
8月22日発行号 ２０２２年（９月修了生）

求 職 情 報
事業主

の皆様

受講生が技能・技術を活かせる職場を

求めています。

ご採用をお考えの際は、ぜひよろしく

お願いいたします。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
北海道支部 北海道職業能力開発促進センター
旭川訓練センター

ポリテクセンタ－旭川
◆お問い合わせ

訓練課：就職支援アドバイザーまで

〒079-8418 旭川市永山８条２０丁目３番１号

電 話 ０１６６－４８－２３２７

Ｆ Ａ Ｘ ０１６６－４７－８０４３

Ｕ Ｒ Ｌ http://www3.jeed.go.jp/asahikawa/poly/

Ｐ３～Ｐ4 Ｐ5～P8

Ｐ9～Ｐ１2 Ｐ１3～Ｐ１7



事業主のみなさまへ 

ポリテクセンター旭川では、求職者の方々の就職を支援するため、地域企業様のニーズに即した職業訓練を行な

っており、修了生は様々な事業所に就職し、活躍しております。 

現場に即した訓練は即戦力として活かされ、採用された企業様からは高く評価していただいており、おかげ様で

採用のリピーターになられる企業様も多数いらっしゃいます。 

この『求職情報』は、９月修了予定の受講生のプロフィールをまとめたものです。 

採用をご検討中で、貴社のニーズにマッチする人材がおりましたらぜひともご指名を賜りますようお願い申し上

げます。ご指名から採否決定までの手続きにつきましては、次ページをご参照ください。 

なお、当センターでは､機械加工技術科で実施されている企業実習（約２０日間）の受入れ企業を募集しています。

求人をされている企業にとっては、人材発掘のチャンスとして活用していただくことができ、採用に繋がる可能性

もあります。求職者の職業的自立を推進する企業実習の受入れについて、是非ご検討下さいますようお願い申し上

げます。詳細はお伺いさせて頂き、ご説明いたしますので、ご連絡をお待ちしております。 
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求人のお申込み方法 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

    
 

ＴＥＬ 
0166－48－2327 

各ページの受講生「番号」欄よりご指名の受講生をお知らせください。就職済・

未就職を確認してお伝えします。 

★注★ ご連絡いただいた時点で、既に就職先が決定（内定）している場合もありますので、ご了承ください。 

１ 面接を希望される人材が決まりましたら、まず当センター就職支援アドバイザーまでお電話ください。 

２ 未就職の場合、当人に応募諾否を確認しますので、

求人票をＦＡＸしてください。 

ご利用いただける求人票 

・当センターの求人申込書（郵送書類に添付） 

・公共職業安定所お届け済みの求人票の紹介期限日以内のもの 

ＦＡＸ 

0166－47－8043 

３ 当人に確認した結果を、当センターから電話でご連絡します。 

★おことわり★ 本人の考えにより、面接応募をお断りすることもありますので、あらかじめご了承願います 

面接を 

お受けする

場合 

面接後 

当人の氏名などをご案内します。 

その際、①面接日時②書類提出方法のご指

定をお伺いし、当人に申し伝えます。 

なお、先に履歴書の提出が必要な場合は、

その旨お伝えください。 

 

 

 

 

採否の結果をまず当センター 就職支援アドバ

イザーまでお知らせください。アドバイザーより

当人に伝えます。採用の場合の諾否は当人より

連絡いたします。 

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願い申

し上げます。 

 
    

 

 

ポリテクセンター旭川では、ホームページにおきましても 

最新の人材情報を掲載しております。 

http://www3.jeed.go.jp/asahikawa/poly/から 
事業主の皆様へ→人材情報 をクリック 

 

訓 練 課 
就職支援アドバイザー 
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シ ス テ ム 名 訓　　　練　　　内　　　容

機械工作基本 工作法の概要と測定作業、ボール盤作業に関する技能と知識を習得します。

普通旋盤作業
普通旋盤の操作及び加工準備と各切削加工作業ができる専門的な技能及び関連知識を習得
します。

機械加工課題
フライス盤の操作及び加工準備と各切削加工作業ができる専門的な技能及び関連知識を習
得します。

溶接加工技術
ガス溶接・切断作業・被覆アーク溶接、炭酸ガスアーク溶接に従事するための技能及び関
連知識を習得します。

構造物運搬作業 運搬時に必要な玉掛、クレーン、フォークリフトについて基本作業を習得します。

企　業　実　習
工場等において、実際の生産現場を経験することにより、製造に関する業務知識を習得し
ます。

機械加工技術科
● 各種工作機械の操作や溶接に関する技術・技能及び知識を習得します。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

女

52

旭川市

男

41

旭川市

企
業
実
習
の
た
め

、
９
月
１
４
日
か
ら
の
連
絡
と
な
り
ま
す

。

学校卒業後、飲食業で調理・接客の仕事に２２年６ヵ月就労してきました。常に学ぶ姿勢を忘れず、コ
ツコツと真面目に業務をこなし覚えてきました。仕事を通じて幅広い年齢層の方々と接してきたため、
コミュニケーションや現場での協力体制・協調力の重要性を実感しています。継続するための体力づ
くりも大事であり健康管理にも努めています。機械加工技術科で新たな資格取得を目指し未経験職
種にも挑戦したいと考えています。自分の強みである継続力・向学心を持って努力を怠らず企業に貢
献出来るよう頑張ります。

