
修了日 訓練科名

27.9.30 ＩＴ実践科

27.11.30 総合オペレーション科

27.12.4 介護サービス科

＊情報はこちらのＨＰからもご覧になれます。 

宮古職業訓練協会ＨＰ： 
http://www.miyako-vts.ac.jp/kyuusyoku.html 

岩手県立宮古技術専門校（岩手県）ＨＰ： 
http://ftp.www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=568&ik=3&pnp=63&pnp=554&pnp=568 

公共職業訓練を受講し、新たにパソコン資格・能力や、介護員資格、建設機械の免許・技能を身につけた訓練受講生

の一覧表です。 

希望職種、職務経験、取得資格（訓練により取得した資格を含みます）、アピールポイント等を掲載しております。 

是非面接したい、一度会って話してみたい、企業の求人条件を提示してみたい等々のご希望をお待ちしております。 

＜お問い合わせ先＞          

      宮古公共職業安定所   訓練担当：勝部、眞岩  

  〒０２７－００３８             

    宮古市小山田１－１－１ 宮古合同庁舎１階       

     TEL：０１９３－６３－８６０９   FAX：０１９３－６２－２２６７ 



・

・
・
・
・

ＶＤＴ作業等ＰＣを利用した作業環境

科外

パソコンを使った情報処理全般（ワープロ、表計算）について、即戦力となれる高い知識と技能
を習得する

12

ビジネスマナー 接客接遇・コミュニケーション・敬語等

40

2

科外合計 2

訓 練 目 標

仕 上 が り 像

訓

練

の

内

容

科 目 科 目 の 内 容

訓練時間計

ジョブカード作成・個別相談・グループワーク・キャリアガイダンス

360

実技時間計 276

行事等 開講式・閉講式・オリエンテーション

ワープロソフトを使い、実践的なビジネス文書、資料、広報資料を作成できる。 I
T
実
践
科

学科時間計 82

ＰＣ基本操作 起動方法・入力の方法・変換方法等 18

ワープロソフト実践

時 間

ＰＣ概論 ハードウェアー・ＯＳ・周辺機器、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等の構成について 12

安全衛生

導入講習

18

就職ガイダンス

実

技

パソコンの仕組みを理解し、実践的な操作ができる。

表計算ソフトを使い、実践的なデータの管理・加工・活用ができる。
職場における接遇・ビジネスマナーを身につけている。

Ｗｏｒｄの操作方法・試験対策 129

表計算ソフト実践 Ｅｘｃｅｌの操作方法・試験対策 129

学

科



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

得した資格
アピールポイント

普通自動車免許 自動車整備・受付
大型自動車第一種免許 ８年２か月

営業 宮古市 高校卒業 三級自動車シャシ整備士 自動車販売営業 ワード２級
大型運転手 山田町 自動車保険単種目上級 ９年８ヶ月

高度医療機器販売管理者 自動車販売営業及び役員

２２年９か月

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 ＩＴ実践科
【訓練修了日】 平成27年9月30日

平成２７年１２月９日現在

私はこれまで営業職及び役員を長い間してまいりましたが、
これまで仕事をした中で、お客様の喜ぶ顔、また職場の方々
から色々相談を受け、解決できないまでも話したことで安心
した顔が見れたことが「自分のやる気エネルギー」になって
きたと思います。このようなことから、私は人の喜んでいる
顔等みて自分も幸福になれば良いと考えています。この様な
ことから営業に向いていると思います。

1 75165 山田町 ２５万円

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。



2

訓練時間計 360

実技時間計 210

科外
行事等 開講式・閉講式・オリエンテーション 2

科外合計

運転・操作・整備 63

学科時間計 148

実

技

車両系建設機械 運転・操作・整備 75

クレーン・玉掛け 運転・操作・整備 72

フォークリフト

導入講習

災害事例検討 12

就職ガイダンス ジョブカードの作成・個別相談・グループワーク・キャリアガイダンス 40

総
合
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
科

学

科

接遇・ビジネスマナー 接客接遇・コミュニケーション・敬語等 12

安全衛生 日常の安全衛生・装置の構造、取扱い及び作業法方 60

関係法規 関係法令・規格構造

訓 練 目 標 多様化する現場作業の機械化に対応した知識及びスキルを習得する。

仕 上 が り 像
・各種機械操作ができる。
・職場における接遇・ビジネスマナーを身に付けている。

訓

練

の

内

容

科 目 科 目 の 内 容 時 間

24

災害事例



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
得したの資格

アピールポイント

重機 大型１種 プラスチック金型製造
オペレーター 大型特殊 ３年４ヶ月 車両系建設機械
重機 中学校卒業 けん引 プレス金型部品製造 小型移動式クレーン
運搬業務 フォークリフト ２年８ヶ月

