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                                                                      平成２９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。都内城東地域（台東区、

墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区）の中小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。 

 

 

 

 

職業能力開発センター・校では、主に中小企業で働いている方を対象に、仕事に役立つ 

講習や資格試験受験対策のための短期講習（キャリアアップ講習）を行っています。 

 平成３０年度に城東センターと江戸川校で新しく始まるコースをご紹介いたします。 

 

【城東センター】 

  CAD 製図実践編(AutoCAD)  New!  

  〔内 容〕レイアウトの効率化、ダイナミックブロックと属性定義の活用、画層や 

ファイルの一括管理、外部参照、連続印刷、各種カスタマイズ 

《使用ソフト：AutoCAD2015》 

〔募集月〕7 月 1 日～10 日 

〔実施日〕9 月 16 日、23 日、30 日 （すべて日曜日） 9:30-16:40 

〔定 員〕20 人   〔授業料〕6,500 円     〔企業受付〕有※ 

 

 3 次元 CAD デジタルパース(AutoCAD)  New!   

  〔内 容〕3D モデリング基礎とコツ、レンダリングの各種設定、画像ファイルを使用

したマテリアル及び点景の作成、光源や視点の効果的な設定 

《使用ソフト：AutoCAD2015》 

 〔募集月〕9 月 1 日～10 日 

  〔実施日〕11 月 11 日、18 日、25 日 （すべて日曜日） 9:30-16:40 

  〔定 員〕20 人   〔授業料〕6,500 円     〔企業受付〕有※ 

 

 消防設備士(乙種第 4 類)受験対策  New!   

  〔内 容〕消防設備士試験(乙種第 4 類)受験対策 

機械器具・電気に関する基礎知識、消防関係法令、 

消防設備等の構造・機能・鑑別 

 〔募集月〕11 月 1 日～10 日 

  〔実施日〕平成 31 年 1 月 26 日、2 月 2 日、9 日 （すべて土曜日） 9:20-16:30 

  〔定 員〕20 人   〔授業料〕1,600 円     〔企業受付〕有※ 

 



【江戸川校】 

 品質管理【基礎】  New!   

〔内 容〕5S の必要性とその定着方法、品質管理と改善に向けた取組方法、QC 七つ道

具の手法とその活用方法、報連相と 5W1H の徹底、三現主義と顧客第一の取組 

〔募集月〕4 月 1 日～10 日 

〔実施日〕7 月 7 日、14 日、21 日 （すべて土曜日） 9:30-16:40 

  〔定 員〕24 人   〔授業料〕1,600 円     〔企業受付〕有※ 

 

  Q C 検定（3 級）受験対策   New!  

〔内 容〕品質管理検定（QC 検定（3 級））受験対策 

〔募集月〕10 月 1 日～10 日 

〔実施日〕平成 31 年 1 月 12 日、19 日、26 日 （すべて土曜日） 9:30-16:40 

  〔定 員〕24 人   〔授業料〕1,600 円     〔企業受付〕有※ 

 

◆◇◆キャリアアップ講習４月募集（申込期間 4/1～4/10）◆◇◆

実施校 講習名 実施日
募集
定員

授業料
企業受付

※

技能検定タイル張り(1・2級)受検対策 6月3日,7月8日 10 4,300 有

技能検定家具製作(1・2級)受検対策 6月10日,17日,24日 30 6,500 有

CAD製図(建築)(AutoCAD)【中級】 6月9日,16日,23日 15 6,500 有

CAD製図(建築設備)【初級】 6月30日,7月7日,14日 28 6,500 有

第三種電気主任技術者科目合格対策
(機械)(1)

6月6日,8日,10日,13日,
15日,17日

50

第三種電気主任技術者科目合格対策
(機械)(2)