機械加工技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

1 旭川市 幅広く
１５万円以上
正社員以外可

普通自動車第一種運転免許（８ｔ
限定中型）、玉掛け技能講習、ガ
ス溶接技能講習、自由研削とい
し特別教育、クレーン運転特別
教育、アーク溶接特別教育、
フォークリフト運転技能講習、小
型移動式クレーン運転技能講習

仕分け作業　８年８ヵ月
製品検査　８ヵ月
製造作業・組立・点検　４年５ヵ月

機械の操作が好きで、これまで様々な仕事に就いてきましたが、すぐに覚える事が出来、新しい仕事
を任されることも多く細かい作業も苦ではありませんでした。達成感や充実感を味わいながら楽しく出
来たと思っています。今後も「ものづくり」に携わりたいと機械加工技術科で基礎知識や技術を学び資
格取得を目指しました。これまでの経験を活かしながら、新たな資格での経験を更に積みながら企業
に貢献できるよう頑張りたいと考えています。

旭川市 幅広く
２０万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許（８ｔ
限定中型）、玉掛け技能講習、ガ
ス溶接技能講習、自由研削とい
し特別教育、クレーン運転特別
教育、アーク溶接特別教育、
フォークリフト運転技能講習、小
型移動式クレーン運転技能講習

調理・接客　２２年６ヵ月2
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シ ス テ ム 名 訓　　　練　　　内　　　容

電気設備工事(低圧)
住宅などの電気設備工事で使用する法規や基本作業、実際の施工方法や施工技術を習得し
ます。

電気設備工事(高圧)
ビルやデパートなどの大型施設にある高圧用電気設備の工事に関する器具の使用方法およ
び法規を習得します。

通信設備工事（LAN） インターネット等に使われているLAN配線に必要な工事の基本的な施工技術を習得します。

消 防 設 備 工 事
火災が発生したときに警報を鳴らす自動火災報知機について法規、施工方法、施工技術を
習得します。

シーケンス制御技術
工場の生産ラインやエレベータに使用される機械制御の配線方法や機器の使用を習得しま
す。また、制御用コンピュータ（ＰＬＣ）を用いた制御方法についても習得します。

情報活用・ＣＡＤ活用
技 術

パソコンを使用した見積書、申請書類およびＪＷ－ＣＡＤを利用して設備図などの図面作
成を習得します。

電気設備技術科
● 一般住宅、ビルなどの建築物で電気を安定して供給するために必要な配線を施工する電気設備工事、工場などの
　 生産ラインやエレベータなどを動作させるシーケンス制御に関する知識及び技能・技術を基礎から習得します。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

男

54

旭川市

男

45

旭川市

男

28

旭川市

男

57

上川郡

電気設備技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

1

普通自動車第一種運転免許（８t
限定中型）、第一種衛生管理
者、墜落制止用器具特別教育、
低圧電気取扱業務特別教育

第二種電気工事士　取得見込

総務・経理・労務　１２年８ヵ月
生産管理　６年７ヵ月

直近の会社において全く機械化・自動化が叶わなかった要素に、社長をはじめ第一線で携わる担当
者に至るまで丁寧に意向を聴取した上で、協力業者にアイディアを含めて依頼し,実現性を中長期的
に検討して頂きプロジェクトとして社長に上申しました。進めていく上で国の助成金申請のために全て
を取りまとめ、機械を運用した結果、農林水産省の革新的技術活用実証事業における優秀事例とし
て取り上げられるに至りました。無機質で機械的な作業に留まらず、関連する方々と目を合わせた現
場・現実主義を信条とし、課題・問題点の改善に努め、共に歩みを進める事を心掛け企業に貢献して
いきたいと考えております。

2 旭川市 施設管理
１５万円以上
正社員以外

普通自動車第一種運転免許（８ｔ限
定中型）、２級ボイラー技士、玉掛け
技能講習、ガス溶接技能講習、危
険物取扱者乙種第４類、低圧電気
取扱業務特別教育、墜落制止用器
具特別教育、床上操作式クレーン
運転技能講習

第二種電気工事士　取得見込

ボイラ-・警備　６年１１ヵ月
管理業務　２７年

3 旭川市
総務

生産管理
３０万円以上
正社員

4 旭川市 営業職
２０万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許（５ｔ
限定準中型）、日商簿記３級、
CS試験ワープロ部門３級、CS試
験表計算部門２級、墜落制止用
器具特別教育、低圧電気取扱業
務特別教育

第二種電気工事士　取得見込

5
旭川市

及び近郊
施設管理

２０万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許（８ｔ
限定準中型）、危険物取扱者乙
種第４類、２級ボイラー技士、第
二種電気工事士、墜落制止用器
具特別教育、低圧電気取扱業務
特別教育、日商簿記２級
　

