
第２章　就職・転職したいあなたへ

等

　住まいを失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝
泊まりしながら不安定な就労に従事している方や離職者の
方をサポートする相談窓口です。住居がないことによる生
活不安の相談から住宅確保に向けてのサポート、就労相談
まで総合的な相談を行っています。

　仕事をお探しの方を対象に就職活動をサポートします。
　「ヤング」・「ミドル」・「シニア」向けに窓口を設
け、キャリアカウンセリング・職業紹介・各種セミナー・
就職面接会等を実施しています。
　また、結婚や出産・育児・介護で離職された女性等、家
庭との両立を図りながら再就職を目指す方を支援する窓口
「女性しごと応援テラス」も設置しています。
　キャリアカウンセリングやセミナー等を受講される際、
託児サービスを無料でご利用になれます。［予約制、満１歳
から６歳までの未就学児、定員あり］

女性しごと応援テラス
結婚や出産・育児・介護で離職した女性などに、東京
しごとセンター内に設置した専用窓口において、キャリ
アカウンセリングから、求人情報の提供、職業紹介まで、
きめ細かなサービスをワンストップで提供します。

東京しごとセンター　女性しごと応援テラス

問合せ先　042（529）9001
　月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

5211 2855
5989

「起業・創業相談」、NPO等での就業や在宅ワーク等の「多
様な働き方相談」を行っています。また、「職業適性検査及び
相談」、「社会保険・年金相談」等も行っています。［予約制］

また、介護職場への就労を目指す離職者に対しては、介
護職員初任者研修の無料受講や、東京都福祉人材センター
による仕事紹介等の支援を行っています。

0120（874）505（女性専用ダイヤル）

女性しごと応援テラス　多摩ブランチ
　結婚・出産・育児・介護で離職した多摩地域の女性の就
業を後押しするため、キャリアカウンセリングや各種セミ
ナー等、利用者のニーズに応じた様々なサービスを提供す
るとともに、マザーズハローワーク立川等と連携した職業
紹介を実施し、就職まで一貫した支援を実施します。

　東京しごとセンター多摩及び女性しごと応援テラス多摩
ブランチは令和4年10月に下記住所に移転します。
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-2
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新宿わかものハローワーク　　　 ☎03（5909）8609
日暮里わかものハローワーク　　☎03（5850）8609

東京障害者職業センター(リワークセンター東京、多摩支所）

東京わかものハローワーク（渋谷）☎03（3409）0328

マザーズハローワーク日暮里　　☎03（5850）8611
マザーズハローワーク立川　 　☎

　正規雇用を目指す若者（おおむね35歳未満）への就職支
援を専門的に行っています。

健康で働く意欲のある、おおむね60歳以上の方なら、
どなたでも会員になれます。シルバー人材センターでは、
地域の家庭、企業、公共団体等から受けた仕事を会員
の希望等を考慮して提供し、会員は、従事した仕事に応
じて配分金等を受けながら、地域に貢献します。

等

（☎→p77）

（☎→p80）

（☎→p76）

（☎→p77）

042（529）7465

おおむね 55 歳以上の方を対象とした高齢者のための無
料職業紹介所です。
高齢者に対しては、就業相談や独自に開拓した地元の

求人を含めた支援を行うとともに、企業に対しては求人
の相談や求人の受付を行っています。

就職や職場定着を希望する障害者を対象にした職業相
談・職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる支援、
うつ病等により休職している方の職場復帰支援（リワーク
支援）を行っています。

　仕事と子育ての両立を目指す方等の就職支援を行ってお
り、求人情報の提供をはじめ、予約制による個別相談、託
児付セミナーやパソコン講習会等も開催しています。
　授乳室やキッズコーナー等を設けるなど、お子様連れで
も安心してご利用いただけます。

大学（院）・短大・高専・専修学校等を卒業予定の方、
上記学校を卒業後概ね３年以内の方を対象に、職業相談、
求人情報の提供、面接会や各種イベントを行っています。

（☎→p80）

業訓練相談、雇用保険の手続き等を一体的に行っています。
総合的雇用サービス機関として職業相談、職業紹介、職

１　就職・転職したい
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第２章　就職・転職したいあなたへ

http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

https://www.tcsw.tvac.or.jp/shikuchoson/shakyo.html

　看護職の方への就職相談やあっせんを行っています。豊
富な看護職経験を持つ相談員が窓口又はオンラインで相談
に応じ、就職まで継続的に支援します。
　また、ふれあいナースバンク「就職相談会」を年8回開
催するほか、プラチナナース就職相談会を開催し、求人・求
職者のマッチングの機会を提供して就業を支援しています。

