求職者情報
電気保全技術科
訓練生番号 年齢

2017112

60

修了年月：平成30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

・普通自動車免許
・大型自動二輪免許
・第一種電気工事士免許
・高圧ガス製造責任者免状（乙種化学、丙
種化学）
・建物施設管理
・二級ボイラー技士
あいの風富山鉄道福 ・倉庫内作業
・製造業の運転オペレータ、保守保全 ・第三種冷凍機械
岡駅より通勤30分～
（42年）
・危険物乙種（4類、1類、6類）
高岡市 1時間以内の範囲
建物施設の保守点検管理 10-15
・半導体原料の新規工場の立ち上げを ・化学設備関係第一種圧力容器主任者
（高岡市、小矢部市、 倉庫内をフォークリフトで入
経験し、中心として従事（15年）
・特化則
砺波市）
出庫管理の職務を希望しま
・酸欠主任者
す。
・有機溶剤作業主任者
・フォークリフト
・玉掛
・危険予知活動研修
・職長教育講習

・電気設備保全
・事務
・シーケンス制御

2017114

55

主たる免許・資格

・飲食店（接客、調理）（4年5ヶ月）
・高岡駅から通勤1時
・運送会社運転手（14年）
間30分の範囲
高岡市
工場内、電気設備保全の職 15-25 ・海上自衛隊（7ヶ月）
・高岡市、射水市、氷
務を希望します。
・警備会社（11ヶ月）
見市及びその周辺
事務の職務を希望します。
・清掃会社（14年）
警報機器設置に伴う配線工
事も希望します。

・大型、中型自動車免許
・フォークリフト運転技能者
・車両系建設機械（整地等）運転
・ガス溶接技能講習修了
・アーク溶接等特別教育
・自由研削用砥石取替等特別教育

アピールポイント

工場の生産、労務管理をし特に安全には
注意し、ケガのないよう危険予知等実施
で災害ゼロできました。

・資格取得に積極的に取組んでいます。
・第二種電気工事士を目指して勉強中で
す。

①電気保全業務
②セールスエンジニア
③工場電気保全業務
④営業、製造業経験を活か
した人材派遣会社による労
務管理等

2017115
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・営業配送を通して人とのコミュニケー
ション能力が身に付きました。常にお客
様の立場に立ちお客様の声を真摯に受
・大型一種自動車運転免許
け止め大きな信頼を得ることができまし
・平成17年4月～平成21年12月：農業 ・フォークリフト運転技能者
た。
①ビル、施設の配電盤保全
業務、店舗販売業務、配送、営業業務 ・乙四類危険物取扱者免状
富山県射水市、砺波
・アルミ会社では、何千度にもなる火の前
高岡市
業務
24-32 ・平成21年12月～平成29年5月：アルミ ・全国商業高等学校協会主催ワープロ実務
市、高岡市
での力仕事でした。どんな時も冷静に丁
②お客様のマシンのメンテ
合金熔解工、生産施設保全、危険物 検定2級
寧な仕事を心がけ、安全意識はもちろ
ナンス保全
管理
・全国商業高等学校協会主催コンピュータ
ん、より良い製品づくりに心がけてきまし
③生産工場の生産施設の
技能検定2級
た。そうする中で忍耐力、精神力、体力が
電気保全業務
養われ、どんな激務でも耐え抜く力が身
④民間の就職斡旋会社にて
に付きました。
事業者、求職者お互い納得
が得られる人材、仕事の提
案、労務者管理

1/3

2017/12/25

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30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
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主たる免許・資格

