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2月２２日発行号 ２０２３年（３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～P7

Ｐ8～Ｐ１１ Ｐ１２～Ｐ１６



 

 

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、修了生の皆さん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、３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している企業実習（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。若年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。 

 

 



 

 

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

名をお伺いし、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 

 

http://www3.jeed.go.jp/asahikawa/poly/


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。



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

機械加工技術科（３月修了生）　　受講生名簿　

1

2



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。



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

20

旭川市

男

48

旭川市

男

38

旭川市

男

50

旭川市

男

34

旭川市

電気設備技術科（３月修了生）　　受講生名簿　

1 旭川市
電気工事士
消防設備士

１５万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、墜落制
止用器具特別教育、日本情報処
理検定表計算３級

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

接客　６ヵ月

前職は飲食店で接客業務に就いていました。元々人と話すことが苦手でしたが、幅広い年齢層のお
客様と接したり、業務をスピーディーに進めるために、スタッフとしっかり報告や連絡する事で、少しず
つ克服し苦手意識も少なくなったと思っています。後悔する事がないように何事も継続する事が大事
だと考え、電気設備技術科に入所し、消防設備や通信設備、電気設備の基礎知識の習得と資格取得
に励んでいます。経験を積みながら、しっかりと仕事を覚え、職場の方や会社から信頼されるよう一生
懸命頑張ります。

普通自動車第一種免許、危険物
取扱者乙種第４類、墜落制止用
器具特別教育、家畜人工授精師

２級土木施工管理技士　取得見込
消防設備士乙４類　取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

土木　１年４ヵ月
介護員　３ヵ月
測量　２年５ヵ月
配送　１年１１ヵ月
接客・整備　８年６ヵ月
酪農　２０年

前職の施工管理業務では、進行中の工事が設計通りかを図面を常に細かく確認するなどし、尽力し
てきました。私は、仕事をする上で一番大切なのは、人とのコミュニケーションだと思っております。常
に情報の共有や相談を心掛けて作業員の方々と協力する事で、マネジメントしてきたことが強みにな
り、各作業員のスキルも把握でき、生産性の高い人員配置を行うことで、質の高い施工ができまし
た。結果として、設計の品質を維持したまま工期を短縮でき効率的な工事の実施に貢献してきまし
た。兼業で酪農業も経験しており体力には自信があります。

2 旭川市 電気工事士
２０万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、墜落制
止用器具特別教育

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

清掃　６年
配送　３年６ヵ月
営業　１年１ヵ月

3
旭川市
道内
道外

施工管理
土木
測量
農業

２２万円以上
正社員

4 旭川市
電気工事士
含め幅広く

３０万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、アーク
溶接特別教育、墜落制止用器具
特別教育、介護福祉士、全経簿
記３級、全経情報技術１級、全経
情報処理１級

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

5
旭川市
札幌市

設備
メンテナンス

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、大型特殊自
動車免許、危険物取扱者乙種第４類、
フォークリフト技能講習、ガス溶接技能
講習、アーク溶接特別教育、貴重品運
搬警備業務２級、墜落制止用器具特別
教育

第二種電気工事士　取得見込
２級ボイラー技士　取得見込
消防設備士乙種第４類取得見込
低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

物流センター管理　７年１１ヵ月
貴重品運搬警備　３年１ヵ月

介護員　１３年５ヵ月
給油スタッフ　９年１０ヵ月
オペレーター　２年

前職では介護福祉士として１３年間介護施設で働いてきました。利用者やご家族と接する事も多くコ
ミュニケーションを大切にすることで信頼関係を築き、業務においても情報の共有によって円滑に且
つスムーズに遂行できました。常に相手を尊重し、可能な限り必要と思う資格取得に臨み、役立てる
事を心掛けてきました。更に職種の幅が広がるよう新たに入所し資格取得に挑戦しています。様々な
現場で経験したことにより臨機応変な対応力や忍耐力も身に付いております。今後も社会に貢献でき
るよう精一杯尽くしたいと考えています。

