
平成２９年１月発行 

 

 

                                                                      平成２８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。 

 

 

 

 

城東センターの人材育成メニューを活用され、みごと資格を取得
された 田中電気株式会社様 の半年の歩みをご紹介します。 

 

 
《現場訓練の様子》 
奥のテントに排気装置を設置し、マスク着用の上、塗装の実技を順番に行っ

ているところ（右から２番目は講師） 

  



田中電気株式会社様 は、無線通信事業、放送設備点検事業、登録検査等事業者、社会
インフラ事業、ドローン事業、映像音響・セキュリティ事業、情報システム事業、携帯電話
事業、通販事業など、多彩な事業展開をされている中小企業です。 

 

平成２８年３月 
田中電気株式会社様から、城東センターの人材育成支援メニューについてお問い合わせが

あり、人材アドバイザーが同社を訪問しました。 
ご相談は「金属塗装の技能者を養成し、金属塗装技能検定を受検させたい」というもので

した。社内には設備が充分にそろっていない状況だったので、まずは【オーダーメイド講習】
（右ページ２番をご覧ください。）を活用されることになりました。 
 
平成 28 年 4 月 
 田中電気株式会社の担当者の方に城東センターへお越しいただき、オーダーメイド講習に
ついて、講習内容やスケジュール、費用等について打ち合わせを行いました。 

 

平成 28 年 5 月 【オーダーメイド講習】 
城東センターの施設内で、金属塗装技能検定対策を内容とする講習を実施しました。 
・受  講  者：6 名。（※オーダーメイド講習は５名からご利用になれます。） 
・スケジュール：土曜日を利用しての 3 日間・延べ 24 時間 
・費    用：6 名分の受講料＋材料費で 39,000 円（テキスト代や工具代がかかる場合もあ

ります。） 
平成 28 年 6 月 
 城東センターの人材アドバイザーが、その後の状況を伺いにお電話したところ、受検直前
対策をしたいとのお話をいただき、詳しいお話を伺いに訪問しました。 
 【現場訓練支援事業】（右ページ１番をご覧ください。）をご利用いただくことになり、 
後日、現場訓練支援事業の指導者として登録している講師とともに訪問し、指導内容や日程
について打ち合わせを行いました。 

 

平成 28 年 7 月 【現場訓練支援事業】 
 田中電気株式会社様の事業所内にて、現場訓練を実施しました。 
 受  講  者：6 名。（現場訓練支援事業は１名からご利用になれます。） 
スケジュール：平日 2 日間・延べ 14 時間。 
費    用：謝金（計画作成費 6,400 円＋6,800 円×14 時間）÷2＝50,800 円 
改善すべき点の指導などを中心とした訓練を実施されました。 
 

平成 28 年 8 月～9 月 《受検～合格発表》 
 受講された全員の方が技能検定を受検され、 
素晴らしい成果を上げられました。 
 
★金属塗装技能検定 1 級★ 2 名受検 
☆筆記実技とも合格 1 名 ☆筆記合格 1 名 

 
★金属塗装技能検定 2 級★ 4 名受検 
☆筆記実技とも合格 2 名 
☆筆記合格 1 名 ☆実技のみ合格 1 名（筆記は都合により受けられず） 

 

【受講者様の声】・全くの素人でしたが、非常に分かりやすく丁寧に教えてもらいました。 

 ・重要ポイントがよくわかりました。   ・細やかにアドバイスをしてもらえました。 

・要点を丁寧に教えてもらえる点は、部下を指導していくうえでも重要だと感じました。 

 また、訓練を企画された責任者の方からは、「29 年度も城東センターの人材育成支援メニ

ューを活用し、更に上を目指したい」との力強いお言葉をいただくことができました。 

おめでとうございます！ 
  

 



＊＊＊＊＊＊＊＊人材育成支援メニュー＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１ 現場訓練支援事業  

溶接、プレス加工、切削、塗装、web プログラミング、ＣＡＤなどの専門的な技能訓練を、基礎か
ら応用まで幅広く「ご要望に応じて、御社において、御社の設備で」行う、支援事業を実施していま
す。具体的には、センターに登録された熟練講師を紹介し、講師謝金を半額負担します。 

 

