独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部

山形職業能力開発促進センター
愛称：ポリテクセンター山形

福祉住環境サービス科 （平成３０年１２月２７日修了予定

TEL. ０２３－６８６－２００９
FAX ０２３－６８６－２２２４

訓練期間：６ヶ月）

１ 高齢・障がい者に係る保健・福祉制度を理解し、福祉用具の活用や住宅改修による生活環境の改善提案ができる。
仕上がり像

２ 住宅図面の作成と福祉・介護関連に関連した住宅改修の施工等ができる。
№ 性別 年齢 住 所

最終学歴

1

山形市

普通自動車第一種運転免許（ＡＴ
大学（デ
限定）、測量士補、福祉用具専門 公共トイレ設計（4年半）、一般
ザイン工
相談員、平成30年二級建築士試 事務（1年半）
学部）
験受験（12月合格発表）

山形市

家族の形態に合わせて仕事に従事してきましたが、子供も手を離れ、今まで培った知識や学習している建築関
出版業に4年、海外旅行業に6年
専門学校 普通自動車第一種運転免許、大型
係の事務・福祉介護関係の事務を希望しています。エクセル・ワード・パワーポイント実務にて20年以上の経
半、一般事務、販売事務、製造
（服飾専 自動二輪免許、福祉用具専門相談
験があり問題なく操作可能です。また、現在ＪＷ－ＣＡＤを学習しています。時間外勤務可、宜しくお願い致
業品質保証事務、製造業購買管
門科） 員
します。
理事務に１９年従事
（就職希望地域：山形市、上山市）

天童市

普通自動車第一種運転免許、介護
これまで様々な職種に従事してきましたが、どれもフルタイムで欠勤等もほとんどせずに勤務してきました。
福祉士、福祉用具専門相談員、マ 製パン製造業として3店舗にて計
専門学校
全く異なる業種へのチャレンジも自分では柔軟に対応してきたと自負しています。また、今現在学んでいる
イクロソフトオフィススペシャリ 12年程、介護職員として早番か
（製菓）
事、得た知識を少しでも今後の仕事で活かせたらと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。
ストＥｘｃｅｌ２００７、Ｗｏｒ ら夜勤まで介護業務全般を5年弱
（就職希望地域：天童市、山形市、東根市、中山町、寒河江市）
ｄ２００７、調理師

新庄市

元気な挨拶と笑顔が取り柄です。趣味は、ウォーキング・読書。自立支援や社会復帰に力を入れている高齢者
大学（法 普通自動車第一種運転免許、介護 介護職として12年、建設関係に
介護施設を希望します。
学部） 福祉士、造園技能士2級
4年半
（就職希望地域：山形市、県外可（宮城、福島））

山形市

普通自動車第一種運転免許、福祉
専門学校
用具専門相談員、実務技能検定協 営業・経理事務、生損保事務、
（ＯＡ
会主催秘書技能検定3級、日本商 一般事務、東日本大震災支援ボ
キャリ
工会議所主催日本語文書処理検定 ランティアスタッフ、営業
ア）
3級

山形市

これまで培ってきた経験を活かしながら、また新たな職種にもチャレンジしたいと考えております。福祉住環
普通自動車第一種運転免許、普通 接客業5年、営業販売（衣料品、 境サービス科で習得した福祉用具や介護に関する基礎知識、リフォーム技術や建設ＣＡＤによる図面作成手法
高校（普
自動二輪免許、ホームヘルパー2 事務用品、ＯＡ機器、メーカー 等を活かせるよう、今後も必要な知識と技術を身に付けながら、関連企業に幅広く対応できるよう努力を重ね
通科）
級、福祉用具専門相談員
ラウンダー）14年
ていきたいと考えております。
（就職希望地域：山形市）

東根市

前職では調剤薬局に１８年間従事していました。現在ＣＡＤの訓練を受けており、新しい事を覚えるのは大変
普通自動車第一種運転免許、日商
経理事務を3年、調剤薬局にて受 な反面、楽しくやりがいもあり、しっかり身に付けたいと思います。これまで経験してきた事務系の仕事や、
短大（商 簿記検定3級、日商日本語文書処
付・入力・登録販売者業務・レ 学習しているＣＡＤの知識を活かした仕事を希望します。長く勤めさせていただける所に就業したいと考えて
経科） 理技能検定3級、登録販売者、福
セプト請求業務に18年従事
います。
祉用具専門相談員、書道副師範
（就職希望地域：村山地域）
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住宅、商業建築、公共建築等の建築設計職を希望致します。ＪＷ-ＣＡＤ、Ａｄｏｂｅ社製ソフトを使用できま
す。訓練では介護・福祉についても学び、様々な身体状況の方に対応する知識を身につけました。建築物の設
計を通して多くの方の生活や人生に関わり、街・社会に貢献したいと考えております。
（就職希望地域：山形市、天童市、中山町、山辺町、上山市）

事務職を中心に勤めてきましたが、今回福祉の知識を学ぶことができ、これからの職種に幅が広がりました。
学んだ知識や技術を活かせる仕事、それに関わるような職種につければと考えています。今まで経験してきた
ことも活かしながら更に自分自身の経験値を増やし、企業の戦力になれるような仕事をしていきたいと思って
おります。
（就職希望地域：山形市、天童市）