アピールポイント

①工作機械
②産業機械
③半導体製造装置
④工場設備保全

2017116

2017118

46

64

砺波市 富山県、石川県

南砺市

南砺市、砺波市、小
矢部市

・自動車関連全般をトータルに経験し知
識・技術を身に付け、入社後3年で某自
・[自動車関連] 新車中古車販売営
動車メーカー販売台数中部ブロック（7県）
業・点検・整備・修理・改造・査定・保険
1位、全国7位の実績あり。
（10+10年）
・普通自動車免許
①・②・③に於ける製造・組
・異業種では遊戯業（パチンコ店）店長実
・[遊戯業]接客・マネージメント・店舗責 ・[技能講習]高所作業車・フォークリフト・床
立・静的精度調整・動的精
績あり。
任者（3.5年）
上操作式クレーン・玉掛け
度調整・点検・整備・修理・
・工作機業界では数多くのメーカーで汎
・[製造業関連]多数の工作機メーカー ・[特別教育]低圧電気取扱・高所・感電
改造（汎用旋盤・ＮＣ旋盤・フ 40-50
用機はじめマシニングセンタ、超精密加
の製品を自社構内にてＯＥＭ生産・構 ・[国家資格]2級ガソリンエンジン自動車整
ライス盤・研削盤・マシニン
工機から大型加工機までキサゲにて摺
内請負・自動車メーカー他エンドユー 備士・2級ジーゼルエンジン自動車整備士・2
グセンタ・研磨機・バンドソー
合せによる精度調整・組立～完了まで一
ザーに多種多様な設備機を新規製造・ 級小型船舶操縦士
その他多機種）
貫しての業務が可能 ＯＥＭ・構内請負・
納入・立上げ・調整・連動確認・テスト ・[その他]自動車査定士・普通保険代理店
④に於ける設備機の保守・
国内海外出張工事・調達・営業・人材育
加工・最終検査・引渡完了・検収まで
点検・整備・修理・改善・改
成など数多くの業務に従事。
一連の業務・国内外出張・営業（12年）
造
・発見・創意・工夫・挑戦を心掛け業務に
上記事業に於けるマネージ
励んで来ました。
メント業務
・設備機械の保守
・建物施設の管理
・自動化技術
20-25 マシニングセンタの組立、据付（25年）
設備機械の管理、保全
機械制御の効率化、堅実性
の向上

・自動化技術
・電気設備保全
・設備機械の保守・管理
・住宅電気設備工

2017119
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富山市中心部から車
両通勤1時間の範囲
富山市
（富山市、射水市、高
岡市及びその周辺）

製造工場の生産設備の自
動化システムの構築、保
守、運用
人間生活の基盤となる「住」
分野の電気設備機器の施
工、保守、点検
「住宅」については、より快
適な生活環境を確保するた
めユーティリティーがますま
す充実していくのは明らかで
あり、そのベースは住宅の
電脳化にあるものと考えて
いる。

20-

製紙製造、販売業
・研究業務～実機印刷機の操作、印刷
用紙の印刷適性評価、印刷技術なら
びにテーブル評価（14年）
印刷用紙品質設計（印刷適性向上、用
途適性）の最適化（1.5年）
・管理・営業業務～印刷用紙販売営業
（卸商、印刷直需、出版社）、販売管
理、新製品開発、最適生産体制構築
（17年）
印刷・加工業
・会社経営（7年）
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・大型自動車免許
・玉掛技能者

海外の生活経験3年

・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
修了（平成15年9月）
・安全管理者選任時教育修了（平成18年8
月）
・乾燥設備作業主任者教育修了（昭和53
年）
・中型自動車免許

・強みは原理・原則・現場・現物・現実の5
ゲン主義の考動、現場観察力、洞察力で
あり、その基礎はＰＤＣＡ能力にあると考
えている。
・会社経営、研究組織の管理、とりまと
め、特に安全・環境・コンプライアンスに
ついて実践的な知識ならびに運用の肝を
身に付けることができた。
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・営業全般
2017121

63

中新川郡

立山町から滑川市、
富山市
新規先開拓からルート営業
まで

-20

主たる職務経験

主たる免許・資格

・昭和48年～平成3年 銀行勤務（預
金、融資）
・普通自動車免許
・平成3年～平成8年 商社勤務（営業）
・大型二輪免許
・平成8年～ 薬品会社勤務（営業、総
務）
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アピールポイント

・営業経験は豊富です。
・ルート営業から新規営業まで頑張りま
す。
・電気保全技術科でシーケンサを使った
自動機械を勉強しました。
・機械の売り込みが出来ます。
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