川校・台東分校からは

以下の各科が出展します。ぜひおでかけくだ

さい。 

センター 木工技術、溶接、住宅内外装、 

電気工事、若年者塗装、 

アパレルパタンナー 

江戸川校 メカトロニクス、機械加工 

台東分校 製くつ 

 

 

施 設 見 学 

城東センターは今年 4 月 1 日に開所し、この間、

企業・団体・学校など視察・見学においでくだ

さった方は、11月 24日までの 8 か月間で 

２，０２３名 

となりました。施設見学は随時実施しますので

どうぞお問い合わせください。（ご予約制） 

問い合わせ先 人材育成推進係０３（３６０５）６１４７ 

 

      技能祭 御礼 

来場者数 城東・台東分校同時開催 2,800 人 

     江戸川校        1,200 人 

 お陰様を持ちまして、ご好評をいただきまし

た。来年も文化の日に開催します！（予定） 

   

 

 

（生徒作品 アパレルパタンナー科） 
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（人材育成の栞 vol3 別紙） 

 私たち修了生は 

   資 格  等を 持っています！  
 

センター・校・分校の修了生は、下記のような資格等を持つことになります。 

新人採用の際には、技術技能を身につけた修了生の採用を是非ご検討下さい。 

以下、今年度中の修了予定にそってご紹介します。 

（注）「取得を目指す資格」とは、任意での受験です。 

≪１２月修了≫ 

溶 接 科 城東センター・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

取得できる資格  ★ガス溶接技能講習修了証 

          ★アーク溶接特別教育修了証 ★自由研削といし特別教育修了証 

取得を目指す資格 ★ＪＩＳ溶接技能者評価試験（日本溶接協会・軽金属溶接協会） 

 

電気設備管理科 城東センター・６か月コース（修了月 6,9,12,3月） 

取得できる資格  ★ボイラー実技講習修了証 ★高圧・特別高圧取扱い特別教育修了証 

取得を目指す資格 ★第二種電気工事士 ★第三種冷凍機械責任者 ★二級ボイラー技士 

 

介護サービス科 江戸川校・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

取得できる資格  ★実務者研修修了証明書 ★サービス提供責任者 

取得を目指す資格 ★介護福祉士 

 

グリーンエクステリア科 江戸川校・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

 受 験 資 格 ★２級造園技能検定 ★３級造園技能検定 

≪１月修了≫ 

住宅内外装仕上科 城東センター・６か月コース（修了月 5,7,9,11,1,3 月） 

受 験 資 格 ★２級タイル張り技能検定 ★２級左官技能検定 ★２級表装技能検定 

 

≪３月修了≫ 

メカトロニクス科 江戸川校・２年コース（修了月 3月のみ） 

 取得できる資格 ★技能士補（技能照査合格者） ★アーク溶接特別教育修了証 

         ★２級、３級技能検定（機械保全 電気系保全作業） 

 

自動車整備工学科 江戸川校・２年コース（修了月 3月のみ） 

 取得できる資格 ★二級ガソリン自動車整備士（実技試験免除） 

★二級ジーゼル自動車整備士（実技試験免除） 

         ★二級２輪自動車整備士（実技試験免除） ★アーク溶接特別教育修了証 

★低圧電気取扱安全衛生教育修了証（自動車整備に限る） 

 

 

 



機械加工科 江戸川校・２年コース（修了月 3 月のみ） 

 取得できる資格 ★技能士補（技能照査合格） 

         ★２級、３級技能検定（機械加工系職種） ★グラインダ作業の特別教育修了証 

★ガス溶接技能講習修了書 ★アーク溶接特別教育修了証 

 

木工技術科 城東センター・１年コース（修了月 3月のみ） 

取得できる資格 ★技能士補〔国：家具製作〕（技能照査合格者） 

受 験 資 格 ★家具製作技能士（2級）（修了後即 技能士補取得者は学科免除） 

関 連 資 格 ★木材加工用機械作業主任者技能講習受験資格（修了後実務経験２年後） 

 