消防設備士（甲種第４類）　取得見込

販売　９年１１ヵ月
経理事務　１９年７ヵ月
製造　８年４ヵ月

ＩＴ関連　１年１０ヵ月
オペレータ　２年４ヵ月
設備現場作業員　３ヵ月

これまで木材・金属の加工・電話オペレータ・サーバーの保守業務を経験し、それぞれの現場で先輩
方の技術を見て聞いて実践してきました。経験を重ねながらも常に反省点や課題を洗い出しスキル
アップに努めました。周囲の方々とのコミュニケーションを忘れずに業務を円滑に且つ迅速に進めるこ
とを心掛け、向上心や行動力が身に付いたと思っています。仕事を通じて自分自身が成長していきた
いと考えており、将来的には教育などの育成にも携わり、企業に貢献していきたいと思います。

製造工場では北海道ではあまり聞かないプリント配線板の加工の職を経験し、観光地施設では経理
事務職の傍ら設備保全補助のための資格取得にも励みボイラー運転等の業務や販売も経験してき
ました。改めて基礎知識と技術の確認と新たな学びのため入所し、資格取得にも努めました。これま
での経験を活かし、幅広い年齢層の方々とのコミュニケーションを通じ、共に成長しながら企業に貢献
していきたいと考えております。

私は高校卒業後２７年間のプラント関連設備の制御装置関連メンテナンス業務を行い、Uターン後は
入浴設備のボイラー運転・設備保全・警備業務を約６年間行ってまいりました。これらの業務で様々な
設備の知見を広めたこと、設備管理業務においては小規模設備の管理と簡単な補修と接客等につい
ての経験を積んできました。今回は病気のため一時的にキャリアを中断しましたが、これを機会に改
めて電気工事士等の資格を取得し、併せてここで学んだ知識を活かして企業に貢献していきたいと考
えています。尚、現在は病気の経過観察のため自動車運転はしておりませんが、経過良好のため１
年後には可能予定です。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

男

22

旭川市

男

48

旭川市

男

53

深川市

前職では商品企画・商品開発・営業・発注管理・生産管理・パッケージデザイン・出荷対応と幅広く業
務に携わってきました。蓄積した経験や知識を応用しクライアントと共に一緒に考えていく事で信頼関
係を築いてきました。得た信頼を維持するため自身の出来る事を広く増やすことに努め、常に冷静且
つ穏やかに正直な対応を心掛けております。新たな生活拠点として北海道に移住し、現在電気設備
技術科で新たな知識と技術の習得に励み、第１種電気工事士の取得を目指します。これまでの経験
と学んだ技術を活かし、新たに出会う方々に喜んでいただける様に努めてまいります。

10
旭川市

及び近郊

電気工事士

含む
幅広く

２５万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許
（AT限定）、大型自動二輪免許、
低圧電気取扱業務特別教育

第二種電気工事士　取得見込

生産発注管理
商品企画開発　　２７年１１ヵ月
営業

9

8

7 旭川市 電気関連
２２万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許（５t
限定準中型）、大型特殊自動車
免許、墜落制止用器具特別教
育、調理師、低圧電気取扱業務
特別教育

第二種電気工事士　取得見込

自営（飲食業）　２２年
調理　９年
設備作業員　１年

以前はサービス業で飲食店の調理・経営に携わってきました。人員の適材適所、人員配置、集客や
売上の向上を常に考え働いてきました。現在は廃業し、以前から興味があり店舗経営でも密に関わる
電気関連について学びたいと考えポリテクセンターの電気設備技術科に入所し、電気工事の基礎知
識、器具・配線の扱い方法、設備の仕組み、技術の習得、摸擬棟での器具取付、配線と第二種電気
工事士に向けた実技課題に取り組んでいます。改めて学ぶ楽しさを味わいながら資格取得に向けて
励んでいます。経験で得た強みと学んだ知識・技術を活かし頑張りたいと思っております。

電気設備技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

6 旭川市 電気工事士
１８万円以上
正社員

初級CAD検定、墜落制止用器具
特別教育、低圧電気取扱業務特
別教育

普通自動車第一種運転免許　取得見込

第二種電気工事士　取得見込

測量・防災補助　３年

共感力を常に意識し、「なぜ、このような考えにいたったのだろう」「どのような状況や心理状態だった
のだろう」と考えながら聴くことにより、相手の考えや意見を尊重し信頼関係が高まると考えています。
中学から高校とバスケットボール部に所属し、先発メンバーとして出場しており体力では誰にも負けな
い自信があります。電気工事の基礎知識や技術、通信設備・防災設備についても学び、生活を支え
る専門職として企業や社会に貢献できるよう頑張りたいと考えています。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

電気設備技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

11
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シ ス テ ム 名 訓　　　練　　　内　　　容

給排水衛生設備
管　 理　 作　 業

　給排水設備の各種配管接合に関する知識及び技能を習得します。

ビル管理基礎作業 　ビル管理業務の知識、ビルクリーニングの基本作業を習得します。

ボイラー取扱い作業 　各種ボイラの構造や取扱い及び関係法令に関する知識を習得します。

危 険 物 取 扱 い 　乙四類危険物の性質と消火法を習得します。

電気配線工事作業 　電気器具の結線方法や各種配線などに関する技能及び関連知識を習得します。

電気設備保全作業 　シーケンスによる自動制御に関する基本的な知識及び回路の作成方法を習得します。

防災設備管理作業 　スプリンクラー・屋内消火栓・低圧電気に関する知識及び構造、取扱いを習得します。

溶 接 加 工 技 術 　ガス溶接作業やアーク溶接作業に関する知識及び溶接方法を習得します。

ビル管理技術科
● 建築物の給排水衛生設備及び電気設備などの構成構造を理解し、各種管接合や電気配線の結線に関する技能及び
　 関連知識を習得します。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

