求職者情報
電気保全技術科
訓練生番号 年齢

修了年月：平成29年2月
住所

希望勤務地

希望職務

・電気設備保全
2016124

64

高岡市

高岡市、射水市及び
その周辺
工場等施設の設備の保守
管理の職務を希望します。

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

・製造ラインにおける機械操作オペ
レータ業務（12年）
・生産管理（6年）
10-13
・製材品の営業（7年）
・原材料及び工場設備仕入れ業務（11
年）

・保守管理
・設備保全
・製造
・事務

2016125

35

・高岡駅から通勤45
・医療関係の集配（1年）
分の範囲
高岡市
22-25 ・製造ラインにおける機械操作オペ
・富山市、高岡市、射 施設、設備の操作、保守管
レータ業務（7年）
水市、砺波市
理の職務を希望します。
電気設備メンテナンス、制御
盤組立、配線・調整、生産技
術の職務を希望します。

主たる免許・資格

・普通自動車免許
・一級ボイラー技士免許
・フォークリフト構内免許
・安全衛生推進者
・職長教育
・木材加工用機械作業主任者

2016126

2016127

45

30

高岡市

高岡市、射水市及び
その周辺

・電気設備保全
・電気設計
・自動化技術

・ＳＥ業務 主にサーバー開発運用試
18-20 験（3年）
職業訓練の経験を活かし電
・接客販売発注等店舗業務（5年）
気設備保全、電気設計の職
務を希望します。

1/4

・新規設備投資に関して、生産計画立案・
メーカーとの打ち合わせ・発注業務に
携ってきました。
・生産管理、品質管理の経験がありま
す。

・整備、修理等の作業が得意です。
・医薬品、生産技術開発の経験がありま
す。
・普通自動車免許
・クリーンルーム、三交替、高熱、粉塵現
・技能検定 機械保全電気系保全作業2級を 場での経験があります。
取得に向け勉強中。
・薬学の経験があり化学が得意です。
・ＰＣ制御、配線、加工、図面作成（ＣＡＤ）
等の電気保全技術を訓練所で学びまし
た。

・普通自動車免許
・プラスチック射出技能検定1級
・ＱＣ検定3級
・ＣＡＤ利用技術者2級（ＡｕｔｏＣＡＤ）

・プラスチック射出成形現場での作業経
験があります。
・ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001に関わった経験が
あります。
・エクセルなどのＰＣ操作ができます。（Ｖ
ＢＡにも興味があります。）
・資格取得に積極的です。
・ＱＣサークル活動の経験があります。
・ポリテクセンターで電気保全技術科に入
り、電気基礎、シーケンス制御、ＰＬＣ制
御について学んでいます。

・中型自動車運転免許（8ｔ）
・基本情報処理技術者

・前職より、業務の優先順位を意識するこ
と、コミュニケーション能力が身について
います。
・根が真面目で明るい性格です。
・電気系は未経験ですが、学生時代にも
基礎を習っており訓練所でしっかり学ぶこ
とができました。
・これを活かし、知識を深めて新しい業務
に取り組みたいと考えています。

・製造工（電気保全含む）
・自動化技術に関わる仕事
・生産工程での事務作業

・高岡駅から通勤30
分以内の距離を希望
・プラスチック射出成形工（約10年）
工場勤務での製造工程作
高岡市 します。
20-25 ・品質管理業務（約11年）
業を希望します。その中で
・高岡市、射水市及
・管理職業務（約9年）
保全に関わる仕事ができた
びその周辺
らいいと思います。
可能であれば、自動化に関
わる仕事を希望します。

アピールポイント
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求職者情報
電気保全技術科
訓練生番号 年齢