アパレルパタンナー科 城東センター・１年コース（修了月 3月のみ） 

取得できる資格  ★技能士補〔国：婦人子供服製造〕（技能照査合格者） 

取得を目指す資格 ★パターンメーキング技術検定試験（１級・２級・3級） 

 

電気工事科 城東センター・１年コース（修了月 3月のみ） 

申請により取得できる資格 ★第二種電気工事士 

取得を目指す資格     ★第一種電気工事士 ★低圧電気取扱特別教育 

             ★二級電気工事施工管理技士（修了後一年の実務経験が必要） 

 

若年者就業支援科（塗装コース） 城東センター・１年コース（修了月 9,3 月） 

取得を目指す資格★東京都技能士補 ★危険物取扱者乙種第四類 ★2級塗装技能士(修了後受験可能) 

 

環境分析科 江戸川校・１年コース（修了月 3 月のみ） 

 取得できる資格  ★技能士補（技能照査合格者） ★東京都１種公害防止管理者（確認試験合格者） 

 取得を目指す資格 ★毒物劇物取扱責任者 ★危険物取扱者 ★環境計量士 

 

製 く つ 科 台東分校・１年コース（修了月 3月のみ） 

取得できる資格 ★技能士補〔国：靴製造〕（技能照査合格者） 

 

溶 接 科 城東センター・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

取得できる資格  ★ガス溶接技能講習修了証 

  ★アーク溶接特別教育修了証 ★自由研削といし特別教育修了証 

取得を目指す資格 ★ＪＩＳ溶接技能者評価試験（日本溶接協会・軽金属溶接協会） 

 

建築設備施工科 城東センター・６か月コース（修了月 9,3 月） 

資  格 ★ガス溶接技能講習修了証 ★アーク溶接特別教育修了証 

受験資格 ★２級技能検定（建築配管作業）（修了後） 

      ★２級技能検定（冷凍空気調和機器施工作業）（修了後） 

      ★排水設備工事責任技術者資格試験（修了後） 

関連資格 ★第２種電気工事士 ★給水装置工事主任技術者（実務経験３年必要） 

 

電気設備管理科 城東センター・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

取得できる資格 ★ボイラー実技講習修了証 ★高圧・特別高圧取扱い特別教育修了証 

取得を目指す資格★第二種電気工事士 ★第三種冷凍機械責任者 ★二級ボイラー技士 

 

 



ビル管理科 城東センター・６か月コース（修了月 9,3 月） 

取得できる資格 ★ボイラー実技講習修了証 

取得を目指す資格★２級ボイラー技士 

関 連 資 格 ★第二種電気工事士 ★第３種冷凍機械責任者（国家資格）（いずれも受験対策） 

 

住宅内外装仕上科 城東センター・６か月コース（修了月 5,7,9,11,1,3 月） 

受 験 資 格 ★２級タイル張り技能検定 ★２級左官技能検定 ★２級表装技能検定 

 

介護福祉用具科 城東センター・６か月コース（修了月 9,3 月） 

取得できる資格  ★福祉用具専門相談員 ★介護職員初任者研修 

取得を目指す資格 ★福祉住環境コーディネーター２級 ★医療事務管理士 ★介護事務管理士 

 

介護サービス科 江戸川校・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

取得できる資格  ★実務者研修修了証明書 ★サービス提供責任者 

取得を目指す資格 ★介護福祉士 

 

グリーンエクステリア科 江戸川校・６か月コース（修了月 6,9,12,3 月） 

受 験 資 格 ★２級造園技能検定 ★３級造園技能検定 

 

建設人材育成科（鉄筋コース） 江戸川校・１５日間（修了月 5,9,11,3 月） 

 取得できる資格 ★自由研削と石特別教育修了証 ★ガス溶接技能講習修了証 

 ★玉掛け技能講習修了証  ★小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

 

建設人材育成科（型枠コース） 江戸川校・１２日間（修了月 5,9,11,3 月） 

 取得できる資格 ★丸のこ等取扱い作業者安全衛生教育修了証 

 ★玉掛け技能講習修了証  ★小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

 