問合せ先　本　　部 ☎ 03（5211）2860
　　　　　多摩支所 ☎ 042（595）8422

問合せ先
　各区市、西多摩福祉事務所（西多摩郡）、
　各支庁（島しょ）の自立相談支援機関
　 　☎03（5320）4072

区市町村社会福祉協議会

自立相談支援機関

日本で就職を希望する外国人留学生の方、専門的・技
術的分野の在留資格をお持ちの方の職業相談、職業紹介

外国人留学生の方の職業相談、職業紹介を行っています。

を行っています。
通訳（英語・中国語）が必要な場合は事前にお問合せ
ください。

福祉保健局生活福祉部地域福祉課

福祉保健局生活福祉部地域福祉課
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業の実施
を

住居確保給付金の支給

行う相談窓口として、経済的に困窮し、最低限度の生
活を維持することができなくなるおそれのある方に対し
て、個々の状況に応じた支援を行っています。

離職等の後 2 年以内又は休業等により収入を得る機
会が減少し、離職等と同程度の状況で住居を喪失してい
る又は喪失するおそれのある方に、就職に向けた活動を
すること等を条件に一定期間家賃相当額を支給します。

2065

福祉業界に詳しい相談員が、福祉の仕事に関する様々
なご相談に対応し、ご本人のご希望と状況に応じて、一
緒に仕事を探します。
また、大規模合同就職説明会や地域ごとの面接会等も
開催しています。資格・経験の有無に関わらず、福祉の
仕事に関心のある方は、お気軽にご利用ください。

 03（5361）8722
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等

及び （☎→p75）

必要書類を持参し、ハローワーク（公共職業安定所）か職業能力開発センターに申し込んでください（郵送では申込みで

※庭園施工管理科は、体力検査を実施します。

きません。）。

118, 800

雇用保険を受給できる方、45歳以上の方、障害のある方、母子家庭のお母さん等、民間委託訓練を希望される方、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等

７月上旬から

２　就職のための知識・技能を身につけたい
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第２章　就職・転職したいあなたへ

科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

建築・造園関係
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

塗装・印刷関係
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

情報関係
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

ファッション関係
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

おおむね

４月・10月
４月・10月

歳以下
おおむねものづくりエンジニア 歳以下
おおむね 歳以下
おおむね 歳以下
おおむね 歳以下
おおむね 歳以下
おおむね 歳以下

おおむね 歳以下
おおむね 歳以下

おおむね 歳以下
おおむね 歳以下
おおむね 歳以下

おおむね 歳以下

おおむね 歳以下

おおむね 歳以下

おおむね 歳以下
おおむね 歳以下
おおむね 歳以下

年齢制限なし水まわりスペシャリスト 25
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし

年齢制限なし

年齢制限なし

年齢制限なし

年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし

年齢制限なし

IoTシステム

測定データプログラミング

マルチプリンティング 中央・城北（25）

江戸川（25）

・「おおむね 歳以下」のおおむねとは、後5歳までの幅を見込んでおり、原則 歳以下の方を対象としています。

この表は、2022年度実施科目です。
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科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