修了年月：平成29年2月
住所

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

主たる免許・資格

アピールポイント

・建物施設の管理
・設備保全
・電気工事

2016128

35

・高岡駅から通勤1時
間の範囲
高岡市
・高岡市、射水市、砺
波市及びその周辺

ビル等の施設設備の保守管
理、工場等の電気設備の保
さく井工事における現場作業、管理、
20-25
全、電気工事における作
点検業務（1年10ヶ月）
業、管理の職務を希望しま
す。
職業訓練を経て学んだこと
を実務を通して深めていき
たいと思ってます。

・製造オペレータ
・生産管理
・機械保全
・電気設計、配線
2016129

2016131

31

49

砺波市

小矢部市

砺波駅から車で30分
製造オペレータ、生産管理、
程度の範囲
機械保全の職務を希望しま
す。
電気設計や電気配線にも興
味があります。（職務経験な
し）

石動駅から通勤1.5
時間以内の範囲

18-

・普通自動車免許
・玉掛け技能講習修了
・小型移動式クレーン運転技能講習修了

・食品製造会社（4年）・・・製造オペレー
タ（充填機、包装機）、検品作業
・普通自動車免許
・織物製造会社（4年）・・・工程改善、生
・フォークリフト免許
産管理、製造オペレータ（織機、精練
機、スリット機）

・第三種電気主任技術
・工事担任者デジタル3種
・コンピュータハードウェア等のテストプ ・普通自動車免許
・電気設計
ログラム開発（2年）
・大型特殊免許一種
・自動化技術
・ドライバ/アプリケーション/診断シス ・実用英語技能検定（英検）2級
・電気設備保全
テム等の評価（6年）
・品質管理検定（ＱＣ検定）3級
・電気施設の管理
・ＲＡＩＤ装置等のシステム評価（3年） ・3Ｒ・低炭素社会検定
25-35 ・電源装置製造に関する生産技術[製 ・環境社会検定（eco検定）
電気設計、自動化技術に関
品不良解析業務含む]（3年）
・ＡｕｔｏＣＡＤ機械ＣＡＤ基礎 短期課程普通
する業務を希望します。
・環境ＩＳＯ、環境科学物質（ＲoＨＳ）立 職業訓練修了
電気設計・施設の保全・管
ち上げ・品質管理に関する業務（1.5
・エネルギー管理士電気分野（4科目中2科
理に関する業務を希望しま
年）
目合格）
す。
・製造ライン管理業務（8.5年）
・第一/第二種電気工事士（取得に向け訓練
中）
・応用情報処理技術者（受験結果待ち）

2/4

・資格取得に取り組んでいます。
・大学では電気を専攻していました。中退
してしまいましたが電気に興味があり、現
在電気工事士、第三種電気主任技術者
の取得に向けて勉強中です。

・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔｏ、ＪＷＣＡ
Ｄが使えます。
・工程改善、生産管理等の経験があり、Ｉ
ＳＯ9001にも関わっていました。
・職業訓練を通じて、有接点シーケンス回
路・配電盤製作、ＰＬＣプログラムの作
成、ＪＷＣＡＤによる設計図作成等の経験
があります。

・コンピュータ開発・評価等の経験を有し
ています。
・品質管理やＩＳＯ9001/ＩＳＯ14001に関す
る知識があります。
・電源装置の検査治具の作成、生産工程
の改善などの経験があります。
・新人等の教育、育成の経験がありま
す。
・資格取得に積極的に取組んでいます。
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求職者情報
電気保全技術科
訓練生番号 年齢

修了年月：平成29年2月
住所

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

・商品の配送、納入
・ビル等の電気設備保守
・電気工事施工管理
2016132

2016133

2016134

63

25

31

・小矢部市内
小矢部市 ・県西部地域（高岡
市以西）

・建設現場に於ける電気工事施工管理
（16年）
4トン未満車での配送、納入
15-18 ・配電盤、分電盤及び制御盤製造、販
業務
売会社での製造管理及び品質保証
ビル・工場等の電気設備全
（25年）
般に於ける維持管理及び保
守
電気工事全般の管理業務