・・・このような特色ある科目にもご注目ください！・・・ 

わかもの人財養成科 城東センター・４か月コース（修了月 5,7,9,11,1,3 月） 

 わかもの人財養成科では、就業経験が浅い方、今まで働いたことのない若者を対象に、開発から販売ま

での機械加工を中心に、ものづくりを通じた訓練と就業に必要な知識を習得しています。 

 

実務作業科 城東センター・１年コース（修了月 3月のみ） 

実務作業科では、軽度の知的障害のある方を対象に、就職するために必要な心がまえ 

・労働習慣・体力及び集団への適応能力などを身に着ける訓練を行っています。 

★障害者の法定雇用率は、現行では２％となっています。 

★雇入奨励金について 

 東京都の職業訓練の訓練修了者のうち、障害者等、支給対象となる要件を満たした方を機関の定め

のない雇用契約、若しくは６か月以上の期間の定めのある雇用契約（契約を更新すること又は更新す

る場合があることが明示されているものに限定）で雇入れた事業主の方に、修了者一名あたり５０万

円の奨励金を支給いたします。 

 ⇒詳細はインターネットで『TOKYOはたらくネット』→『事業主の方へ』→『助成金を利用する』 

⇒問合せ先 雇用就業部能力開発課公共訓練係０３（５３２０）４８０７ 

 

 



 

 

キャリアアップ講習 

主に中小企業で働いている方を対象に、スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習を行って

おり、年間を通して様々な講習を開催しています。 

 都内在住・在勤の個人の方を対象としていますが、企業単位でお申し込みいただける「企業受付」の

できる科目もあります。 

          

             ☆☆☆ 企 業 受 付 と は ☆☆☆ 

・企業単位でお申し込みができます。（４名まで） 

      ・対象企業は、都内の中小企業です。雇用されている労働者の方が対象となります。 

 

・募集期間：各講習の募集月の１日～１０日（必着） 

・授 業 料；1講習、1 人当たり、900円～6,500 円。この他、指定の教科書をご用意いただきます。 

・講習時間：1講習は 24時限(１時限は 45 分)が標準です。主に平日夜間、土日祝日の昼間に行います。 

詳しくは、実施場所のセンター・訓練校へお尋ねください。 

 

【都立城東職業能力開発センター】        〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 

電話０３（３６０５）６１６２ 

【都立城東職業能力開発センター江戸川校】〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 

電話０３（５６０７）３６８４ 

【都立城東職業能力開発センター台東分校】〒111-0033 台東区花川戸 1-14-16 

電話０３（３８４３）５９１１ 

 

１２月募集（申込期間 12/1～12/10） 

講習名 実施場所 実施日 授業料  

３次元ＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡＤ） 江戸川 2/28(日),3/6(日),3/13(日) 6,500 ☆ 

第二種電気工事士（実技）受験対策 

（初学者対象）（１） 
城東 

2/20(土),2/21(日)  

8,600 

 

☆ 

第二種電気工事士（実技）受験対策 

（初学者対象）（２） 

2/27(土),2/28(日) 一括申込 

 

データベース（Access）初級 城東 2/6(土),2/13(土),2/20(土) 6,500 ― 

Access によるテーブル設計 江戸川 2/28(日),3/6(日),3/13(日) 6,500 ― 

PowerPoint によるプレゼンテーション 江戸川 2/27(土),3/5(土),3/12(土) 6,500 ― 

プログラミングの基礎（実技） 
城東 

2/10(水),2/12(金),2/24(水),2/26(金). 

3/2(水),3/4(金),3/9(水),3.11(金) 

6,500 ― 

ＨＴＭＬ５によるホームページの構築と

運用 
城東 

2/27(土),3/5(土),3/12(土) 6,500 ― 

 

１月の募集は、城東センター・江戸川校・台東分校はありません。 

２月以降の募集については、12 月以降公表の予定です。 

 

募集！ 

 ☆は企業受付ができます。 


