
修了日 訓練科名

28.7.26 観光ビジネス科

28.8.31 総合オペレーション科

＊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 

公共職業訓練を受講し、新たにパソコン資格・能力や簿記の知識、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：眞岩、中村  

  〒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 
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2

訓練時間計（科外除く） 358

実技時間計 197

科

外

行事等 開講式・修了式 2

科外合計

表計算ソフト実習 Ｅxcelの操作方法 26

観光資源視察
三陸宮古を代表する景勝地「浄土ケ浜」を中心とした周辺の観光資源
を視察する

12

ロールプレイによる接客実習 6

ＰＣ基本操作 起動方法・入力方法・変換の方法・パワーポイント 54

ワープロソフト実習 Ｗordの操作方法・試験 60

学科時間計 161

実

技

観光ビジネス実習 観光資源と観光施設、観光商品の企画の方法 39

接客実習

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

ＰＣ概論
ハードウェア・ソフトウェア・ＯＳ・周辺装置・ソフトの構成につい
て

18

安全衛生 ＶＤＴ作業等ＰＣを利用した作業環境・災害事例・メンタルヘルス 9

ビジネスマナー コミュニケーション・おもてなしマナー敬語等 27

学

科

観光概論 観光とは・観光地・観光対象と観光資源 6

観光関連知識
さまざまな観光ビジネス（旅行業・宿泊業・交通運輸業　等）・三陸
ジオパーク

33

外国語 観光業で必要な外国語入門 28

訓 練 目 標
『三陸復興国立公園』への再編や『三陸ジオパーク』の国内・国際認定取得への展開に
よって期待される沿岸地域の観光産業の復興と、国内外からの観光需要に対応できる担
い手を養成する。

仕 上 が り 像

三陸沿岸地域の観光物産にかかるサービス部門（ホテル・レストラン・観光物産店な
ど）の業務と、観光物産資源（自然・歴史・文化・食など）について、よく理解してい
る。 観

光
ビ
ジ
ネ
ス
科

外国人も含む観光客に対して、季節や場所を問わずいずれのシーンにおいても、適切か
つ効果的な接客サービスができる知識・技能及びホスピタリティを身につけている。

訓

練

の

内

容

科 目 科 目 の 内 容 時 間



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

訓練により取得
した資格

アピールポイント

日商ワープロ検定２級 建設業一般事務（１５年）

一般事務 短期大学卒業 建設業経理事務士３級 事務補助 ワード３級
（美術科） 普通自動車免許

一般事務 看護助手（６年）
医療事務 高校卒業 普通自動車免許 接客業　（１年９ヶ月） ワード３級
接客 製造業　（７ヶ月）

サービス 普通自動車免許 調理　　　（４年）
調理 高校卒業 調理師免許 調理：接客（１年） ワード３級

調理　　　（６年）

医薬品販売（１６年）
一般事務 普通自動車免許 受付事務・施術補助
販売 高校卒業 介護職員初任者研修修了 （９ヶ月） ワード３級

（商業科） 職業指導員・世話人
（１年）

事務 普通自動車免許 精肉加工（４ヶ月）
販売 専門学校卒業 調理師免許 レジ（３年１１ヶ月） ワード３級
観光 （調理師） レジ（２年）

普通自動車免許 事務（２年１０ヶ月）
一般事務 高校卒業 珠算３級 サービス（２８年５ヶ月） ワード３級

書道初級 保険業（３年８ヶ月）
簿記　３級

平成２８年　９　月　６　日現在

311219 宮古市 １５万 宮古市

宮古市

1 211535 宮古市 １８万 宮古市

9456

5 13356 宮古市

山田町

これまで３０年会社勤務等を経て、状況に応じて柔軟に対
応できたと思います。また、顧客とのコミュニケーション
の大切さを実感し仕事には常に細心の注意を払って業務を
行うことが出来ました。今回、訓練受講により専門分野で
の資格取得・基本知識を修得し、スキルアップし今後の仕
事に活かしたいと思っています。

私は、職業訓練を受講しワード３級を習得しました。その
他、エクセル初級とパワーポイント・ビジネスマナー・観
光に係る様々な講義を受講し、地元の観光資源について学
びを深めました。職業訓練で学んだことを仕事に活かし更
に資格取得を目指していきたいと思います。

時給
８００円

宮古市
３級ワープロ技士の資格を取得したので、文字作成など事
務の仕事を頑張りたいと思います。また、レジ経験も長
かったので対人スキルを活かした職種を希望します。

6 26786 山田町 １５万

私は、これまでの職業経験の中では、様々な料理を作ったり、接
客、販売業務に従事してきました。お客様とのコミュニケーション
が好きで仕事にやりがいを感じます。職業訓練受講により、ワード
３級の資格を取得したり、マナーや英語・観光の知識を身に付けま
した。自分の得意分野を生かしながら、職業訓練で学んだ事を発揮
し再就職に向けて前進したいと思っています。