№ 性別 年齢 住 所

最終学歴

8

山形市

造園土木業の一般経理事務を十
普通自動車第一種運転免許、商業
数年（建設業決算変更届・給与
高校（商 簿記検定2級、建設業経理事務士
関係全般）、事務機販売会社に
業科） 2級、福祉用具専門相談員、危険
て用品の入荷・販売、石油販売
物取扱者乙種４類
会社事務

長い期間建設業の事務に従事し、給与や各種保険の手続き、公共書類の申請等を経験しました。また、事務用
品販売や他サービス業に10年程従事し、販売サービスの楽しさや難しさも経験しました。今回ＪＷ－ＣＡＤで
建築製図の基本操作を学び、これまでの職務経験と併せ、会社や自分の有益になるよう活用できればと思いま
す。
（就職希望地域：村山地域）

山形市

普通自動車第一種運転免許、福祉
短大（産 用具専門相談員、日本医療事務協
小売業、食品卸売業、医療など
業情報学 会保険請求事務技能検定合格、Ｍ
の事務として約14年従事
科）
ＯＳＷｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌスペ
シャリスト

現在、新しいことにチャレンジしたいと思い福祉住環境サービス科で福祉用具や介護に関する基礎知識を学
び、その上で必要とされるリフォーム技術や建築ＣＡＤによる図面作成手法を受講しています。前職までの経
験と、今回の訓練を活かした仕事を希望します。
（就職希望地域：山形市）

上山市

普通自動車第一種運転免許、、マ
イクロソフトオフィススペシャリ
大学（芸
ストＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ２００ 販売接客、事務、学芸員業務等
術学部）
７、学芸員、メンタルケアカウン
セラー、福祉用具専門相談員

高齢化社会が深刻化する中、自身が骨を埋めたいと強く切望するような経営理念の下で働きたいと思っており
ます。模索してばかりだった人生においての主軸を得て、生き甲斐とし、社会に貢献したいです。未経験の分
野にも今までの経験を活かして意欲的に取り組みます。粉骨砕身で努める所存です。宜しくお願い致します。
（就職希望地域：村山地域）

山形市

大学（教 普通自動車第一種運転免許、大型
製造業に１５年、サービス業に
育学部） 自動車第一種免許、大型特殊自動
２０年従事
中退
車第一種運転免許、調理師

調理の経験が長いので、調理に関わる仕事を希望します。また、福祉住環境サービス科で学んでいる介護福祉
関連の仕事にも挑戦してみたいと思います。
（就職希望地域：山形市）

山形市

一級建築施工管理技士、一級電気
高校（建 工事施工管理技士、一級管工事施
建築に関する業務全般
築科） 工管理技士、建築設備士、監理技
術者、ボイラー技士

これまでの職務経歴から、建築関連の仕事をしたいと思います。これまでのパソコン歴は次の通りです。ワー
ド・エクセル・アクセス・パワーポイント・３Ｄマイホームデザイナー・イラストレーター・フォトショッ
プ・コストメンズ・見積当番・オートキャド・ＪＷキャド等です。
（就職希望地域：山形市）

山辺町

普通自動車第一種運転免許、建設
高校（園 業経理士2級、マイクロソフトオ
芸工学 フィススペシャリストＥｘｃｅｌ
科）
２００３、Ｗｏｒｄ２００３、福
祉用具専門相談員

建設業事務職に約８年間、食品
製造・販売の会社の事務職に約
１年半、歯科助手・結婚式場で
の接客の仕事に約６年間

私は、建設業経理士の資格を取得し、約８年間建設業の事務職に従事していました。前職ではＥxcel，
Word，Accessを使用し文書作成やデータ管理を行っていました。今回、福祉住環境サービス科で学んだＣＡ
Ｄと、これまでの経験を活かして建設業の事務職に就きたいと考えています。
（就職希望地域：山形市）

農業、自動車学校教習指導員、
道路除雪、バス運転手、軽油配
送、キッチンスタッフ、ビル警
備

私は、長年家業の農業と様々なアルバイトを経験してきました。アルバイトでは運転関係の職が多く、それに
準じた職種を希望します。また、福祉住環境サービス科で学んだ介護関係にも興味があります。
（就職希望地域：最上地域、村山市、東根市）
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14

男

56

新庄市

大型自動車第二種運転免許、大型
特殊自動車第一種免許、危険物取
高校（農 扱者乙種４類、二級ボイラー技
業科） 士、車両系建設機械、フォークリ
フト、自動車習熟指導員、福祉用
具専門相談員

15

女

59

山形市

高校（普
普通自動車第一種運転免許
通科）

青果仲卸業販売に３２年間従事

遅刻などせず、真面目に働くだけが取り柄です。
（就職希望地域：山形市）

山形市

普通自動車第一種運転免許、大型
自動車第一種運転免許、アーク溶
大学（工
接特別教育修了、フォークリフト
学部）
運転技能、小型移動式クレーン運
転技能、玉掛技能講習修了証

主に２次元ＣＡＤを使用し音響
機器の機構設計に２０年従事し
周辺業務に５年従事、計量機器
メーカーにて計量機器の構造体
製造に２年弱従事

疾病により若干の麻痺が残った為、事務的業務を希望しますが,業種にこだわりはありません。職能の幅を広げ
るため、福祉用具相談員の資格を取得しました。また、現在はこれまでのＣＡＤの技能を活かせる様に建築Ｃ
ＡＤ製図を学んでいます。住宅改修の概要等も学んでいますので、福祉関連あるいは建築事務等の業務に役立
つものと思います。
（就職希望地域：山形市）
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