前職は７年間物流スタッフとして、１年間広域物流担当として勤務しておりました。皆様が必ずご利用
されたことがある小売店様等に、滞りなく商品が届くよう日々手配と管理を行ってきました。職務にお
いては緊張感を保ちながらも責任感を持ち努めてきました。周りからは明るく面白いと言ってもらえる
事が多く、職場のムードメーカーを目指し共に働く方々との信頼を築いてまいりました。ビルメンテナン
ス業界への就職を考え今回電気設備技術科へ入所しました。就職後は第三種電気主任技術者の資
格を目指していきたいと考えています。業界未経験者ではございますが、自己研鑽に努め職務を全う
致します。

前職ではグループでの作業が主だったため、常に効率を考えながら自分の作業だけでなく周りにも気
を配りながら作業の遅れがないよう上司と相談しながらサポートしていました。チームで働く上では協
調性やコミュニケーション、気遣いを忘れることなく心掛ける事が大切だと強く感じました。インフラを
支える電気関連の知識と技術を学び資格取得を目指し、未経験職種への就職に備えたいと日々勉
強中です。人見知りで口下手ですが、真面目だと言われる事が多く、コツコツと努力を重ね信頼され
る社員として貢献していきたいです。



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

7

電気設備技術科（３月修了生）　　受講生名簿　

6



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。



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

34

旭川市

男

38

砂川市

男

38

旭川市

男

27

旭川市

ビル管理技術科（３月修了生）　　受講生名簿　

1

普通自動車第一種免許（８ｔ限定中
型）、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、甲種防火
管理新規講習、小型車両系建設機械
（整地等３ｔ未満）運転特別教育、安全
衛生推進者講習

ボイラー整備士　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
危険物取扱者乙種第４類　取得見込

販売・事務　１５年３ヵ月

大学卒業後、約１５年程販売職を経験し、各店舗での売り上げに貢献できるようスタッフと協力し努力
してきました。元々人見知りでしたが接客を通じてコミュニケーション能力を身に付け、誰とでも分け隔
てなくスムーズに話すことが出来る様になり、事務業務でのパソコン操作も上達しました。ひとつひと
つ物事を積み上げていく事が好きで、工程が進むにつれ楽しくなり達成感を感じる事から、ライフライ
ンを管理する知識と技術を学びたいとビル管理科に入所し、資格取得にも励んでいます。学んだ知識
や資格を活かし、経験を積みながら企業に貢献できる社員を目指していきたいと考えています。

2
旭川市
札幌市

含む道内
ボイラー技士

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種免許（８ｔ限定
中型）、日本漢字能力検定準２
級、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

２級ボイラー技士　取得見込

販売　１４年１１ヵ月
飲食　１年

3
滝川市
砂川市

奈井江町
施設管理

２０万円以上
正社員

4 旭川市 消防設備
２４万円以上
正社員

普通自動車第一種免許（８ｔ限定中
型）、フォーク運転技能講習、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、第二種電気
工事士、消防設備士乙種第６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　取得見込
ＭＯＳ Ｅｘｃｅｌ２０１９　取得見込

5
旭川市
札幌市

消防設備士

施設管理
２０万円以上
正社員

普通自動車第一種免許（５ｔ限定準
中型）、大型自動車第一種免許、救
急救命士、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
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

公務　４年２ヵ月
接客　９ヵ月

印刷　２年５ヵ月
調理　１１年１０ヵ月
食品加工　１年６ヵ月

前職では主に調理の仕事に携わって参りました。店舗の管理業務に従事するなど、より質の高い料
理と提供時間の短縮に向けての取り組みから、チームワークとコミュニケーションの重要性を認識し
ました。社会情勢が変わっていく中でライフワークバランスの充実を考え、生活に密着したライフライン
を管理する知識や技術を学びたいと思いました。その中で人の命を守るという使命感を持って働くこと
が出来る消防設備士という仕事に関心を持ち、資格取得を目指しています。スキルアップに努め成長
していきたいと考えており、謙虚さを忘れず企業の発展に貢献できるよう邁進したいと思っています。