運送 玉掛 プレス金型部品製造
２４年１０ヶ月

車両系建設機械
建設業 中型自動車免許 ダンプ運転手　１年１ヶ月 小型移動式クレーン
運送業 中学校卒業 大型１種 配送運転手　３年１０ヶ月 玉掛

運転手　　３年 フォークリフト

車両系建設機械
運送業 普通自動車免許 運送業　２４年４ヶ月 小型移動式クレーン
建設業 高校卒業 アーク溶接 建設業　　１年 玉掛
製造業 建築業　　　　６ヶ月 フォークリフト

車両系建設機械
建設業 ホールスタッフ５年１ヶ月 小型移動式クレーン
運送業 高校中退 普通自動車免許 接客　　　　　　１１ヶ月 玉掛
製造業 ホールスタッフ　１１ヶ月 フォークリフト

車両系建設機械
運送 中型自動車免許（８ｔ限定） 小型移動式クレーン
建設 高校卒業 ６級海技士（航海） 船員（甲板部）　２５年３ヶ月 玉掛

（漁業科） フォークリフト

盛岡市

今回、職業訓練受講により玉掛け、小型移動式クレーン、
フォークリフト、車両系建設機械の技能講習修了の資格を得
ることができました。現場は未経験ですが、スキルアップを
めざし、上達して会社に貢献できるように取り組んでいきま
す。

141025 宮古市 ２０万円 宮古市 受講修了後、大型・大型特殊免許の取得を予定しています。

4

5

136195 宮古市 ２５万円

宮古市
山田町
釜石市

今回職業訓練を受講し色々な資格を取得して建設業・運送業
に全力で仕事に取り組むことができます。

3 136545 宮古市 ２０万円 宮古市

今まで様々な仕事をしてきましたが運転手が長い業種であり
まして自分に最もやりがいのある仕事、適職だと考えており
ます。今回の岩手県立宮古高等技術専門校で学んだ技能を最
大に発揮して自分の足りないところは勉強して努力をしたい
です。

2 144115 山田町 ２０万円

1 81565 宮古市

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11月30日

平成２７年１２月９日現在

２０～
２５万円

宮古周辺
土木系の仕事に就く為に重機の資格取得し、会社で必要とさ
れる人材を目指し努力する事で会社、家庭が豊かになるよう
に取り組みたい。

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
得したの資格

アピールポイント

車両系建設機械
建設 中型自動車免許（８ｔ限定） 小型移動式クレーン
自動車 高校卒業 危険物丙種 製造業　１８年３ヶ月 玉掛
製造 （定時制） 高圧ガス運送従事者 フォークリフト

普通自動車免許 車両系建設機械
一般事務 危険物取扱者丙種 金融・保険の営業、農業関係職　 小型移動式クレーン
営農関係 専門学校卒業 毒劇物取扱者農業品目 ３２年２ヶ月 玉掛
建設業 はい作業主任者 フォークリフト

車両系建設機械
建設業 普通自動車免許 配置薬営業　１２年３ヶ月 小型移動式クレーン
水産加工業 大学中退 防火管理者 配置薬営業　１年４ヶ月 玉掛
小売販売業 （法律学科） 食品衛生責任者 住宅リフォーム販売　２年 フォークリフト

普通自動車免許
製造業 フォークリフト 公用車運転手　２年 車両系建設機械
建設業 高校卒業 アーク溶接 食品生産　１年 小型移動式クレーン
運転手 ガス溶接 製造オペレーター　１年 玉掛