男

26

上川郡

男

25

旭川市

男

42

旭川市

男

68

旭川市

ビル管理技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

1

普通自動車第一種運転免許、ガ
ス溶接技能講習、アーク溶接特
別教育

２級ボイラー技士　取得見込
危険物取扱者乙種第４類　取得見込

消防設備士　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

設備取付・点検　２年６ヵ月
製造作業　１年３ヵ月
接客・販売　２年２ヵ月

高校卒業後から、接客・販売や製造作業員、設備の取付けや点検の業務を経験してきました。一から
しっかりと基礎知識を学び技術を習得したいと思い、ビル管理技術科に入所し資格取得にも挑戦して
います。人々の生活を支える職種に就いて、これから経験を積みながら技術の向上に努め、経験とい
う財産を増やしながら企業や社会に貢献出来るようになりたいと考えています。

2 旭川市 施設管理
１５万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、ガ
ス溶接技能講習、アーク溶接特
別教育、危険物取扱者乙種第４
類

低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

２級ボイラー技士　取得見込

製造作業　４年２ヵ月
公務　２年

3 旭川市 幅広く
２０万円以上
正社員

4 旭川市 幅広く
２０万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、ガ
ス溶接技能講習、アーク溶接特
別教育

２級ボイラー技士　取得見込
第二種電気工事士　取得見込
消防設備士　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込
フォークリフト運転技能講習　取得見込
危険物取扱者乙種第４類　取得見込

5 旭川市 施設管理
１５万円以上
正社員以外可

普通自動車第一種運転免許、２
級建築施工管理技士（躯体）、２
級土木施工管理技士、２級ＦＰ技
能士、増改築相談員、ガス溶接
技能講習、アーク溶接特別教育

２級ボイラー技士　取得見込
第二種電気工事士　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込
マンションリフォームマネージャー　取得見込

営業・経営　５０年

配送　１年
事務（審査）　３年１０ヵ月
接客・販売　１３年１ヵ月

私は前職で配達業務に携わっていました。趣味が体を鍛えることなので、体力的には不安もなく自信
がありましたが、様々な業種の方々と接し、専門的な分野の資格を取得したいと考え、現在ビル管理
技術科で訓練を受講しています。配管・電気・ビルクリーニング・空調防災設備の基礎知識と技術を
学び、就職に対する視野が広がったと感じています。未経験職種への挑戦ですが、これまでの経験と
学んだ技術を活かし、企業の役に立てるよう努力していきたいと思っています。

私は高校卒業以来、会社生活を１社で働き終える事ができました。人生１００年という言葉があるよう
に、勉強し就職を目指したいとポリテクセンターのビル管理技術科で学んでいます。母親の教育は、
「人生において人に後ろ指をさされるな」と、言い続けられました。過去の仕事としては、自分では考え
られないような大きな金額を販売、請負工事を経験しました。お客様も個性があり知識も豊富でした
ので、少しでも応えられるよう真摯に受け止め誠意ある対応に努めてきました。経験と観察力・コミュ
ニケーション能力・接客力を充分に活かし今後も社会に貢献していきたいです。

前職では、食品の製造作業員として働いていましたが、わからない事ばかりではありましたが、ひとつ
ひとつ確認しながら積極的に内容を聞き、進めてきました。今はポリテクセンターのビル管理技術科
で生活に欠かせない水・電気・暖房・空調などを管理する知識と技術を学んでいます。自分の長所は
「やる気」です。まだまだ積極性が足りない所が多いですが、一日も早く仕事を覚えるよう努力し、経
験しながら頑張ります。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

男

48

上川郡

男

58

旭川市

男

40

旭川市

男

65

旭川市

ビル管理技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

6

普通自動車第一種運転免許（８ｔ
限定中型）、玉掛け技能講習、ガ
ス溶接技能講習、クレーン運転
特別教育、アーク溶接特別教
育、自由研削といし特別教育

２級ボイラー技士　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

製造作業　２２年４ヵ月
接客　６年４ヵ月
集配　９年９ヵ月

私はこれまで、木工・鉄工・コンクリート等の製造業に長く就いてまいりました。新しい事にチャレンジ
しようとホテルでの接客も学びました。貴重な経験が出来、自分だけでなく周りの方々にも支えられ勤
める事ができたと感じており、今後の働き方を考えた時、経験を活かしながら施設管理の仕事にチャ
レンジしようとビル管理技術科で設備やボイラー等のライフラインを管理する知識と技術を学んでおり
ます。電気工事士や危険物、ボイラー資格を取得し、新たな職場でも社員の皆様から学び一生懸命
に取り組んでいきます。