約４年間、人の命に係わる仕事に就き、迅速に状況を判断する事やコミュニケーションを取って自ら
の行動に責任を持つ事、常に向上心を持つ事を大事にしてきました。今後はライフラインを管理する
職種へと視野を広げていきたいと現在ポリテクセンターのビル管理技術科で基礎知識の習得と資格
取得に臨んでいます。未経験職種にも全力で挑戦し、自分自身も成長できるよう努力を惜しまず、企
業や社会に貢献していきたいと考えています。

前職では販売の仕事を経験し、店舗目標達成のためにスタッフと協力しながら取り組み、お客様とは
寄り添った接客を心掛けることで信頼を得、会社に貢献してきました。施設設備の仕事を知り異業種
ですが挑戦してみたいと今回入所しました。未経験がほとんどで、すべてが新鮮で、たくさんの事に興
味を持ち始めました。危険物の資格を取得し、ボイラー技士の資格取得に向け日々勉学に勤しんで
います。アーク溶接作業も楽しく、個人的にはうまく出来たので、今後はものづくりの資格も取得した
いと考えています。ひとつひとつ丁寧に作業する事が好きなので、慎重に無駄なく他の従業員の方々
とコミュニケーションを取りながら企業や社会に貢献できるよう努めます。



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

30

旭川市

男

53

旭川市

ビル管理技術科（３月修了生）　　受講生名簿　

6
旭川市

及び近郊
施設管理

２５万円以上
正社員

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

第二種電気工事士　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

接客・店舗管理　２１年６ヵ月
製造　８ヵ月

これまで若年層から高年齢層まで幅広く対応していたので、年齢問わず誰とでもコミュニケーションを
とる事ができ、人見知りが少し克服出来たと感じています。申請・届け出等の書類作成や在庫管理に
も携わりました。求人募集の企画も経験し広告の文言や画像、直近の応募情報等を担当者と共有し
的確なターゲットに向けての募集広告に努め、市内の同業者の中で閲覧人数と応募人数１位を維持
しました。現在施設管理に携わるための基礎知識や技術を身につけ、企業に貢献できるよう学んでい
ます。今後も更に自己研鑽に努めていきたいと考えております。

普通自動車第一種免許（５ｔ限定準中
型）、ガス溶接技能講習、アーク溶接特
別教育、２級建築施工管理技士

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（乙６類・甲４類）　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

施工管理　３年９ヵ月
接客　１年
公務　１年９ヵ月

前職では一般住宅の施工管理を経験し、その際に空調や給排水設備工事の現場を知り専門知識や
技術を学びたいと考え、ポリテクセンターのビル管理技術科に入所致しました。基本的なしくみから幅
広い知識の習得と技術を学び、資格取得に励んでいます。中間管理職の経験時には、業務の円滑な
遂行に必要なコミュニケーションの大切さを実感し日頃から心掛けてきました。新たな職場でも努力を
重ね自己研鑽に励み、必要とされる人材となれるよう経験を活かし頑張りたいと考えております。

7

8 旭川市 設備工
２５万円以上
正社員

9 旭川市

ボイラー技士

施設管理
ローリー運転手

ＧＳスタッフ

２２万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、大型自動
車第二種免許、大型特殊自動車第
一種免許、車輛系建設機械（整地
等）運転技能講習、フォークリフト運
転技能講習、危険物取扱者乙種第
４類