職長教育

普通自動車免許
普通自動２輪車免許 漁業　１年 車両系建設機械

建設 高校卒業 玉掛け 畜産業　１年４ヶ月 フォークリフト
（海洋技術科） 小型移動式クレーン

車両系建設機械
製造業 普通自動車免許 マシンオペレーター　６年１ヶ月 小型移動式クレーン
建設業 高校卒業 日商簿記　３級 マシンオペレーター　３年 玉掛

（通信制） エクセル　３級 フォークリフト

２０万円
宮古市
岩泉町

長い間、体を動かす仕事をしてきたので資格を取得してそれ
をいかす仕事に就きたいと思います。

11 145135 山田町 １５万円

10 46402 岩泉町

不問

私は今まで製造業しか携わってきませんでしたが、この度職
業訓練を受け、建設関係の資格を取得しました。建設関係の
仕事は初めてですが、体格に恵まれ体力には自信がありま
す。

9 54899 岩泉町 ２０万円
宮古市
岩泉町

玉掛け、小型移動式クレーン、車両系等を習得し第一希望の
製造業だけでなく、建設業でも働ける自信ができた。建設業
も２年ぐらい経験はあるがオペレーターとしての経験がない
ので、少しずつでも使ってもらえるように頑張りたい。

8 120785 山田町 １８万円
宮古市
山田町

長い間、営業販売の仕事を長く経験してきましたが、今回宮
古高等技術専門校で受講、取得した資格を活かして他業種で
の就職に生かしていきたい。

宮古市

職業訓練受講で取得した資格や知識を有効に生かしていきた
いです。前職ではＰＣ等も使用しＥｘｃｅｌやＣＡＤ等での
作業もしていましたのでそれも有効に生かしていきたいで
す。

7 126155 岩泉町 ２０万円

145245 宮古市

岩泉町
宮古市

職業訓練により、資格の幅が広がりました。今後において
も、資格を活かすために大型特殊免許の取得も考えておりま
す。自分のできる範囲を広げることで必要な人材になりたい
と思います。

6 ２０万円

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。



1

2

3

4

2

訓練時間計 480

企業実習 実際の施設で行う実習 108

実技時間計 270

科

外

行事等 開講式・閉講式・オリエンテーション 2

科外合計

アプリケーションソフト（Ｅｘｃｅｌ）の操作方法 102

救命講習 ＡＥＤ使用方法・普通救命講習 6

学科時間計 208

実

技

基本的介護技術演習 生活支援技術演習 18

コンピュータ基本操作 起動・終了、入力操作、周辺装置 36

表計算ソフト実習

就職ガイダンス ジョブカード作成・個別相談・グループワーク・キャリアガイダンス等 46

訓練導入講習 ワークガイダンス・事業所訪問 24

コンピュータ概論 パソコンの基本操作、ＯＳの基本、ファイル管理 6

接遇・ビジネスマナー 接客接遇・コミュニケーション・敬語　等 12

介護におけるコミュニケーション技術

老化・障害の理解 老化の理解、認知症の理解、障害の理解 21

生活支援技術 心と体の仕組みと生活支援技術　振り返り 63

科 目 科 目 の 内 容 時 間

学

科

介護概論 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本 21

介護・福祉サービス
介護・福祉サービスの理解と医療との連携

15

訓 練 目 標
介護職員初任者研修課程の内容により、施設及び訪問介護サービスの提供に必要な各種技能を身に付けると
ともに、介護従事者としての職業倫理と態度を養う。

仕 上 が り 像

介護職員初任者研修修了者として、在宅及び施設での介護・福祉業務に従事できる知識・技能を修得してい

介
護
サ
ー
ビ
ス
科

る。

職場環境に順応し良好な人間関係を保ちながら仕事を遂行できる。

職場における接遇・ビジネスマナーを身につける。

情報収集及び情報の加工技術を習得している。

訓

練

の

内

容



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

介護 介護職員初任者
販売 短期大学 普通自動車第１種免許 事務（非常勤） 研修修了
事務 （英文科） ６年８ヶ月 エクセル３級※

介護 各種学校 甲種歯科助手 歯科助手　１５年 介護職員初任者
歯科 １４～ 山田町 （歯科助手科 調理師 歯科助手　　７年 研修修了
その他 １６万円 宮古市 調理師科） 紡績工場　　３年 エクセル３級※