7
旭川市

及び近郊

消防設備士
設備管理

機械メンテナンス

２０万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、第二
種電気工事士、ガス溶接技能講
習、アーク溶接特別教育、危険物取
扱者乙種第４類

低圧電気取扱業務特別教育　取得見込
消防設備士乙種第４類・乙種第６類　取得見込

機械メンテナンス　２９年６ヵ月

8 旭川市 施設管理
２０万円以上
正社員

9 旭川市 施設管理
１８万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許（８ｔ
限定中型）、ガス溶接技能講習、
アーク溶接特別教育

２級ボイラー技士　取得見込
大型特殊運転免許　取得見込
危険物取扱者乙種第４類　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

10 旭川市
施設管理
警備関連

１０万円以上
正社員以外

普通自動車第一種運転免許（８ｔ限
定中型）、ガス溶接技能講習、アー
ク溶接特別教育、英語検定３級、Ｅ
ｘｃｅｌ表計算処理技能認定２級、Ｗｏ
ｒｄ文書処理技能認定２級

第二種電気工事士　取得見込
２級ボイラー技士　取得見込
危険物取扱者乙種第４類　取得見込

庶務・警備・案内　１８年８ヵ月
機械メンテナンス　１２年５ヵ月
プログラマー　８年１ヵ月

運送　４年１ヵ月
販売・接客　５年２ヵ月

前職は運送会社に勤めており、約３年半の間、主に新聞や広告チラシ、雑貨などを市内や道北方面
へ運んでいました。荷物を指定された時間内に正確に届けることの難しさや、取引先とのコミュニケー
ションの大切さを学ぶことが出来たと思っています。誰とでも分け隔てなく話すことができたり、仕事の
丁寧さや正確さを評価されたこともあり自信やモチベーションに繋がりました。家族も増え、ライフライ
ンの重要性を実感し転職を決意したためビル管理技術科で学んでいます。新たな職種に挑戦し努力
を重ねて信頼される社員を目指したいと考えています。

これまでの経験から接客では相手に対してわかりやすく親切丁寧に、メンテナンス・プログラマ-では
慎重に手を抜かず几帳面に業務を行ってきました。自分から積極的に話すことが苦手ですが、打ち解
けると周りの方々と話し合いながら協調・協力し丁寧に且つ迅速に行うことができました。現在ポリテ
クセンターで幅広い年齢層の受講生の一人として、未経験の技術の習得と資格取得に向けて頑張っ
ています。経験を社会に還元しながら、感謝の気持ちを持って更に学びを深めていきたいと思いま
す。

私は約２９年間、家電メーカーの修理部門にて主に保守メンテナンスの業務に取り組んでまいりまし
た。修理に必要な知識や技術の向上はもちろんですが、お客様対応にも力を入れてきました。その他
エアコン・アンテナ・監視システムの取り付け工事等にも従事してきました。また、管理職として予算等
の目標管理を行い施策の立案実行、人材育成にも取り組みました。今後は、これまでの経験を活か
しながら新しい分野にも挑戦し、社会に貢献していきたいと考え、ポリテクセンターで学びながら資格
取得に励んでおります。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

男

28

旭川市

男

63

旭川市

男

64

旭川市

これまでの業務において人と関わる事が多く、丁寧でわかりやすい説明が必要だったためコミュニ
ケーション能力が身に付きました。日頃から話しやすい雰囲気を心掛け、仕事においては報告や連絡
の徹底で協調性を重要視してきました。現在ビル管理技術科で、生活に密着した設備を管理する知
識と技術を学んでいます。資格取得にも挑戦し、習得した事を活用できるよう意欲的に今後の職業人
生に取り入れ、社会に貢献したいと考えています。

14 旭川市
機械設備
メンテナンス
営繕業務

１５万円以上
正社員以外可

普通自動車第一種運転免許（８ｔ
限定中型）、１級土木施工管理
技士、玉掛け技能講習、ガス溶
接技能講習、小型移動式クレー
ン運転技能講習、アーク溶接特
別教育、危険物取扱者乙種第４
類

２級ボイラー技士　取得見込

鉄工業　４３年９ヵ月

これまで長く鉄工業での機械製造・修理・検査・設置・メンテナンス・管理業務や付随する製図作業を
含め一連の業務に携わってきました。現場代理人として、お客様や下請け業者の方々との対応や施
工管理書、取扱説明書の作成も経験し基本的な書類作成も心配ありません。今回ポリテクセンターで
新たに知識や技術を習得し、経験を活かして幅広い視野を持って誠実に勤めていきたいと思っており
ます。

13 旭川市
施設管理
含幅広く

２０万円以上
正社員以外可

普通自動車第一種運転免許（８ｔ限
定中型）、ガス溶接技能講習、アー
ク溶接特別教育、第４級海上無線
通信士、第１級陸上特殊無線技士

２級ボイラー技士　取得見込
危険物取扱者乙種第４類　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

測量　２７年１１ヵ月
施設管理　７ヵ月
設備取付保守　１２年５ヵ月

12 旭川市
電気工事士

配管工
１８万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、中
型自動車第一種運転免許、２級
ボイラー技士、ガス溶接技能講
習、アーク溶接特別教育

