
宮古公共職業安定所

番号 ※求職番号 居住地 希望職種 希望賃金
就職
希望地

学歴 資格 職務経験
訓練受講により取
得した（取得予
定）の資格

アピールポイント

車両系建設機械
建設 高校卒業 普通自動車第一種 介護士　１年 移動式小型クレーン
運送 専門学校 ワード3級 調理師　４ヶ月 玉掛け
工場 （コンポーザー科） エクセル４級 接客業　９年 フォークリフト

宮古工業 車両系建設機械
建設業 （機械科） 普通自動車第一種 木材加工　1年１１ヶ月 移動式小型クレーン
土木業 自動二輪 ＦＰＰ成形、仕上げ　２年５ヶ月 玉掛け

コネクター製造　3年７ヶ月 フォークリフト

車両系建設機械
製造関係 普通自動車第一種 自動車整備関係９年１０カ月 移動式小型クレーン
自動車板金 専門学校 自動車整備士2級 玉掛け
建設関係 （自動車整備科） 　　　　（ガソリン、ジーゼル） フォークリフト

車両系建設機械
建設業 高校卒業 大型自動車第1種 調理見習い　１年 移動式小型クレーン
水産業 （普通科） けん引 国家公務員作業員　６年 玉掛け
製造業 淡水魚の養殖業　15年５カ月 フォークリフト

車両系建設機械
建設業 高校卒業 普通自動車第一種 調理師　4年７カ月 移動式小型クレーン
製造業 （食物科） 調理師 寿司見習い　２年３カ月 玉掛け
サービス業 フォークリフト

車両系建設機械
高校卒業 普通自動車第一種 調理（調理・接客）２年 移動式小型クレーン

土木関係 調理師 手作業がれき分別　７カ月 玉掛け
フォークリフト

1 160973 田野畑村

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 総合オペレーション科（26年度）
【訓練 修了 日】 平成26年7月18日

平成２６年７月４日現在

18万
田野畑
村

高校生活３年間を通して放送委員会に入っており、自分が中
心となって、ＣＭ制作、ドキュメント番組制作をしていまし
た。　 ＮＨＫ杯では県で１位を取り、全国大会で４位に入賞
しました。取材から編集までを手掛け、物作りの楽しさ、
チームワークの大切さ、役割分担の難しさを経験しました。

宮古市

これまでは、製造業務等にたずさわってきましたが、就職活
動を通じて復興事業や、これからの町づくりに少しでも力に
なりたいと思いました。このため、仕事に必要な資格を取得
するため宮古高等技術専門校にて受講中です。資格取得し就
職先では、いち早く戦力になれるように頑張ります。

3 5814 宮古市 18万 宮古市

私は人と話をするのが好きです。今までやってきた仕事でも
チームワークがとても重要でした。どの仕事でも協調性は大
切だと思います。良い人間関係を作るという事が、チーム
ワークの良さにも繋がると思いますので、進んで会話をする
様に心掛けています。就職した際には自分の明るさを出し、
早期戦力になれる様に努力したいと思います。

2 3312 宮古市 18万

4 17084 山田町 22万 山田町

小型移動式クレーン、玉掛け資格、フォークリフト資格取得
見込み。車両系検索機械の取得予定。
これまでの資格を生かせる仕事をしたいと思います。また、
即戦力になれる様に努力したいと思います。

15万 宮古市

慣れない機械操作をしていますが先生や同じ科の人に支えら
れながら資格取得に向けて基礎から学んできました。今まで
の職種と全く違うのですが人間関係、コミュニケーション、
チームワーク等これまでの仕事の中で活かせる部分もあると
思うので少しでも役立てたいです。働くことになりましたら
一から学び努力して技術、知識を吸収し。いち早く一人前の
技術者になりたいと思います。

6 54524 宮古市 16万

5 14124 宮古市

宮古市

私はこれまで調理師として働いてきましたが、がれきの仕事
をしたことがきっかけでこの訓練を受講しいます。受講して
いく中でクレーンオペレターになりたいという思いが強くな
りました。クレーンの操作は難しいですがやりがいを感じ、
訓練校を修了したら移動式クレーンの免許取得も考えており
ます。自分にあった職をやっと見つけられたと強く思いま
す。この職であれば将来長く続けていけると思っています。

