求職者情報
工場電気設備設計施工科
訓練生番号 年齢

住所

修了年月：平成28年11月
希望勤務地

希望職務

・電気保全設備
・事務
・電気工事
2015251

61

高岡市 高岡駅周辺
施設・ビルの設備の保守管
理等の職務または事務職を
希望します。

2015252

31

射水市

射水市、高岡市及び
その周辺

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

電気通信会社に正社員として約39年
勤務し、電気通信設備の保守・建設、
20-25
通信ソフトウェアの開発、職場管理を
行ってきました。

・消防設備士
・電気工事
・電気設備保全
・空調工事
20消防設備の設置及び点検
の職務を希望します。
電気工事の職務を希望しま
す。

主たる職務経験

主たる免許・資格

・第一種普通自動車免許
・第一種衛生管理者免許
・低圧電気取扱業務に係る特別教育修了

・中型自動車免許（8ｔ限定）
・自動車・トラック製造設備の整備業務 ・ガス溶接技能講習
（保守・点検）（12年）
・フォークリフト運転技能講習
・アルミ材板金加工業務（8ヶ月）
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士

・電気工事保全
・電気工事
2015253

65

・高岡駅から通勤1時 電気設備保全管理 各施
旅行業 個人・団体、国内・海外を問 ・普通自動車免許
高岡市 間の範囲
設の電気設備保守点検管 15-20 わず、営業、企画、手配、添乗、精算業 ・総合旅行業務取扱管理者
・高岡市、呉西地区 理の業務
務など旅行に係る業務全般（41年）
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
電気工事保全・設置 事業
所・一般家庭の電気機器設
置・保守の業務
・電気設備保全
・電気工事
・機械保全整備

2015255

60

・砺波駅から通勤15
砺波市 分の範囲
・砺波市、南砺市

・自動車整備（20年）
ホテル等施設の設備の保守 25-30
・ミキサー運転手（20年）
管理の職務を希望します。
ショッピングセンター等の設
備の保守管理の職務を希望
します。

1/3

・普、大特自動車免許
・自動車整備士3級
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士

アピールポイント

私は、39年間一つの会社で退職まで継
続して勤務し、その中で多くの職場・職種
を経験してきました。そのため、新しい所
でも、すばやく順応できます。また、管理
者として職場管理の経験が長く、人とのコ
ミュニケーションもしっかりと取れます。
現在、ポリテクセンターで電気設備を学ん
でおり、第二種電気工事士の学科は合格
し、技能試験の結果待ちとなっています。

・電気関係の職務経験はありませんが、
訓練で学んだ知識を活かしていきたいで
す。
・資格取得に取り組んでいます。（第一種
電気工事士、第4類消防設備士乙種）

・希望職種に向けて、業務知識や資格取
得に積極的に取組んでいます。（予定：第
二種電気工事士・消防設備士第4類乙
種）
・営業販売 企画作成 顧客管理 各施
設との折衝を通して、交渉力を身につけ
また、部下の管理や予算管理業務も行
い、所内をまとめ協調性もあります。

各種機械保全、整備、修理等の作業が
得意です。
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求職者情報
工場電気設備設計施工科
訓練生番号 年齢

2015256

2015257

2015258

2015259

49

住所

修了年月：平成28年11月
希望勤務地

・福光駅から半径30
南砺市 ㎞圏内
・南砺市周辺

希望職務

施設管理

43

・マーケティング商品企画
・コンサルタント
・サウンドクリエーター
富山県、石川県、東 ・未来思考農業
富山市
京都
人々が活力を持ち、夢を持
ち続けられる職務ならば良
い。

29

・電気設備管理
・JR高儀駅から通勤1 ・電気設備保全
時間の範囲
・電気工事
南砺市
・高岡市、砺波市、射
水市、富山市
電気設備の管理、保全の職
務を希望します。

38

富山市 富山市内

・電気工事
・電気設備保全
・電気設計

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

主たる職務経験

・金属加工、住宅建材加工（20年）
20-25 ・プラスチック加工（6年）
・配送業務（3年）

15-

15-

20-

主たる免許・資格

・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・フォークリフト運転技能講習
・普通自動車免許

・普通自動車免許
・クレーン運転士
・玉掛技能士
・フォークリフト運転士
・自由研削砥石技能士
特殊鋼製造 焼結工具製造（4年）
・アーク溶接技能
表面処理並び塗装パーカ処理（10年） ・ガス溶接技能
電信柱製造（3年）
・ステンレス鋼溶接技能
バス部品製造（1年）
・半自動溶接技能
・有機溶剤取扱技能
・騒音作業技能
・現在、消防設備士乙技能士免許及び電気
工事士二種の取得予定
・中小企業診断士取得予定