危険物取扱者乙種第４類　取得見込

低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

第二種電気工事士　取得見込

ドライバー　３年９ヵ月
接客・販売　１年４ヵ月

これまで、接客・販売とドライバー職を経験してきましたが、再就職を目指すにあたって、しっかりと基
礎知識と技術を身につけ資格取得し、次に備えたいと考えポリテクセンターのビル管理技術科で、生
活に欠かせない水・電気・暖房・空調等に関する勉強をしています。どれも意欲的に学ぶことが出来
自分を成長させてくれていると実感しています。協力してやり遂げる事に強いやりがいも感じ、２級ボ
イラー技士資格も取得することができました。自信を持って次に踏み出し未経験の職種においても、
経験を積んで更に成長出来るよう努力を忘れず取り組んでいきます。

ビル管理技術科（９月修了生）　　受講生名簿　

11
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シ ス テ ム 名 訓　　　練　　　内　　　容

財務会計実務
企業会計実務に必要な記帳から決算までの一連の経理実務に関する技能・技術及び関連知識を
習得します。

税 務 ・ 管 理
会 計 実 務

企業会計の実務に必要な税務申告及び分析に関する技能・技術及び関連知識を習得します。

卸・小売業の
経 理 実 務

卸・小売業の実際の証慿から取引を判断し、会計伝票を起票し、決算までの一連の処理を習得
します。

総 務 実 務
総務全般の実務として、慶弔時の庶務、ビジネス文書、福利厚生、就業規則、業務マニュアル
作成までの一連の事務作業を習得します。

労 務 実 務
労働保険、社会保険の知識と諸手続きに関する実務作業や給与計算から年末調整までの一巡の
事務作業と関連知識を習得します。

帳 票 課 題 業種別の主な帳票を理解し、コンピュータを活用した実践技能及び関連知識を習得します。

ビジネスワーク科
● 企業における会計・経理、総務・労務業務、パソコンによる帳票作成の業務について、実務演習により実践的な
　 技能及び知識を習得します。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

女

26

旭川市

女

57

旭川市

女

36

旭川市

ビジネスワーク科（９月修了生）　　受講生名簿　

1

2
旭川市
道内

一般事務
経理事務

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、日
商簿記２級、日本語ワープロ検
定準１級

一般事務・経理補助　１年５ヵ月
接客　４年８ヵ月

3

4 旭川市 一般事務
１５万円以上
時給９００円以上
正社員以外可

普通自動車第一種運転免許、日
商簿記３級、全経簿記１級、全珠
連１級

日商簿記２級　取得見込

5 旭川市 一般事務
１８万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、大型
自動二輪車免許、日商簿記３級、Ｃ
Ｓ試験ワープロ部門２級

日商簿記２級　取得見込
ＣＳ試験アクセス部門２級　取得見込
ＣＳ試験表計算部門　級　取得見込

商品企画部　１７年４ヵ月

接客・販売　１７年７ヵ月
清掃（保育園）　９年５ヵ月
経理事務　４年８ヵ月

これまで飲食小売業での接客・販売に長く携わっていたため、幅広い年代の方と関わる接客や分け
隔てなくコミュニケーションを取る事が得意です。事務職から離れていたため、しっかりと基礎知識を
学び資格を習得しスキルアップを目指したいと考えビジネスワーク科で学んでいます。職場の方々に
支えられながら、自分自身も成長できたと実感しており、働く職場の方々との協調をはかりながら学ん
だことを活かし、企業や社会に貢献していきたいと考えています。

前職で１７年ほどスーパーマーケット業界にて様々な部署を経験してきました。接客・販売職で一番大
切だったことは、常に顧客の立場にたち何が必要であるのかを先んじて察し、理想的なサービスを提
供することが顧客満足への第一歩で、安さや利便性を超え競合他社への流出を引き留める事に繋が
るからです。現在受講するビジネスワーク科を通じてパソコンを使った知識や技術を学び、より専門性
のある職種に就きたいと考えております。取得した簿記をはじめとした資格を活かして、企業に貢献し
ていきたいです。

高校卒業後に接客業を経験し、マニュアル通りに進まない事も多く臨機応変に且つお客様へ冷静に
対応する事を心掛け、周りやお客様の信頼を得る事が出来たと感じています。管理事務を経験した
際に、事務職の重要性を実感し、経験を積みたいと転職しました。一般事務・経理補助職に携わり、
周りの方々の仕事を円滑に進めるための重要な職種であり、やりがいを強く感じました。いかに効率
よく且つ正確に業務を遂行できるかに重きを置き、独学で簿記３級を取得しました。より専門的な知識
や総務・労務関係等を学びたいと入所しました。就職後も更にスキルアップを目指し企業に貢献でき
るよう努力していきたいと考えております。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

男

41

旭川市

男

31

旭川市

男

27

旭川市

女

25

旭川市

男

48

旭川市

ビジネスワーク科（９月修了生）　　受講生名簿　

6 道内 事務職
２５万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、日商簿
記２級、ＣＳ試験ワープロ部門２級、ＣＳ
試験表計算部門２級、ＦＰ２級、宅地建
物取引主任者、２級ボイラー技士、甲
種危険物取扱者、日本漢字能力検定２
級、色彩検定２級、測量士補、福祉住
環境コーディネーター３級、第二種電気
工事士、臭気判定士、MOS Excel 2016
Expert