建築・造園関係

庭園施工管理

内装施工 高年齢者（30）

科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

塗装・印刷関係
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

歳未満

歳未満
歳未満

年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし

年齢制限なし 大田（25）デジタルクラフト

プラスチック成型・デザイン

U-30溶接

年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし

おおむね 歳以上

おおむね 歳以上

おおむね 歳以上
おおむね 歳以上

おおむね 歳以上

年齢制限なし

年齢制限なし

年齢制限なし
年齢制限なし
年齢制限なし

年齢制限なし
年齢制限なし

・「 歳未満」の方が対象の科目は、原則30歳未満で、これまで仕事をしたことがない方や、就業経験の少ない方向けの訓練内容となっています。
・「おおむね

・入校時期の「年４回」は４・７・10・１月に入校時期があります。
・入校時期の「年６回」は４・６・８・10・12・２月に入校時期があります。

歳以上」のおおむねとは、前5歳までの幅を見込んでおり、原則 歳以上の方を対象としています。

この表は、2022年度実施科目です。

メディアプロモーション

U-30トータルペイント
U-30建築塗装

年４回

４・10月

４・10月

４・10月

年齢制限なし ４・10月

４・10月

４・10月
４・10月
４・10月

４・10月
７・１月

４・10月

４・10月

４・10月
４・10月
４・10月

４・10月

４・10月
４・10月
４・10月
４・10月

年６回

年４回

年４回
年４回
年４回

年４回

年４回
年４回

２　就職のための知識・技能を身につけたい

15



第２章　就職・転職したいあなたへ

介護関係
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

民間委託訓練
科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期

多摩

生活支援サービス 15

科     目     名 期間対　   象 実施校（一回の募集定員） 入　校　時　期
エンジニア基礎養成
電気制御基礎養成

年齢制限なし

年齢制限なし
年齢制限なし

年齢制限なし
年齢制限なし

歳未満
歳未満
歳未満

おおむね 歳以上
おおむね 歳以上
おおむね 歳以上
おおむね 歳以上
おおむね 歳以上

・入校時期の「年10回」は、4・5・６・7・9・10・11・12・1・2月に入校時期があります。

・「 歳未満」の方が対象の科目は、原則30歳未満の方で、これまで仕事をしたことがない方や、就業経験の少ない方向けの訓練内容となっています。
・「おおむね 歳以上」のおおむねとは、前5歳までの幅を見込んでおり、原則 歳以上の方を対象としています。

この表は、2022年度実施科目です。

年４回

年４回
年４回
年４回
年４回

年６回
年６回
年10回

４・10月
４・10月

４・10月
４・10月
４・10月

・入校時期の「年４回」は、４・７・10・１月に入校時期があります。
・入校時期の「年６回」は、４・６・８・10・12・２月に入校時期があります。

医療事務科 年齢制限なし ６か月

観光ビジネス科 年齢制限なし ６か月

財務管理科 年齢制限なし ６か月

経営管理実務科 45歳以上 ６か月

貿易実務科 年齢制限なし ６か月

ショップマネジメント科 年齢制限なし ６か月

OAソフト管理科 年齢制限なし ６か月

ネットワーク構築科 年齢制限なし ６か月

ビジネス経理科 45歳以上 ６か月

ＣＡＤ科 年齢制限なし ６か月

パソコン実践科 45歳以上 ３か月

ジョブアカデミー中野校（30）
資格の学校 TAC新宿校（30）
資格の学校 TAC立川校（30）
大原簿記学校 3号館（30）
資格の学校 TAC八重洲校（30）
スカイ IT カレッジ上野校（30）
ヒートウェーブ IT アカデミー新宿校（30）
大原簿記学校 3号館（30）
資格の学校 TAC八重洲校（30）
ヒートウェーブ IT アカデミー新宿校（30）
日商簿記三鷹福祉専門学校第二校舎（30）
資格の学校 TAC池袋校（30）
ヒューマンアカデミー立川校（別館）（30）
トラベル・アンド・コンダクターカレッジ（30）
大原簿記学校 3号館（30）
大原簿記学校 3号館（30）
専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス（30）
資格の学校 TAC池袋校（30）
資格の学校 TAC八重洲校（30）
専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス（30）
資格の学校 TAC立川校（30）
専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス（30）
資格の学校 TAC池袋校（30）
資格の学校 TAC立川校（30）
資格の学校 TAC新宿校（30）
日建学院上野校（30）
専門学校中野スクールオブビジネス（30）
専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス（30）
資格の学校 TAC池袋校（30）
多摩情報経理学校（30）
資格の学校 TAC新宿校（30）
日建学院上野校（30）
資格の学校 TAC町田校（30）
専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス（30）
資格の学校 TAC池袋校（30）
ペガサスキャリアスクール（30）