普通自動車第１種免許
普通自動車第２種免許 介護職員初任者

介護 高校卒業 大型特殊 電機　３２年２ヶ月 研修修了
農業 （普通科） フォークリフト （半導体製造、設備の保守保全） エクセル３級※

クレーン業務特別教育修了

普通自動車第１種免許
英検２級
医療事務２級 公益財団法人３年１０ヶ月 介護職員初任者

デイサービス 各種学校 珠算２級、硬筆書写３級 医療事務　　　３ヶ月 研修修了
事務 （医療秘書科） ビジネス文書３級 医療事務　１年３ヶ月 エクセル３級※

秘書検定３級
エクセル３級

普通自動車第１種免許 看護助手　１０ヶ月
ホームヘルパー２級 事務（非常勤）　 介護職員初任者

事務 宮古市 高校卒業 ガイドヘルパー研修修了 ２年９ヶ月 研修修了
介護 山田町 （普通科） ワード３級 事務（臨時）　 エクセル３級※

エクセル３級 １年１０ヶ月

海運業　２年１ヶ月
普通自動車第１種免許 （ジェット燃料指定港積下ろし）

危険物取扱丙種 小売業　１年１ヶ月 介護職員初任者
介護 高校卒業 ガス溶接技能講習修了 （車給油、指定給油場所給油） 研修修了

（海洋技術科） アーク溶接特別教育修了 鉄工業　２年９ヶ月 エクセル３級※
（鉄板の加工、工場の修理）

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 介護サービス科
【 訓 練 修 了 日 】 平成27年12月4日

平成２７年１２月９日現在

宮古市

８月より職業訓練センターにて介護職員初任者研修を受講
し、介護の現場で職員の方に指導を受けて利用者さんに生活
支援と介助の実習をさせて頂きました。利用者さんの笑顔に
接して、介護職、介護に関連した職に就くことを希望しまし
た。

2 87595 山田町

1 92185 山田町

介護サービス科を受講し実習も経験して介護職がどういう仕
事なのか学ぶことができ、現状の難しさ厳しさ、やりがいな
ど色々勉強になりました。４ヶ月間学んだ事をいかしていけ
れば良いし、もっと沢山の事を見て学ばなければなりません
ので、この介護という仕事を頑張ってみたいと思っていま
す。

１４万円

4 44384 山田町
介護職員初任者研修を取得しましたので新たな分野での介護
職を目指し頑張りたいと思っています。

3 133184 岩泉町 １５万円 岩泉町

前職では設備のメンテナンスを行っていましたが、退職を機
にキャリアチェンジを考え、介護職員初任者研修を受講中で
す。今まで携わってきた職種とは違いますが、介護職員初任
者研修の実習を経験し、新しい仕事に挑戦し、戦力として働
くことを目指しています。

１４万円 山田町

１４万円 宮古市
今回の職業訓練で介護に就いて基本的な知識を学び専門の資
格も取ることが出来るので、この知識と資格を活かした職業
につき更に上を目指したいと思い勉強に取り組んでいます。

１３万円

職業訓練を受講したきっかけは数年前にホームヘルパー２級
が初任者研修となり、制度もその頃とは違うことから、もう
一度はじめから勉強したいという思いからでした。これまで
の事務職で身に着けたパソコンの技術も向上を考え、アクセ
スやＶＢＡなども学びたいと思います。今回の訓練で学んだ
事を活かした仕事に就ければと考えております。

5 113793 山田町

6 140355 宮古市

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

事務 普通自動車第１種免許 飲食店ホール４年２ヶ月 介護職員初任者
介護 高校卒業 調理師３級 営業　　３ヶ月 研修修了
飲食店 ワード 調理員　５ヶ月 エクセル３級※

アクセス

大型自動車１種免許 神職　　１年 介護職員初任者
介護 短期大学 大型特殊自動車１種免許 運輸　８ヶ月 研修修了
運輸 （電気電子工学科） 車両系建設機械（整地等） 神職　１７年２ヶ月 エクセル３級※

これまで勉強させていただいて、やってみなければ解らない
ことが多く、実際やってみて色々な事にチャレンジしていき
たいと思います。エクセル資格も取れるので他の分野にも挑
戦していきたいと思っています。

8 50664 宮古市 ２０万円

7 124015 宮古市

宮古市
介護職員初任者研修、エクセル３級の資格を活かし、人の為
になる仕事に就きたいと考えております。何事にも前向きに
取り組んで参ります。

宮古市１４万円

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。