クレーン
オペレーター

注1）この一覧表に掲載されている求職者と面接してみたいという場合は、番号を宮古公共職業安定所（0193-63-8609）訓練担当までご連絡ください。
注2）求職者本人の意向により、面接に応じられない場合があります。
注3）この一覧表に掲載されている求職者については、就職が内定している、就職したという場合がありますことをご了承願います。
注4）面接の結果、採用いただくにあたりましては、雇入日を訓練修了日の翌日以降としていただきますことをお願いいたします。



番号 ※求職番号 居住地 希望職種 希望賃金
就職
希望地

学歴 資格 職務経験
訓練受講により取
得した（取得予
定）の資格

アピールポイント

建設業 専門学校 普通自動車第一種（AT限定） プラスチック・成形品質管理 車両系建設機械
製造業 （機械科） 玉掛け 　　　　　　　１４年 移動式小型クレーン

二級プラスチック成形技能士 遊具オペレター・接客　２年 フォークリフト

車両系建設機械
土木建設 専門学校 大型自動車第一種 土木作業（がれき選別）２年 移動式小型クレーン
運輸 （菓子専門校） 製菓衛生師 がれき選別　５カ月 玉掛け

菓子製造・販売・小売２０年 フォークリフト

車両系建設機械
整合 高校卒業 普通自動車第一種 プラスチック成形　７年８カ月 移動式小型クレーン
建設業 （工業・機械科） 電気工事　１年９カ月 玉掛け

コネクター製造　２年５ヶ月 フォークリフト

普通自動車第一種
小売業　配達 高校卒業 自動二輪 灯油配達、ガソリン給油 車両系建設機械
建設業 （水産） 床上クレーン（５ｔ未満） 　　　　　　　　１年３カ月 移動式小型クレーン

玉掛け 資材配達、販売　１４年９カ月 フォークリフト
営業　１年

車両系建設機械
高校卒業 普通自動車第一種 プラスチック成形のオペレーター 移動式小型クレーン

土木・建設 （普通科） 　　　　　　　　　１０年 玉掛け
介護　１年５カ月 フォークリフト

普通自動車第一種（中型）
自動二輪 車両系建設機械

建設業 各種学校 高圧ガス輸送従事者講習修了 自動車の製造　６カ月 移動式小型クレーン
重機の整備 （自動車整備科） 研削と石の取替等講習修了 革製品の生産　９カ月 玉掛け
自動車板金、修理 有機溶剤作業主任者修了 ゴムパッキン生産　２年 フォークリフト

アーク・ガス溶接技能講習修了

トヨタ検定２級

7 35224 山田町 20万 山田町

建設関係の仕事は未経験ながら職業訓練で学んだ知識や習得
した資格を活かし就職したあかつきには、職場の上司や同僚
とコミュニケーションを取り早期に戦力になれるように努力
します。

8 295231 宮古市 20万 宮古市

震災により、自宅兼工場が流され、ガレキ選別で土木、建設
業にたずさわる事になり、大型免許を取得し、この職業訓練
で資格を取得し、今後の仕事にいかして、頑張りたいと思い
ます。

18万 宮古市
今までに経験してきた技術を生かして即戦力になれる様に頑
張りたいです。明るいのが取り柄で、誰とでもコミュニケー
ションがとれます。

9 35134 宮古市

10 136462 宮古市 18万 宮古市

以前にも配達関係の仕事をしていたのですが、職業訓練受講
により、移動式クレーンやフォークリフトの取得により、仕
事の幅が広がると思います。また、トラックの運転にもなれ
ていますし、宮古近郊の地理にも詳しく、無事故無違反で
す。

11 35354 山田町 15万 山田町

前職ではシフト勤務も経験しており生活リズムを守ることや
健康管理、体力には自信があります。　土木、建設業は初め
ての仕事になりますが、持っている資格を生かし一日も早く
仕事内容、操作を覚えて一人前になり、信頼を得て仕事をし
ていきたいと思います。

23万 山田町

これまでの私の職業経験は一般企業から見た場合、あきやす
いとか、継続力がないと見られると思います。でも私はこの
経験は私にとって武器なのです。それはいろんな企業、人を
見てきたからです。だから、どんな仕事でも対応できる体質
になっていると思います。これから就職する時は、企業の
為、自分の為、頑張ろうと思います。