４・10月

４・10月

４月
10月

４・10月

４・10月

４・10月
４月
４月
10月
４・10月
４月
10月
４月
10月
４・10月

6月

7月

9月

11月

12月
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（☎→p75）

職業能力開発センターで訓練を受けることが困難な障害者の方のための職業訓練を実施しています。
［身体・精神・発達障害者］の方のための科目

ビジネスアプリ開発、ビジネス総合事務、グラフィック DTP、
ものづくり技術、建築CAD、製パン

調理・清掃サービス、オフィスワーク

（委託先）
社会福祉法人日本視覚障害者職能
開発センター

中央・城北職業能力開発センター板橋校
城南職業能力開発センター
城東職業能力開発センター

2022

U-30（溶接、トータルペイント、建築塗装）

２　就職のための知識・技能を身につけたい
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第２章　就職・転職したいあなたへ

実践能力習得訓練コース

通所が困難な東京都内在住の障害者等を対象に、在宅で
インターネット等を通じて IT 技能の習得を図ります。

問合せ先
　産業労働局雇用就業部能力開発課

☎ 03（5320）4807

建設人材育成事業（鉄筋コース・型枠コース）
建設現場のニーズ

デジタル人材育成支援事業

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練

　離職した若者などに対し、成長産業であるＩＴ分野に就
職できるよう民間事業者のノウハウを活用して、デジタル
関連のスキルを付与する職業訓練と、求人開拓等再就職支
援を一体的に行う取組を実施しています。

が高い「鉄筋工」と「型枠大工」の養
成を行っています。建設現場で活躍するために必要な知識と
実践的な技能を基礎から学び、講習中に現場作業で求めら
れる資格を多数取得できます。
主な対象者
・中小企業に勤務し、鉄筋工もしくは型枠大工の職務に従
事して間もない方
・鉄筋工もしくは型枠大工の職務に従事することを目指して
いる求職中の方
コース 鉄筋コース（15日）、型枠コース（15日）
授業料　  無料

問合せ先
　産業労働局雇用就業部能力開発課

☎ 03（5320）4716

問合せ先
　産業労働局雇用就業部能力開発課

☎ 03（5320）4705

　休職中や非正規雇用等の不安定な就労状況の方を対象
に、東京都が民間の教育訓練機関に委託し、再就職を目指
す職業訓練を実施しています。いずれも訓練内容は、IT・
福祉・医療・事務等の分野別カリキュラムに、就職支援カ
リキュラムを併せ、新たな知識・技術を習得し、多様な職
種に対応できるような内容を提供しています。
　16 ページの民間委託訓練の他、以下の訓練を実施して
います。

離職者等再就職訓練
　離職者の方を対象に主に３か月間、６か月間の訓練を行
います。
緊急対策委託訓練
　３か月の訓練期間で、成長産業分野、人手不足関連分野
に関する多様な科目の訓練を実施します。
短期間・短時間委託訓練
　一日の訓練時間が短い、または短期間でスキルを身に付
けられるカリキュラムで、仕事と両立しながら受講できる
コースです（夜間・オンライン訓練を含む）。休業中の方、
勤務シフトが減少した方等が主な対象です。（求職者の方
も受講可）
委託訓練活用型デュアルシステム
　1 か月の企業実習が付いており、３か月の訓練で学んだ
技術や知識をより実践的に身に付け、再就職を目指します。
母子家庭の母等に対する職業訓練
母子家庭の母、父子家庭の父や生活保護・児童扶養手当を
受けている方等を対象にした、３か月の訓練です。
長期高度人材育成訓練
　1 年または２年の長期訓練で、介護福祉士・保育士をは
じめとする国家資格等の高い職業能力を習得し、再就職を
目指します。
女性向け委託訓練
　出産、育児等により離職した女性を対象とした、訓練時
間が主に 10 時から 15 時までの短時間で継続しやすい訓
練です。通所での訓練に加え、訓練の一部をオンラインで
実施するコースや、e ラーニングで実施する訓練を実施し
ます。託児サービス付きの５日間コースもございます。
オンラインスキルアップ職業訓練
　非正規雇用者の方、フリーランスの方を主な対象とした
e ラーニングによる訓練です。
女性向けデジタル・ビジネススキル習得訓練事業
　出産や育児等により離職した女性を対象に、オフィスソ
フトの基礎的操作のほか、オンライン会議やローコード開
発等のデジタルスキルを習得できる訓練を実施します。住
宅地からアクセスしやすい地域で実施し、無料の託児サー
ビスを提供します。訓練修了後、２か月間フォローアップ
が受けられます。
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