49426 宮古市 １０万

山田町

4

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 観光ビジネス科
【 訓 練 修 了 日 】 平成28年7月26日

１５万 検討中
職業訓練を受講し、エクセル・ワードの基本的な操作を学
び、この機会にその技能を生かせる職業に就けたらと思い
ます。

3

2

建設業の一般事務を１５年経験しており書類の作成やデー
タ管理を得意としています。どんな環境においても周囲と
のコミュニケーションをとり場を盛り上げることが好きで
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。



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

訓練により取得
した資格

アピールポイント

飲食業 普通自動車免許 飲食業・接客
観光業 高校卒業 甲種防火管理者 店舗マネージメント ワード３級

（普通科） 食品衛生責任者 （１０年）

４級海技士（航海）（機関）
１級小型船舶免許
１級小型船舶免許

警察 専門学校卒業 １級海上特殊無線技士　 船員（２年１０ヶ月） ワード３級
販売 （海上技術コース） ガス溶接技能講習

３級情報処理検定・ワープロ３級

普通自動車免許

8
１３万～
１４万

山田町
１０分間に３５０文字程度の入力・罫線を使った文章の作
成及び編集・校正ができ、ビジネス基本文章を作成するこ
とができます。

30156 山田町

１５万～
２０万

宮古市

観光ビジネス科を受講し、宮古の事・三陸観光について学
ぶことが出来ました。また、インパウンドのため再び英語
を学ぶことも出来ました。これからは自主的に勉強してラ
グビーのＷ杯・２０２０年のオリンピックに向けて、更に
英語が勉強出来る様に頑張ります。

7 45866 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。



2

訓練時間計（科外除く） 358

実技時間計 207

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 151

実

技

車両系建設機械 運転・操作・整備 69

クレーン・玉掛け 運転・操作・整備 75

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 49

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 6

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
・実践訓練を通じて、多様化する土木建設業の機械化についての知識と、現場で対応できる技能を習得
する。

仕 上 が り 像
・建設・土木分野の各種の機械操作ができる。
・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

訓練により取得
した資格

アピールポイント

小型移動式クレーン

普通自動車第一種免許 冷却設備、保守点検 玉掛け
建設業 高校卒 （中型免許限定） サービス、配管工 フォークリフト

（電子機械） 一級管工事施工管理技士 現場管理 車両系建設機械
（９年）

普通自動車第一種免許 フォークリフト運転
（中型免許限定） 製造業（４年９か月）

フォーク運転 はい作業主任者 フォークリフト運転 小型移動式クレーン

重機オペ 高校卒 フォークリフト 及び機械オペレーター 車両系建設機械
機械オペ （経理科） 玉掛け 製造業（１３年９か月）

毒物劇薬取扱責任者 写真製版　（５年７か月）
（農業用品目）

水産関係魚貝類加工・販売
普通自動車免許 買付　　　　　　（１年） 小型移動式クレーン

大型自動車免許 水産関係魚貝類加工・販売 玉掛け
水産関係 高校卒 大型特殊自動車免許 買付　　　　　（１０年） フォークリフト
建設関係 （機関科） 玉掛け 建設関係プラントの機械 車両系建設機械

足場組立等作業主任者 据付工事及びメンテナンス
（１０年）

小型移動式クレーン

建設業 時給 高校卒 海洋土木（２年８か月） 玉掛け
1，000円 （設備工業科） 配達（２年３か月） 車両系建設機械

小型移動式クレーン

事務職 ホームヘルパー２級 玉掛け
販売 高校卒 潜水士 事務職（２６年４か月） フォークリフト
製造 （普通科） 小型船舶操縦士 製造業（３年４か月） 車両系建設機械

建設（６か月） 小型移動式クレーン

小売・配送 玉掛け
建設 高校卒 普通自動車第一種免許 （１６年９か月） フォークリフト
製造 （機械科） 製造（４年１０か月） 車両系建設機械

普通自動車第一種免許 小型移動式クレーン

三級自動車シャシ整備士 玉掛け
建設業 中学卒 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 自動車販売（４６年） フォークリフト

二級ガソリン自動車整備士 車両系建設機械
自動車検査員

1 80056 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28年8月31日

平成２８年 ９月　６日現在

２５万円 宮古 なんでも頑張れる性格ですので、宜しくお願いします。

宮古市
職業訓練で取得した資格を活かして、今後の仕事に生かせる
ように頑張りたい。

２０万円 山田町
安全確認の大事なことを学び事故のない仕事ができる様ガン
バリます。

宮古市
山田町

安全第一を旨に作業に従事し、周囲の人間関係を重視し社内
環境に一日も早く慣れ貢献度の高い仕事を目指します。

3 60145 宮古市 ２０万円 宮古市

機械の操作運転の仕事がしたくて車両系建設機械、小型移動
式クレーン、フォークリフトなどの資格を取りました。はじ
めはなれるまではたいへんですがこの資格を生かした仕事を
したいと思っています。