不動産営業　７年
販売　１年１０ヵ月
環境技術員　５年
ガス製造設備制御監視員　６ヵ月

これまでに複数の職種・環境の中で、幅広く多様な客層の方々との接客を経験してきました。当初は
接客に苦手意識があり、避けた職種に就いていましたが、克服するため接客・営業職を経て自分自
身の大きな自信へとつながったと感じています。業務に必要な知識を得るための研鑽に励み、出来る
限りの資格取得に努めてきました。未経験の事務職への再就職に向けビジネスワーク科で総務・経
理等の知識と新たな資格の習得も出来ました。ベストを尽くし業務に対して誠実に努める事を信条と
し、職務を全うしたいと思っております。

普通自動車第一種運転免許、第
二種電気工事士、下水道技術検
定第３種、CS試験表計算部門３
級、ワードプロセッサ技能検定試
験３級

品質管理　５年１０ヵ月

前職では、下水道施設の保全業務に携わってきました。点検・整備・下水の品質管理・分析、他にも
お客様へ提出する書類作成など様々な業務を経験させていただきました。円滑に業務を進めるため
に臨機応変に対応したり、周囲とのコミュニケーションを大切にし、会社で必要とされる資格を取得し
たり、未経験の仕事を覚えようと努力してきました。これまでは、間接的に人の生活を支える地域貢献
に努めましたが、今後は、直接人と関わりサポートできる人材として活躍したいと考えています。

7 旭川市 製造業
１６万円以上
正社員

中型自動車第一種運転免許、日
商簿記３級、自動車整備士２級、
自動車検査員、有機溶剤作業主
任者、ガス溶接技能講習、アー
ク溶接特別講習、危険物取扱者
乙種第４類、低圧電気取扱業務
特別教育

アクセス上級　取得見込

サービスエンジニア　１０年８ヵ月

8 事務職
１８万円以上
正社員

旭川市
道内

9
旭川市
道内
道外

事務職含
幅広く

２０万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許（AT限
定）、日商簿記３級、Ａｃｃｅｓｓビジネス
データベース技能検定試験３級、実用
英語２級、世界遺産学検定２級、マ
ナー・プロトコール検定２級

日商簿記２級　取得見込
CS試験ワープロ部門２級　取得見込
PowerPoint上級　取得見込
MOSExcel2016Expert　取得見込

10 旭川市
一般事務
含幅広く

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、日商
簿記３級、CS試験ワープロ部門２
級、２級ボイラー技士、危険物取扱
者乙種第４類、初級システムアドミ
ニストレーター、Ａｃｃｅｓｓビジネス
データベース技能検定試験３級

日商簿記２級　取得見込
CS試験表計算部門２級　取得見込

営業　7年１ヵ月
顧客管理　８年１０ヵ月
不動産管理　５年２ヵ月

接客・営業　２年１０ヵ月

前職では、ホテルの予約部門に携わり、お客様に選ばれる宿を目指し働いておりました。最初の窓口
としてお客様に魅力や提供できるサービスを簡潔に伝え、どのような提案をすれば上回ることができ
るのかを判断して、ご要望に応えてまいりました。従業員同士では、サービス部門が負担にならない
ようプランを考えたり、現場への指示やサポートを行いました。以上の経験から、「相手が求めている
ことを察知して先回りする力」が身についたと感じております。この経験を活かし周囲の皆様に寄り添
い、先を読んだサポートをしてまいる所存でございます。皆様にとってより良い職場環境となるよう、
相手の欲していることをいち早く判断できる人材となれるよう尽力してまいります。

私は、市内の自動車ディーラーの中古車・新車の営業をはじめ消費者金融業にて８年余り、不動産
業(賃貸マンション・アパートの管理）業務を８年余り、企業向けの営業に通算で４年ほど就いていまし
た。高校を卒業後、一貫して人と接する職種に就いております。消費者金融や不動産業では顧客管
理業務も併せて行っておりました。現在はポリテクセンター旭川のビジネスワーク科にて、簿記や給
与計算等の総務業務を学んでおります。年齢的には若くはありませんが、過去にも年下や女性の上
司の元で勤務していたこともあり、社内の人間関係にもうまく適応できると思っています。

専門学校卒業後、約１１年間サービスエンジニアとして働いてきました。お客様が安全に使用できるよ
う正確且つ適切な作業をする事を心掛け、信頼に繋がった時は達成感や充実感を強く感じるととも
に、周りの方々との連携や協調性の重要さを学ぶことが出来ました。常にチャレンジ精神を持って経
験したいと考えており、ボランティア活動にも積極的に取り組んでいます。これからも成長するための
努力を続けて企業に貢献できるよう頑張りたいと考えております。
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

