
都立多摩職業能力開発センターでは、求職者向けの職業訓練の他に、在職者向けの講習、従
業員教育への助成金の支給、技能継承を支援する「東京みらいの名工育成プログラム」、就職
面接会・会社説明会など、様々な事業を実施しています。また、見学も随時受け付けています
ので、お気軽にお問い合わせください。
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都立多摩職業能力開発センター人材育成課人材育成推進係

１４

中小企業または共同団体（中小企業の団体等）が実施する短時間や小規模の従業員教
育（職業訓練）に対し、助成金を支給します。国のキャリア形成助成金の対象とならな
いビジネスマナー研修等にもご利用いただけます。

平成２８年度 東京都中小企業職業訓練助成金

【申請期間】 平成２８年３月１日（火）～ 平成２9年1月２０日（金）

【開始日が、平成２８年４月１日（金）からの訓練が対象】

共同団体（中小企業の団体等）

自ら企画し実施 教育機関に派遣 自ら企画し実施

６時間以上１２時間未満

６時間以上２０時間未満
（２名以上で実施される訓練であれ

ば、派遣する従業員の方が１名でも
可）

６時間以上１２時間未満

中小企業

◇ 都内で行われるOFF-JT（集合して行われ、通常業務と区別できる２名以上の研修）
◇ 実施方法別の時間数の要件

《助成金の活用事例のご紹介》

◇事例１ A社（出版業）＜営業担当者向け研修＞

営業スタッフ（７名）を対象に、８コースのマネージメント研修を実施（１コース当たり７．５時間）
助成金額 ７名×７．５時間×８コース×＠４３０＝１８０,６００円

◇事例２ B社（建設業）＜新入社員研修＞

新入社員（１１名）を対象に、１１コースの新入社員研修を実施（１コース当たり７時間）
助成金額 １１名×７時間×１１コース×＠４３０＝３６４,２１０円

◇事例３ C社（卸売・小売業）＜クレーム対応研修＞

窓口対応の中堅社員（４名）を外部機関の講習（受講料4名分で２０,０００円）に、１日（8時間）派遣
助成金額 ４名×8時間×＠４３０＝１３,７６０円

※ 講習受講料を超えていないので、１３,７６０円を支給

【お問合わせ】 電話 ０４２－５００－８７００（代）（人材育成推進係）

詳細はこちら⇒ 東京都中小企業職業訓練助成制度 検索

【助成対象となる訓練】

【助成金額・限度額】 １人１時間あたり 一律４３０円（１人あたり１００時間まで）

１企業（団体）あたり 年間１００万円まで
※ 教育機関に派遣する場合は、その受講料が上限です。

第15回たま工業交流展が開催されました。

平成28年2月25日（木）、26日（金）

に当センターの人材育成プラザ実習室を会

場にして開催されました。

多摩地域の中小企業が持つ個性豊かな技

術や製品が展示される中、受注の拡大、情

報収集等ビジネスチャンスの場として多く

の来場者で賑わいました。

【主催】たま工業交流展実行委員会

【実施結果】

＜出展企業・団体＞ １４９社（団体）

＜来場者数＞

2月25日（木） 約3,300人

2月26日（金） 約3,200人

計 約6,500人

東京みらいの名工育成プログラムの受講生を募集します。

業界をけん引する中堅技能者を対象に、高度な技能を持つ講師陣が実習を中心に指導し、手作業に

よる技術・技能の体得を目指します。また、少人数制のため、講師とも気軽に意見交換ができ、同業

他社の受講生との交流もあるため、モチベーションの向上が期待できます。次の４コースです。

①木工製作 ②機械加工＜汎用旋盤＞ ③金属塗装 ④建築配管

（各コース共通）

【募集期間】 平成28年4月1日（金）～ 平成28年4月30日（土）

【申込方法】 「受講申込書」を実施校にご持参、または郵送にてお申込みください。

「受講申込書」は、HP＜TOKYOはたらくネット＞でダウンロードできます。

なお、原則として所属企業からの推薦が必要です。

【講習日】 5月下旬～7月下旬 毎週土曜日（6日間） 9:00～16:30

【定員】 5名

【受講料】 16,200円

【お問合せ・お申込先】

①木工製作 城南職業能力開発センター ℡ ０３－３４７２－３５７２

②機械加工 城南職業能力開発センター大田校 ℡ ０３－３７４４－１０１３

③金属塗装 城東職業能力開発センター ℡ ０３－３６０５－６１６２

④建築配管 多摩職業能力開発センター ℡ ０４２－５００－８６１０



２

人材育成・社員教育推進のお手伝いをいたします。

既製の講習から、
自社に合ったものを選びたい

自社の要望に合わせて内容を組立てたい

○事業の概要
スキルアップや資格試験の受験対策等

の講習を、センター・各校の施設・設備
を使って行います。
講習の内容等は、キャリアアップガイ

ド（都のホームページ＜TOKYOはたら
くネット＞参照）で確認できます。現在
働いている方（派遣・契約社員・パート
等含む）で、都内に在住または在勤の方
が対象です。
個人でのお申込みが原則ですが、企業