☆お勧めポイント☆ 

☆講師が御社へ伺うので、御社と講師とで研修日程を調整することができる。 

☆社内での講習なので、時間がとりやすい。 

☆業務でいつも使っている設備・器具で習うので、日ごろの疑問点なども解消しやすい。 

☆社内で訓練内容を共有できるので、研修終了後も、受講した社員同士で教えあえる。 

    

対  象 都内の中小企業、中小企業団体 

   実施人数 受講者１名から    訓練内容 企業の要望する内容 

   実施場所 お申し込み企業の事業場 

   訓練時間 １時間から。同一年度に延べ４０時間まで 

   講  師 「指導支援者」として登録されている各分野の専門家 

   費  用 ご紹介した講師に対する謝金を、企業と都が半額ずつ講師へ支払います。 

        謝金の内容 ① 指導計画書作成：１回の支援につき 6,400 円（企業負担 3,200 円） 

② 訓練実施：講師１名、１時間につき 6,800 円（企業負担 3,400 円×時間数） 

※謝金以外に必要な経費（材料費、テキスト代等）は、企業負担となります。 

※その他、訓練に必要な設備等は企業でご用意いただきます。 

   問い合わせ先  城東センター人材育成推進担当 03(3605)6147 

 

２ オーダーメイド講習  

中小企業・中小企業団体等のご要望に応じて、実施時期や講習内容をコーディネートし、
センターや訓練校の施設内で、『貴社のための』講習を行います。 

 

○対 象：都内の中小企業、中小企業団体等    ○人 数：受講者 5 名以上でお受けします。 

○時 間：平日昼・夜間、土日昼間、14～24 時限（1 時限 45 分）、2～8 日間程度 

○授業料：900～6,500 円（お一人当たり）（内容・時限により異なります。） 

      ★キャリアアップ講習と同様の費用で、『貴社オリジナルの』講習を受けられます！ 

○教 材：講習開始までに教科書等を準備していただく場合があります。 

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

 

３ 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検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行っています。（企業単位でのお申し込もできます。４名まで） 
 
○授 業 料：1講習、1人当たり、900 円～6,500円。この他、指定の教科書を各自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。 

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 

 

４ 東京都中小企業職業訓練助成金  

小規模な社内研修・訓練を助成します。一人一時間あたり一律 430 円 
助成条件や手続き等の詳細は、お問い合わせください。 

問い合わせ先  城東センター人材育成推進担当 03(3605)6147 

 

５ 人材育成プラザ  

中小企業や業界団体等が行う、社内研修や技能検定試験などのため、教室、実習場（多目 

的用）、パソコン室の施設を貸し出しています。 

使用料は無料。（ただし、電灯代、動力代、機器使用代等をご負担いただきます。） 

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

講師が 

貴社へ 

伺います。 

 

 

 

社員教育に 

ご活用ください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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・修了生の人材紹介  

城東センターと江戸川校では無料職業紹介事業
として求人票を直接受け付け、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、台東分校では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’17 

＆ 匠の技展 
 1 月 11 日(水)・12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催します。 

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、電気工事、 

若年者就業支援（塗装コース）、 

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 

城東センター訓練施設の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 人材育成推進担当０３（３６０５）６１４７ 

 お知らせ 

エンジニア基礎養成科 

わかもの人財養成科は、平成 29 年 4 月入校
生より科目名を変更し、「エンジニア基礎養成
科」となりますのでお知らせいたします。 
 
ものづくり作業を通じて企業で行われてい

る多様な仕事を理解し、自分を活かせる職種を
見つけ、就職する援助を行う科目です。社会人
として働くために必要な知識技能を身につけ
ます。 
●年 6回（4,6,8,10,12,2 月）入校できます。 
●定  員：10名    
●対  象：25歳未満の方 
●訓練期間：4か月 
●主な就職先：製造業関連企業 

 

 

パネルディスカッション開催！ 

従業員のモチベーションアップのために 

日時 平成２９年１月１９日（木） 

   １３時半～１５時（受付開始１３時） 

場所 城東センター（足立区綾瀬５－６－１） 

 
お申し込みは、同封のチラシ裏面にご記入の上、
ＦＡＸでお申し込みください。 
※お電話でもお受けします。03(3605)6147 

キャリアアップ講習のお知らせ 

４月開講分の募集・受付は 2 月 1 日～10日です。 

当センターＨＰにもアップしますので、ご確認

の上、ご応募ください。 
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