女

43

旭川市

男

33

旭川市

女

31

旭川市

女

45

旭川市

14

13

15
２０万円以上
正社員

一般事務

１８万円以上
正社員

旭川市
接客・販売　７年８ヵ月
配送　１年１１ヵ月
営業　２年４ヵ月

普通自動車第一種運転免許、日
商簿記３級、CS試験ワープロ部
門２級、Ａｃｃｅｓｓビジネスデータ
ベース技能検定試験３級

日商簿記２級　取得見込
CS試験表計算部門２級　取得見込

旭川市
一般事務
医療事務

普通自動車第一種運転免許、
CS試験ワープロ部門２級、CS試
験表計算部門３級、医療事務、
介護福祉士

日商簿記３級　取得見込
アクセス２級　取得見込

前職では主に自動車の登録業務に従事しておりました。専門的な知識が求められるため、社内での
情報共有に努め、お客様には正確な情報を提供し、質の高いサービスを心掛けてまいりました。ま
た、経営者の方をはじめ幅広い年齢層の方々に対する接客を経験し、お客様の本音をくみ取りわか
りやすく伝える力が培われました。ポリテクセンターではパソコンスキル向上のほか、労務管理につい
て学び、得た知識を活かし会社経営を支える力になりたいと考えています。これまでの経験を活か
し、謙虚さを忘れず自ら進んで行動ができる社員を目指します。

前職の接客・販売では効率化を図り作業時間の短縮に成功し、働き方改革に貢献出来ました。簡易
的なシステムではありますが、迅速な事務処理に加え、周りの方々のサポートもでき人材教育に力を
入れる事も出来ました。そのことによりコミュニケーション能力や積極性が身につき、お客様に対する
柔軟な対応ができるようになり、ビジネスワーク科で基礎知識の習得と資格取得を目指し、事務職と
して社会に貢献していきたいと考えています。

ビジネスワーク科（９月修了生）　　受講生名簿　

11 旭川市

旭川市

12

普通自動車第一種運転免許、簿
記３級、CS試験ワープロ部門２
級、危険物取扱者乙種第４類

日商簿記２級 取得見込
CS試験表計算部門２級　取得見込
PowerPoint上級　取得見込
アクセス上級　取得見込

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種運転免許、普
通自動二輪車免許、行政書士
（未登録）、Ａｃｃｅｓｓビジネス
データベース技能認定試験３級

日商簿記３級　取得見込
CS試験ワープロ部門３級　取得見込
CS試験表計算部門３級　取得見込

一般事務
含幅広く

１８万円以上
正社員

一般事務

私は車の売買・査定やガソリンスタンド、レンタカーなど２０年以上車関係の仕事をしておりました。車
を売ったり買ったりは人生において洋服を買うように沢山はないことなので、お客様の人生に携わると
いう素敵な経験をさせていただきました。仕事は全力で向き合うことで、その先に周囲から助けていた
だいたり、自分の中で得るものが必ずあると思っています。一緒に働く仲間やお客様もご縁だと思っ
ています。自分のファンになってもらうべく、何かプラスサービス、心遣いができれば幸いです。ポリテ
クセンターで学んだことを活かし、頑張ってまいります。

私は前職で接客業を経験し、挨拶や言葉遣いなどの基本的な接客や電話対応・クレームや相談など
直接お客様と関わるためコミュニケーションを大切にしていました。より丁寧でわかりやすい説明を心
掛け感謝されることも多くなり、やりがいや自分の成長に繋がったと感じています。未経験職種の事
務職に挑戦したいと考え、既に取得している資格のスキルアップと基礎知識の習得のためビジネス
ワーク科で学んでおります。総務・労務・財務会計等、働く上で必要な手続きなどをはじめ専門的な知
識を習得し、これまでの経験を活かして正確且つ迅速な処理と、信頼される人材となり貢献していき
たいと考えております。

接客・販売　２０年
事務　１０ヵ月

自動車登録・車検受付等　１４年６ヵ月

接客　８年１ヵ月
介護　２年
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No
性　別
年　齢
住　所

希 　　望
勤 務 地

希　望
職　種

希望給与
就業形態

資　格 経　歴 自　己　Ｐ　Ｒ 備　考

女

43

旭川市

ビジネスワーク科（９月修了生）　　受講生名簿　

16 旭川市 一般事務
１２万円以上
正社員以外

普通自動車第一種運転免許（AT限
定）、日商簿記３級、幼稚園教諭二
種免許、保育士資格、CS試験ワー
プロ部門２級、CS試験表計算部門
２級、Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベー
ス技能認定試験３級、情報セキュリ
ティー技士、滅菌管理士、滅菌消毒
業務受託責任者院内受託責任者

滅菌消毒業務　５年８ヵ月
接客・販売　１１年５ヵ月
機械組立　１年３ヵ月

販売・接客の仕事に就いていた時は、顧客管理、金銭授受、シフト管理等にも携わりました。日々の
業務の中で周囲の皆さんが働きやすくなる段取りの大切さを感じ、スムーズに行えるマニュアル作成
や環境改善に努めました。パソコンのスキル不足や経理等の知識不足を感じ、ポリテクセンターで基
礎からしっかり学び、資格取得も目指しています。これまでの経験と、現在学んでいるビジネスワーク
の基礎知識を活かし企業に貢献できる社員になりたいと思っております。
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