12 18944 山田町

注1）この一覧表に掲載されている求職者と面接してみたいという場合は、番号を宮古公共職業安定所（0193-63-8609）訓練担当までご連絡ください。
注2）求職者本人の意向により、面接に応じられない場合があります。
注3）この一覧表に掲載されている求職者については、就職が内定している、就職したという場合がありますことをご了承願います。
注4）面接の結果、採用いただくにあたりましては、雇入日を訓練修了日の翌日以降としていただきますことをお願いいたします。
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希望地
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訓練受講により取
得した（取得予
定）の資格

アピールポイント

大型二種
けん引 車両系建設機械

運輸業 短大卒 危険物乙種一種 金型製造　２年６カ月 移動式小型クレーン
建設機械運転 （メカトロニクス技術科） ガス溶接技能講習修了 交通誘導　１年７カ月 玉掛け

アーク溶接技能講習修了 ＦＰＲ製造　 フォークリフト
フォークリフト技能講習修了

土木 中学校卒 普通自動車第一種 ガレキの処理　１０カ月 車両系建設機械
警備 フォークリフト 氷製造、魚加工　８年 移動式小型クレーン
清掃 構内作業　１２年 玉掛け

車両系建設機械
建設機械オペレーター 高校卒業 大型自動車第一種 椎茸の栽培と運輸　６年１カ月 移動式小型クレーン
土木作業員 （普通科） ワープロ実務検定３級 自動車金型の修理　９カ月 玉掛け

フォークリフト

大型自動車第一種

大型特殊一種免許 車両系建設機械
運送業 高校卒業 普通第二種運転免許 飲食業　２年 移動式小型クレーン
建設業 （普通科） 小型船舶２級 運送業　１７年 玉掛け

運転管理資格 サービス業　１０年
フォークリフト運転技能者

食品衛生責任者

普通自動車第一種（中型） 車両系建設機械
鉄工業 中学校卒 ガス・アーク・半自動溶接 土木作業　３年 移動式小型クレーン
建設業 高圧ガス輸送従事者 ダンプ等の車両の加工溶接　4年 玉掛け

刈払機作業者 コンボ掘削機等の重機溶接　10年 フォークリフト
ホイストクレーン

山田町

中学、高校とバスケット部に入り体を動かす事が好きです。
車の運転や、乗り物が好きで、いろいろな車両を運転する事
が楽しいです。東北大震災では自宅も全壊しましたが、地域
の人達と一緒に協力し合い、物資の配布、配給などを行いま
した。

17 278932 宮古市 25万 宮古市

関東で溶接の仕事を長いことしていましたが、宮古に帰るこ
とになり求職活動で鉄工の仕事を探していますが、難しく、
建設会社で溶接の仕事を生かし、又職業訓練で取得した資格
を生かしていける様、努力して少しでも長く働きたいと思い
ます。

16 50932 山田町 30万

13 39021 山田町 17万 山田町

私は高校時代硬式野球部で三年間頑張り、人一倍、我慢強い
と思います。今回職業訓練で学んだ、５ｔ未満移動式クレー
ン、玉掛け、車両系建設機械、マナー講習、コミュニケー
ション講習を活かし、全力で仕事に取り組みます。今回改め
て安全についての見直し、救命も学んで来れましたので、今
後の仕事でも役立てていける様、頑張ります。

14 154561 宮古市 18万 宮古市
前社において、震災によるガレキ処理で、建設機械を使って
仕分けをするのが多く、建設関係の機械に関心が強く、資格
を取得して建設機械を扱う仕事につきたいです。

15 37074 岩泉町 18万 岩泉町

高校時代は３年間ボクシング部で毎日走り込み、減量との戦
いでした。県民体育大会では、ライト級で３位に入賞できま
した。そのため、体は丈夫で風邪を引くことはめったにあり
ません。主将として、人をまとめる難しさも、体験できまし
た。

注1）この一覧表に掲載されている求職者と面接してみたいという場合は、番号を宮古公共職業安定所（0193-63-8609）訓練担当までご連絡ください。
注2）求職者本人の意向により、面接に応じられない場合があります。
注3）この一覧表に掲載されている求職者については、就職が内定している、就職したという場合がありますことをご了承願います。
注4）面接の結果、採用いただくにあたりましては、雇入日を訓練修了日の翌日以降としていただきますことをお願いいたします。