6月20日,22日,24日,
27日,29日,7月1日

50

2級簿記受験対策(商業簿記)(1)
6月5日,7日,12日,14日,
19日,21日,26日,28日

45

2級簿記受験対策(商業簿記)(2)
7月3日,5日,10日,12日,
19日,24日,26日,31日

45

品質管理【基礎】      New! 7月7日,14日、21日 24 1,600 有

CAD製図(機械)【中級】 7月1日,8日,15日 15 6,500 有

危険物取扱者(乙種第4類)受験対策 7月7日,14日,21日 40 1,600 有

CAD製図(建築)(Jw_cad)【初級】 6月23日,30日,7月7日 20 6,500 有

公害防止管理者(水質関係第4種)受験対策(1) 7月1日,8日,15日 25

公害防止管理者(水質関係第4種)受験対策(2) 7月22日,29日,8月5日 25

JAVA【基礎】 6月23日,30日,7月7日 20 6,500 無

製くつ(甲紙型)【基礎】(1)
5月22日,24日,25日,

29日,31日
25

製くつ(甲紙型)【基礎】(2)
6月12日,14日,15日,
19日,21日

25

城東

台東

江戸川

一括申込

3,200
有

一括申込

3,200
有

無
一括申込

3,200

無
一括申込

10,800

 

☆５月以降も順次募集します。申込方法等詳細につきましては、各講習の実施校へお問合せください☆ 

【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 

 

 

 

 

☆ホームページでもご案内しています。城東センター 検索 ・江戸川校 検索 ・台東分校 検索 

※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。 

 



 

 

業界をけん引する中堅技能者を対象に、技能向上への意識醸成と後進への指導の取組を支

援する講習です。高度な技能と豊富な指導経験を有した講師が指導にあたります。 

成績優秀者には、「東京みらいの名工」の称号が付与されます。 

 

金属塗装コース 

〔実施場所〕城東センター 

〔申込期間〕４月１日（日）から４月３０日（月）まで 

 〔受講対象者〕（以下のすべての要件を満たす方） 

・原則、都内の中小企業等に勤務する技能者 

         ・自らの技能及び指導力の向上を目指す意志があること 

         ・原則、技能検定（職種：塗装）金属塗装作業２級技能士であること 

         ・所属企業の推薦を受けられること  

〔講習内容〕・金属塗装に必要な各塗装作業 

（工具の調整､素地調整､研磨作業､養生作業､パテ付け作業､調色作業､吹付け塗装作業） 

・課題製作（技能検定（職種：塗装）金属塗装作業１級相当） 

 〔講習日〕5 月 26 日、6 月 2 日、9 日、16 日、23 日、30 日 

全６日間（すべて土曜日） 9:00-16:30 

〔定員〕 ５名（少人数制のため、講師や受講者間の距離が近く、気軽に意見交換をすることができます。）  

 〔受講料〕16,200 円 

☆詳細は城東センターへお問い合わせください。〈 問い合わせ先 〉03(3605)6162 

 

 

 

 

＜このようなお悩みはありませんか？＞ 

 ・当社の社員のスキルアアップに役立つ講習があれば良いのに 

 ・社内で指導する人材が不足しているので、紹介してほしい     

 ・社員研修や訓練を実施するため、教室などの施設を借りたい 

 ・技能を身につけた人材を採用したい 

 ⇒人材アドバイザーは、各企業様を訪問し、人材育成や人材確保に関する相談、 

各種支援事業の紹介を行っています。お気軽にご相談ください。 

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

 

：：：：：：：：：：：：：：：：【記事に関するお問い合わせ先】：：：：：：：：：：：：：：：： 

東京都立城東職業能力開発センター   

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-6-1 電話 03-3605-6147 

＊JR 常磐線・東京メトロ千代田線綾瀬駅 徒歩 8 分、つくばエクスプレス青井駅 徒歩 12 分     

  

東京都では、就職の機会均等を確保するために、本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施するよう事業主の皆様のご理解

とご協力をお願いしています。詳細は、http:// www.hataraku.metro.tokyo.jp/ kaizen /kosei/をご覧ください。 

 

 



 

 