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

10

運転手　２７年１１ヵ月
サービス　１年２ヵ月
家具製造　４年

これまで、生鮮品や一般雑貨の運送や旅客運送業のドライバーとして約２８年間勤務してきました。
安全運転を心掛けながら多様な商品の運搬のため、丁寧な積み込みや効率よく配達できるよう努力
しました。また、旅客運送では、利用してくれるお客様と接する事も多く、明るい挨拶やコミュニケー
ションの大切さも学びました。今後は施設管理やボイラー技士としても働きたいと考え、ポリテクセン
ターに入所し資格取得に向けて幅広い年齢層の方々と学んでおります。経験を活かし社会に貢献し
ていきたいと思っています。



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

32

上川郡

男

45

旭川市

男

40

旭川市

ビル管理技術科（３月修了生）　　受講生名簿　

11
旭川市

及び近郊
幅広く

２０万円以上
正社員

普通自動車第一種免許（５ｔ限定
準中型）、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

低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

機械オペレーター　６年５ヵ月
倉庫作業員　７年

前職は機械オペレーター職としてシフト勤務で働き、機械の修理にも携わりました。職場のたくさんの
方達に助けられながら自分自身も成長できたと感じています。ルールを守った行動や周りの人達との
協調を保つためにお互いを尊重し合いながら、問題解決のために責任を持った行動や意見を伝えな
がら職務を全うしてきました。未経験の職種にも挑戦し経験を重ねていきたいと、ビル管理技術科で
基礎知識と技術の習得に努めています。北海道の暮らしを楽しみながら、先輩に慕われ後輩に頼ら
れる人材となれるよう頑張り、会社に貢献したいと考えています。

12

鉄道業に２１年ほど従事し、接客など現場業務をはじめ、商品企画や総務経理事務ほか様々な業務
に携わってきました。通算で４年間ではありますが、駅長職も経験しました。長年の勤務により、お客
様や部外への対応スキルに加え、多様な業務に適応しこなしていく柔軟性を養うことができたと思い
ます。性格的には黙々と集中して作業することが得意で、長時間の単独・単調作業が苦にならないの
が自分の強みです。再就職を目指すにあたり鉄道業では経験できなかった技術や知識を学ぶため、
ポリテクセンターへの通所を決めました。ボイラーや配管など半年間で学んだことを活かして働けれ
ばベストだと思います。しかし業種にはあまり拘らずに、視野を広く持ちながら長く続けていける仕事
をみつけたいと考えております。

14
旭川市

及び近郊
製造職

１８万円以上
正社員

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

低圧電気取扱業務特別教育　取得見込

機械オペレーター　２１年

前職では約２０年間にわたり金属を加工する仕事に就いていました。様々な機械に使う部品・製造工
程で使用するゲージ類・基盤を加工する金型の制作に携わり、ＣＡＤ操作も経験し図面をみることも出
来るようにもなりました。期限内に仕上げることや、正確に迅速に作業を進める重要性も実感し精密
な作業も多かったため、継続した集中力を身につける事が出来ました。更にスキルアップし、職業選
択の幅を広げたく入所し、基礎知識や技術の習得に努めています。未経験職種にも積極的に臨み、
企業に貢献できるよう精一杯頑張ります。

13 旭川市
工場作業
含め幅広く

２０万円以上
正社員
正社員以外可

普通自動車第一種免許（８ｔ限定
中型免許）、ガス溶接技能講習、
アーク溶接特別教育、３級陸上
特殊無線技士、総合旅行業務取
扱管理者

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

鉄道業　２１年２ヵ月



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。



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

50

旭川市

女

24

旭川市

女

47

旭川市

女

54

旭川市

女

31

旭川市

ビジネスワーク科（３月修了生）　　受講生名簿　

1 旭川市
税務事務
一般事務

２４万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、日商簿
記２級、ＣＳ試験ワープロ部門１
級、ＣＳ試験表計算部門２級、認
定ハラスメント相談員、日弁連主
催事務職員能力認定試験合格

