
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

建設　　　　（６ヶ月）車両系建設機械※
運送 警備交通誘導員 小型移動式クレーン
建設 高校卒業 普通自動車第一種免許 （３年９ヶ月） 玉掛
製造 自動車部品検査員 フォークリフト

（９年７ヶ月）

営業アシスタント 車両系建設機械※
製造 大学卒 　部品メーカーの営業 小型移動式クレーン
建築 （システム工学） 普通自動車第一種免許 （３年６ヶ月） 玉掛
サービス 事務：役場勤務 フォークリフト

（２ヶ月）

製造業（６ヶ月） 車両系建設機械※
パチンコ店 高校卒業 普通自動車第一種免許 サービス業 小型移動式クレーン
マネジメント （設備工業） 大型自動二輪免許 パチンコ店（１９年） 玉掛

中古機取扱主任 フォークリフト

車両系建設機械※
小型移動式クレーン

製造業 高校卒業 普通自動車第一種免許 プレスマシンオペレーター 玉掛
建設業 （普通） （８年１０ヶ月） フォークリフト

縫製工場主に検査業務 車両系建設機械※
運送 （９年８ヶ月） 小型移動式クレーン
土木 高校卒業 大型自動車第一種免許 接客　　（４年６ヶ月）玉掛
建設 部品管理（１年２ヶ月）フォークリフト

製造業　 車両系建設機械※
各種学校卒 大型自動車第一種免許 　電子部品オペレーター 小型移動式クレーン

運送・配送 （電子計算 ＩＴパスポート （１年５ヶ月） 玉掛
介護 専門学校） 小型船舶操縦免許二級 自動車販売業 フォークリフト

　　営業スタッフ
（１０年８ヶ月）

1 68075 山田町

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
【訓練修了日】 平成27年7月14日

平成２７年７月１日現在

20万円 県内

これまで、建設業・警備業・製造業での職務経験の中で危険
な場所での作業と現場でのチームワーク・助け合い・仕事場
の決められたルールを守ることを学び、職業訓練センターで
小型移動式クレーン・玉掛け・フォークリフト・車両系建設
機械の能力・知識・技術を学び、受講修了をし、就職先でも
学んだことを生かして必要な人材になれるように目指したい
と思います。

宮古市

以前に営業職を経験していたこともあり、初めて会った人と
でも、話し方をその場で練り、仕事をすることができます。
現在受講している職業訓練校総合オペレーション科で建機や
重機を学び、現場経験の豊富な講師の話を聞くうちに、建設
業に深く関心を持ちました。

3 191504 山田町 40万円 県内

訓練にて各種資格を取得したが、当初の思いと受講しての現
実的なギャップが生じ、前職であるパチンコ店での就職を希
望。人材教育、営業・計数・金銭管理に携わり店舗運営の即
戦力になります。

2 6335 宮古市 23万円

宮古市

運送や配送の仕事に就こうと思い大型自動車運転免許を取得
しましたが、他の資格も必要とされていることが多いので、
小型移動式クレーン、玉掛け、フォークリフトを取得しまし
た。車両系建設機械は取得予定です。

4 41255 山田町 18万円 山田町 機械操作が好きです。坦々と黙々とする作業が得意です。

18万円 山田町

これまでの職務経歴は、接客業・製造業に従事し、再就職
は、総合オペレーション科で修得した資格を活かし技能を身
につけて、日々の努力を惜しまず、経験を積み重ね一人前の
と言われるようになりたいと思います。

6 30625 宮古市 21万円

5 54595 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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普通自動車第一種免許 野菜販売
福島県 大型自動車第一種免許 （１０ヶ月） 小型移動式クレーン

建設業 宮城県 高校卒業 大型特殊免許 ４ｔダンプ・アームロール運転 玉掛
茨城県 （電子） 車両系建設機械免許 （１年１ヶ月） フォークリフト

キャラバン運転手
（１０ヶ月）

車両系建設機械※
建設業 普通自動車第一種免許 建設業　　　（３ヶ月）小型移動式クレーン
リース系の 中学卒業 訪問介護員２級課程修了 介護　　　　　（３年）玉掛
サービス業 大型自動車第一種免許 障害者就労支援員 フォークリフト

（３年）

普通自動車第一種免許 運送（１７年） 車両系建設機械※
運送 高校卒業 大型自動車第一種免許 運送（３年） 小型移動式クレーン
建設 （体育） フォークリフト 玉掛

製造業：木材加工 車両系建設機械※
土木 普通自動車第一種免許 （２年７ヶ月） 小型移動式クレーン

（重機ＯＰ） 高校卒業 大型自動車第一種免許 製造業：製造部門管理職 玉掛
運送 第一種衛生管理者 （６年） フォークリフト
（運転手） 大型特殊第一種運転免許 製造業：派遣機械

オペレーター（２年）

土木　　（１年８ヶ月）

普通自動車第一種免許 テトラポット・ケーソン等製作

玉掛 営業　　　（２１年）
建築・土木 高校卒業 フォークリフト 建設資材・切削工具・工作機械運搬 車両系建設機械※

（機械） 職長講習修了 工作機械オペレーター 小型移動式クレーン
安全衛生責任者講習 （１４年４ヶ月）

シーリング、門型プラノミラー、大型ＮＣ／ＭＣ

車両系建設機械※
運送 中型自動車免許８ｔ限定 製造・溶接 小型移動式クレーン
建築 高校中退 二級小型船舶操縦士 （９年５ヶ月） 玉掛
製造 フォークリフト

7 20312 山田町 35万円

目標を定めたら最後までやり通す性格ですが最初の始動に時
間がかかる欠点もあります。持病・常備薬無く健康体です
し、サラリーマン時代には、有給休日を退職前以外は取った
事が有りません。

8 118713 宮古市 20万円 宮古市
今現在講習受けていますが、つい最近は勉強より、常に責任
感を忘れずにいます。

25万円 宮古市
物流関係の経験から、トラックの運転やフォークの扱いは自
信があります。建設業でも、この経験が生かせると思いま
す。

10 163302 宮古市 20万円

9 24455 宮古市

宮古市

私の長所は健康である事です。体調を悪くして会社を休んだ
り、仕事を途中で投げ出すことはありません。仕事での強み
は、製造の現場での安全管理や品質管理に携わり、スキルを
身につけているところです。エクセルの表作成等もできま
す。衛生管理者の資格や、この度の職業訓練で修得した資格
をフルに生かして頑張れると思います。

11 288861 宮古市
20～
30万円

宮古市

性格は温厚で人見知りもほとんどなく、誰とでも話せます。
新しい職場への対応も早い方だと思います。新しい仕事も興
味を持ち、自分なりの計画を立て先輩に相談しながらやって
これました。自分の知っていることもどんどん取り入れて
やって来ました。。今回新しい資格を取り、今まで以上にで
きる仕事を増やしました。これは地域にも役立つはずで、こ
れを生かした仕事をできるだけ長くしたいと思います。

12 55415 宮古市 20万円 宮古市

職業訓練を受講し様々な技能・資格を取得したことで希望す
る職に就いた時に即戦力になれると思っております。職業訓
練修了後には大型自動車免許取得を予定しており自身のでき
る範囲を広げ必要とされる人材になりたいと思います。

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。