2 205575 宮古市 ２０万円

5 63526 山田町

4 116105 宮古市

宮古市
職業訓練で取得した資格を生かして、未経験ではありますが
がんばりたいと思います。

7 70726 宮古市 １５万円 宮古市
職業訓練にて習得した技能資格をいかせるように努力する気
持ちを持っています。

6 150014 宮古市 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。



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

訓練により取得
した資格

アピールポイント

普通自動車第一種免許
（中型免許限定） 水産加工業（１３年１か月） 小型移動式クレーン

建設業 高校卒 危険物取扱者（丙種） サービス業（１年） 玉掛け
土木業 （海洋生産 フォークリフト 造園業（３年１か月） 車両系建設機械

科学科） 食品衛生責任者

小型移動式クレーン

玉掛け
土木建設 中学卒 普通自動車免許 サービス業（１５年） フォークリフト

（ＡＴ限定） 車両系建設機械

小型移動式クレーン

普通自動車第一種免許 玉掛け
製造業 短大卒 （中型免許限定） 金型製造業製品の検査業務 フォークリフト
土木関係 （経営情報学科） 大型特殊自動車免許 （１１年７か月） 車両系建設機械

小型移動式クレーン

玉掛け
建設関係 高校卒 普通自動車免許 製造業（２年７か月） フォークリフト
土木関係 （電気電子科） 車両系建設機械

大型自動車免許 漁業　　（１年６か月）
大型自動二輪 漁協連合会作業員

製造業 高校中退 小型船舶二級 （１４年１０か月） 小型移動式クレーン

玉掛け 役場運転手　（２６年） 車両系建設機械
フォークリフト

業務用無線機（トランシーバー）

の電気製品半田付け、調整、検査、梱包 小型移動式クレーン

建設業 普通自動車第一種免許 （１年３か月） 玉掛け
製造業 高校卒 （中型免許限定） 食器洗浄及び盛り付け フォークリフト
配達業 （無線科） 普通二輪車（中型）免許 （３か月） 車両系建設機械

弁当の配達及び盛り付け
（２か月）

普通自動車第一種免許
（ＡＴ限定なし） 営業（小売業） 小型移動式クレーン

全商簿記２級 （１年５か月） 玉掛け
高校卒 全経電卓２級 営業　 　（３年６か月） フォークリフト
（商業科） 全商ワープロ２級 営業（小売業） 車両系建設機械

秘書検定３級 　　（接客業）
全商情報処理３級 （７年６か月）

8 49166 宮古市 １９万円 宮古市
資格を取得した為、資格を生かした仕事についてみたい。
チームワークや協力を大事にしたい。何事にも出来るだけ時
間を正確に働く事が出来る。

１５万円 宮古市

これまでの職務経歴は、接客業、サービス業に従事し、これ
からは、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。

10 188805 宮古市 ２０万円

9 72706 宮古市

宮古市

今回の訓練は就職活動の幅を広げると共に新しい事にチャレ
ンジしようと思い受講させていただきました。資格のほかに
も基本的なビジネスマナー・接遇を学ばせてもらいビジネス
マナーを改めて見直す良い機会になったと感じています。私
は金型製造業に１０年以上務めてきたので、金型の専門知
識、能力を生かした仕事に就きたいと考えていますのでよろ
しくお願いします。

11 215234 宮古市 １８万円 宮古市 受講して得た資格を活かして仕事を取り組んでいきます。

12 66436 山田町 １８万円
宮古市
山田町

職業訓練センターで総合オペレーションにて学んだ事を元に
仕事に対して意欲をもってがんばります。

１６万円 宮古市

私は高校時代に無線科で学び、その後神奈川の電気会社に入
社しまして、製品の調整や検査の業務につき、知識を身につ
けてきました。退職後はその経験が活かされ、地元の会社か
ら声をかけられ、さらなる電気製品の知識を身につけること
ができました。仕事をしてきた中で品質と納期に取り組んで
きました。新たな資格を習得して、物作りの仕事に励み故郷
の自慢できる商品を作りたいです。

14 84906 宮古市 ２５万円

13 145233 宮古市

宮古市

学生時代に野球をし、長年営業職をしてきて元気と体力には
自信があります。新しいことへのチャレンジしたい気持ちは
ありますがなかなかタイミングをつかめていなかったので、
良い機会だと思いこの度、建設機械について勉強しました。
よろしくお願いします。

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。