法律事務　１５年
地質調査　１０年
教官補助　２年

直近の職場では１５年間、弁護士の補助者として、依頼者・裁判所・関係者との打ち合わせ、起案・
データ整理・文献・判例・現地調査・聞き取り・スケジュール管理・電話来客対応・交渉などの事件処
理の一切を担ってきました。早分り型というより遅分り型のため、研修会や読書などで研鑽を続けまし
た。管財事件の経験を積むにつれ、税務や経理の知識と事務処理を習得したいと思うようになりまし
た。現在、希望職種に就きたく講義で教わるノウハウを貪欲に学び、家族の支えにより朝・晩・休日も
自習しています。就職が叶っても、未熟な点が多々あると思います。初心に戻り、自分が何のために
働くかを常に考えて前を向いて進んでいきたいです。一つ一つ習得し活躍したいです。

普通自動車第一種免許、日商簿記
３級、ＣＳ試験ワープロ部門２級、Ｃ
Ｓ試験表計算部門２級、全経簿記２
級、日本語文書処理技能検定３
級、珠算準初段、英検３級、暗算３
級、硬筆書写３級、スキー指導員、
ＦＰ３級

日商簿記２級　取得見込

一般事務　１２年１０ヵ月
営業　１年２ヵ月
調理　２年１ヵ月

これまで様々な業種の事務職や営業・調理の職に就いてきました。それぞれの場所での勤務により、
新たな発見やチャレンジと周りの方々の支えにより、自分自身の価値観を確認し、改めて自分の強み
を見つける事も出来たと感じています。数字の正確な計算や細かな間違いを探して処理することに達
成感や充実感が得られるため経理事務職を目指したいと考え、ビジネスワーク科で学んでいます。経
験を活かし社員の方やお客様をサポートし、最後まで責任を持って職務を全うし貢献できるよう新規
の事にもチャレンジしていきたいと思っています。

2 旭川市 一般事務
１４万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、ＣＳ試験
ワープロ部門２級、全商ビジネス文
書実務検定速度部門３級、漢字検
定３級、医療秘書３級、医療事務１
級、医療事務２級、医事オペレー
ター技能認定、全経電卓計算２級、
全経簿記３級、秘書検定３級、日本
情報処理検定表計算２級

コールセンター　１ヵ月
事務補助　５ヵ月
診療補助　２ヵ月

3 旭川市
一般事務
経理事務

１６万円以上
正社員

4 旭川市 一般事務
時給
1，000円以上
正社員以外可

普通自動車第一種免許、日商簿
記３級、ＣＳ試験表計算部門２
級、全商珠算２級、全商情報処
理１級、全商簿記２級

ＣＳ試験ワープロ部門２級　取得見込

5 留萌市 幅広く

１５万円以上
時給
950円以上
正社員以外可

普通自動車第一種免許、ＣＳ試
験ワープロ部門２級、ＣＳ試験表
計算部門１級、全経計算実務３
級

日商簿記３級　取得見込

調理・接客　９年９ヵ月
アシスタントディレクター　１０ヵ月

接客・事務　２４年１１ヵ月
一般事務　４年１０ヵ月

前職はサービス業の事務職だったため接客も多く、笑顔での対応を心掛けていました。また職場内で
はコミュニケーションをとり、働きやすい環境になるよう先輩後輩と共に改善に取り組みました。スキ
ルアップしたいと考え、ビジネスワーク科に入所し幅広い年齢層の方々とパソコン操作や資格取得に
も励んでいます。計画的にコツコツと最後までやり遂げる事を強みとして、謙虚さを忘れずに周囲の
方々との協調性を保ち、一生懸命頑張ります。

前職では飲食店で調理・接客に就き、社員との息を合わせスムーズに提供できるよう心掛けていまし
た。また、周りの方々の意見を取り入れながら、働きやすくお客様には更に利用しやすい環境づくりに
努めました。従業員のシフト作成や商品の在庫管理、新人教育等も経験し、総務・労務事務の基礎知
識の習得や資格を取得したいと考え、ビジネスワーク科に入所し学んでいます。デスクワークだけで
なく、お客様と接しながら未経験職種にも挑戦していきたいと思っています。