アピールポイント

製造業の経験があり、丁寧かつ期間を守
る仕事を心掛けます。

・自己研さんに努めており、現在、放送大
学にて数学と英文法を学んでいます。
・産業能率大学出版の著者：内山力氏の
「マーケティングイノベーション」及び「コン
サルタント理論」に感銘を受け、独自の経
済を考えております。

食品卸売会社の営業部事務（6年）

・中型自動車免許（8t・AT限定）
・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士
・二級ボイラー技士取得見込み

電気工事士等、資格取得に積極的に取
組んでいます。

コンビニエンスストアの店員（14年）

・保育士資格
・幼稚園教諭免許
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・現在、電気工事士（第一種、第二種）を取
得するため勉強中

・毎日、片道30㎞自転車通学していま
す。
・今年1年で年間
10,000㎞走破する目標を立て、それに向
け信念を持って取組んでいます。

2/3
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求職者情報
工場電気設備設計施工科
訓練生番号 年齢

2015260

2015261

2015262

48

住所

修了年月：平成28年11月
希望勤務地

希望職務

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

主たる職務経験

・電気設備保全
・電気通信
富山市及び呉東地区 ・製造
・印刷オペレータ業務（8年）
富山市
18-30
周辺
・電気・電子機器の製作・保守（12年）
設備保全、製造の職務を希
望します。

・設備保全
・フォークリフト運搬
・生産技術
・金属加工

・ＮＣ旋盤による金属加工（14年）
・アルミ金型のＣＡＤ（ＧＲＡＤＥ）設計
26-35
（12年）
・中子メーカーでの事務・運送（5年）

50

氷見市 高岡市内

29

・プログラミング製作・開発
・サーバ構築・保守・運用
・通信設備工事
・氷見駅から通勤1時 ・電気設備工事
間の範囲
氷見市
15-20 販売接客業務（3年7ヶ月）
・氷見市、高岡市、射 スマートフォン向けアプリや
水市、富山市
Ｗｅｂ制作などの開発、サー
バ・LAN構築などの通信イン
フラ整備、電気設備工事の
職務を希望します。
・公共施設の保守・管理
・ガードマン
・新聞配達
・郵便仕分

2015263

65

・氷見駅から通勤１
・フォークリフト作業（10年）
時間の範囲
氷見市
病院、役所等の設備の保守 10-15 ・製造ラインにおける機械操作オペ
・高岡市、射水市、氷
管理の職務を希望します。
レータ業務（10年）
見市及びその周辺
公園、体育館等の保守管理
の職務を希望します。
新聞配達、郵便仕分等の早
朝の仕事を希望します。

3/3

主たる免許・資格

アピールポイント

・第一級陸上特殊無線技士
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士資格取得予定
・普通自動車免許
・中型自動二輪免許

・紙工印刷物の表面加工とモールドトラン
ス、各種巻き線設置の経験があります。
・点検・保守の仕事に向け、電気工事、
シーケンス制御、電気制御機器の保全方
法等の勉強に励んでいます。

・普通自動車免許
・フォークリフト運転技能者
・乾燥設備作業主任者
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士

・ホロー材12本出し金型の設計に携わ
り、当時としては世界初の成功を収めま
した。
・塑性変形に基づく冷間鍛造加工法の開
発の経験があります。
・加工品のコスト削減に取り組み、製造単
価を￥3,500から￥500に下げることに成
功しました。
・6軸位置制御センサーの開発について
ファインブランキング加工方法のアドバイ
スの経験があります。

・普通自動車免許
・工事担任者DD3種
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士（取得予定）

・ソフトウェアから電気・通信工事まで幅
広い知識があります。
・Java，C++，VisualBasic，HTML，CSS，
Ｐｅｒl，ＰＨＰ，ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ，ＳＱＬ等の経
験あり。機会があれば他の言語も扱って
みたいです。
・今秋に第一種電気工事、工事担任者Ｄ
Ｄ1種・ＡＩ3種、応用情報技術者を受験予
定。

・普通自動車免許
・フォークリフト運転技能者
・玉掛技能者
・クレーン運転教育修了
・簿記検定2級
・機械保全技能士2級
・電気工事士二種
・大型特殊
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・早朝作業が苦になりません。
・資格取得に積極的に取組んでいます。
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