・電気設計
・自動化技術
・電気設備保全
・氷見駅から通勤1時 ・電子機器組立
氷見市 間程度の範囲
・富山市以西
電子回路、電気機器の設計
の職務を希望します。
工場内設備の自動化・設備
保全の職務を希望します。

富山駅から車で30分
富山市
程度の範囲

・中型自動車運転免許
・第一種電気工事士
・1級電気工事施工管理技士
・2級配電制御システム検査技士
・非常用予備発電装置資格資格者認定
・刈払機取扱作業者安全衛生教育

アピールポイント

・当学科訓練により、シーケンス動作の習
得を行っています。
・過去の実務経験により、電気設備の保
守・施工管理は即日稼働できます。
・自動車免許取得後、無事故です。

16-

ソフトウェア開発メーカーでのプログラ
普通自動車運転免許
マ業務（2年）

・電気機器類、自動化技術に関して精力
的に学習しています。
・データベース、品質管理、生産管理に関
する知識があります。

19-

・製菓補助・調理
・接客販売
・製薬工場での機械オペレータ、検査
業務

・資格取得に積極的に取組んでいます。
・コミュニケーションを大切にし、迅速に報
告、連絡、相談を行います。

・電気設備保全
・配線・組立
・検査
・生産技術
訓練で学んだ知識、技術を
活かし、安定生産に貢献す
ることができればと考えま
す。

主たる免許・資格

3/4

・機械保全技能士3級
・普通自動車免許
・簿記検定3級
・英語検定2級
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求職者情報
電気保全技術科
訓練生番号 年齢

2016135

59

修了年月：平成29年2月
住所

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
・電気機械保全
・生産機械の操作オペレータ業務、生
・富山駅から通勤1時 ・建物施設の管理
産品種切替業務（10年）
間の範囲
・機械保全
・機械の保守保全業務（10年）
富山市 ・富山市、射水市、滑
18-20 ・部下指導管理業務（5年）
川市、立山町、上市 製造機械の保守管理の職
・介護業務（6年）
町及びその周辺
務を希望します。
・経理、人事事務業務（3年）
ビル等施設の保守管理の職
・サービス、営業業務（3年）
務を希望します。

・産業機械製造
・電気設備保全
・電気設計
・会計事務

2016136

37

・自動車の電装品の取付や車両整備
（8年）
富山市、滑川市、射
魚津市
18-20 ・税理士事務所での記帳代行、税理
水市及びその周辺
有接点シーケンス・プログラ
士・社労士補助業務（3年4ヶ月）
マブルコントローラを使った
・消防士（7年）
製造及び保全の職務を希望
します。

4/4

主たる免許・資格

アピールポイント

・普通自動車免許
・紡績運転技士精紡工程1級
・甲種防火管理講習
・日本商工会議所簿記検定2級
・京都私学振興会事務検定上級
・ホームヘルパー2級

・各種機械保全、整備、修理等の作業が
得意です。各種機械解体、移設の経験も
あります。
・新入社員育成の経験があります。
・環境ISOの社内監査員、部門書類作成
の経験があります。
・実務経験で得た機械保全・電気保全の
経験と、ポリテクセンター電気保全技術
科で学んだ知識で、機械故障も電気故障
にも対応できる保全マンを目指していま
す。

・第一種普通自動車免許
・第一種大型自動車免許
・危険物取扱者乙種第四類
・フォークリフト運転技能者
・自動車整備士（三級シャシ）
・日本商工会議所 簿記検定二級
・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ 上級（Ｗｏｒ
ｄ2000、Ｅｘｃｅｌ2000）

・現場職と事務職を経験してきましたの
で、どちらの業種にも適応できます。
・自動車整備士の経験があるため、機械
保全・整備・修理の他にカーオーディオの
取付など、電気・配線関係の経験もあり
ます。
・税理士事務所での経験により、日常的
な仕訳作業の他に、各種決算書による財
務分析もできます。

2016/11/29