単位でのお申込み（企業受付）ができる
講習もあります。

○授業料等
1講習あたり900円～6,500円
他に教科書が必要です。

○講習時間
標準24時限を2日～8日で実施（1時

限は45分）主に平日の夜間、土日祝日
の昼間に行います。

○講習例
第二種電気工事士（実技）受験対策、
Excel（中級） 等

○事業の概要
都内の中小企業（団体等含む）が対

象で、企業（団体等）単位でお申込い
ただきます。
講習時期・内容を調整後５名以上

（複数社でも可）でセンター・各校の
施設・設備を使用して行います。

○授業料等
受講生1名あたりの金額（900円～

6,500円）を受講人数分（※講習の内
容や時限数で異なります。）他に教科
書が必要です。

○講習時間
14時限～24時限（1時限は45分）

を2日～8日程度で実施

○実施例
金属加工基礎、ホームへルパーの

スキルアップ、Word＆Excel 等

※キャリアアップ講習の内容を貴
社のご希望の時期に行うことも
できます。

○事業の概要
都内の中小企業（団体等含む）が対象

で、企業（団体等）単位でお申込みいた
だきます。
登録講師（指導支援者）をご紹介し、

訓練時期・内容を調整後、訓練を貴社で
行います。
なお、１名から実施が可能です。

○費用負担
以下の謝金を貴社と都が半額ずつ負担

●訓練指導計画書作成
1回の支援につき6,400円

●訓練指導実施
指導支援者1名・1時間6,800円

※謝金以外の経費（材料代・テキスト代
等）は全て貴社のご負担です。

○訓練時間
指導支援者の人数にかかわらず同一年

度内延べ40時間まで

○実施例
旋盤・フライス盤等作業の基礎、MC
加工、設備基礎（給排水・空調）、
TIG溶接の基礎訓練 等

社員に、仕事に役立つ講習等を受けさせたい

センター・各校で講習等を受けたい 自社の施設・設備を活用したい

たまねじくんコーナー
今回は、人材育成プラザの施設貸出をご紹介します。

センター・各校の人材育成プラザでは、中小企業や事業主団体等が社員教育等を行う際に、教室、

実習場、パソコン室を無料で貸出しています。

貴社が社員教育を行う際に、是非ご利用ください。

３

【利用料】 無料

ただし、電灯代・機器使用代等をご負担いただきます。（1時間未満の利用の場合は、切上げです。）

○電灯代 1室につき 80円／時間

○動力代 10人を1単位として 300円／時間（実習場で動力使用の場合）

○機器使用代 10人を1単位として 40円／時間（パソコン使用の場合）

【利用時間】 平日 ９：００ ～ ２１：００ 土日祝 ９：００ ～ １６：００

休業日 月曜日（祝日の場合は、翌火曜日以降の直近の平日）、年末年始（12月29日～1月3日）

【申込方法】 予約が必要です。利用日の3か月前から受付を行います。

詳細は下段の人材育成プラザにお問い合わせください。

教室 3室（各30名） 【付帯設備】ビデオ・ＤＶＤプレーヤー、テレビモニター、プロジェクター、スクリーン

【付帯設備】作業台40台、壁装用パネル10台

【電力】3相（200Ｖ）、単相（100Ｖ）

【付帯設備】講師画面モニター

【ソフト】　詳細は、人材育成プラザへお問合せください。

駐車場 4台

車椅子の方への対応 （施設内の移動） 全室可能（エレベータ―使用）、トイレ（1か所）

3室　合計面積（約1,000㎡）
実習場
（多目的用）

多摩
センター
（西立川） パソコン室 1室　30台（Win7）

教室 3室（30名 2室、50名 1室） 【付帯設備】プロジェクター、スクリーン

【付帯設備】作業台15台

【電力】3相（200Ｖ）、単相（100Ｖ）

【付帯設備】講師画面モニター

【ソフト】Office Pro2010、Visual Studio pro2012、ホームページ・ビルダー19

駐車場 10台

車椅子の方への対応 （施設内の移動） 全室可能（エレベータ―使用）、トイレ（3か所）

実習場
（多目的用）

八王子校
パソコン室 1室 　20台（Win7）　

1室（249㎡）

教室 3室（各30名） 【付帯設備】ビデオ・ＤＶＤプレーヤー、テレビモニター、プロジェクター、スクリーン

【付帯設備】作業台20台、机50台、排煙装置

【電力】3相（200Ｖ）、単相（200Ｖ）、単相（100Ｖ）

【付帯設備】講師画面モニター

【ソフト】Office Pro Plus 2013

駐車場 55台

車椅子の方への対応 （施設内の移動） 全室可能（エレベータ―使用）、トイレ（4か所）

実習場
（多目的用）

※多目的スペース（アリーナ）・実習場・教室を合わせると約1,000㎡（排水施設完備）となります。技能検定試験場等、大規模施設としてご利用いただけます。

府中校 パソコン室 1室 　30台（Win8.1）　

1室（390㎡）

【お問合せ先】

【施設概要】

（西立川）　　（直）０４２－５００－８６１０

八王子校　　　（直）０４２－６２２－８３８４

府中校　　　　（直）０４２－３６７－８２０４

都立多摩職業能力開発センター
（人材育成プラザ）

貴社のニーズに合った講習等をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

各実施校の人材育成プラザへ

（３頁下段参照）

総合相談窓口
（多摩職業能力開発センター内）

（代）０４２－５００－８７００