これまで、主に医療機関での診療補助・事務補助職に就き、電話対応を始め患者様へのお声がけや
業務をスムーズに進めていくための報告・連絡のコミュニケーションや相手に対する気遣いの大切さ
を実感してきました。高校在学中はボランティア部の活動を通じ幅広い年齢層の方々との関わりを学
び、相手の立場になって考える事が出来る様になりました。有期雇用での就労だったため、ビジネス
ワーク科で事務職に必要な基礎知識を幅広く習得し、正社員を目指したいと考え入所致しました。正
確且つ迅速な処理ができるよう万全な準備に努めながら、ひとつひとつしっかりと経験を積み、会社を
支える事が出来る事務員として貢献していきたいです。



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

27

旭川市

女

39

旭川市

女

45

旭川市

女

44

旭川市

ビジネスワーク科（３月修了生）　　受講生名簿　

6
旭川市
道内
道外

経理事務
１６万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、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、ＩＴ
パスポート、全商電卓検定電卓
部門２級、介護職員初任者研
修、秘書技能検定２級

ＦＰ３級　取得見込

営業　３ヵ月
介護員・就労支援員　４年４ヵ月
工場作業員　３年１０ヵ月

高校卒業後、工場作業員・就労移行支援事業所職員・介護職員・営業職を経験してきました。その中
でも福祉事務所で勤めた際に高齢者や障がいを持った方のサポートに携わり、コミュニケーションに
よって相手をより知ることができ、適切なサポートに繋がる事を実感し調和性を身につける事ができま
した。今後は事務職を目指したいと考え、簿記の学習を通じて経理の仕事に興味を持ち、企業を支え
られる経理事務職に挑戦したいと思いました。現場を知る事から始め、経営をサポートできる経理事
務員として信頼されるよう学ぶ姿勢を忘れず励みたいです。

普通自動車第一種免許、日商簿
記３級、ＣＳ試験ワープロ部門２
級、ＣＳ試験表計算部門２級、秘
書検定３級、情報処理検定３級、
ペン字検定３級、珠算検定２級、
全経簿記２級

経理事務　６年８ヵ月
一般事務　１２年４ヵ月

前職では、経理・総務・労務と事務全般の仕事を経験しました。その中でも特に金銭を取り扱う仕事に
関しては、慎重に且つ正確に責任を持って取り組みました。一連の業務から、一従業員ではわからな
かった事を経営の面から考えられるようになり、これからの職業人生を考えた時にプラスになったと感
じています。また、周りの方々との協調性を大事にし、よりよい環境となるよう常に心掛けてきました。
これまでの経験や資格を活かし、これからも責任を持って会社に貢献していきたいと考えています。

7 旭川市
一般事務
含め幅広く

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、ビルク
リーニング技能士２級、ＣＳ試験
ワープロ部門２級

ＣＳ試験表計算部門２級　取得見込

清掃員　２年
接客　３年４ヵ月
農業　２年
公務　３年５ヵ月

8
一般事務
経理事務

１６万円以上
時給
1，000円以上
正社員以外可

旭川市
及び近郊

9
旭川市

及び近郊

一般事務
農業関連
建築関連

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、大型特
殊自動車免許、車両系建設機械
（整地等）運転技能講習、フォー
クリフト技能講習、けん引自動車
免許、日商簿記３級、第一種衛
生管理者、ＣＳ試験ワープロ部
門１級、ＣＳ試験表計算部門２級

日商簿記２級　取得見込

10

総務事務　１６年１ヵ月
農業関連　３年３ヵ月

農業系の職に従事し現場作業や機械に乗っていましたが、子育ての関係で事務職に初挑戦し、１６
年の間で一般事務を始め雑務全般、在庫管理、金銭管理、労務や経理のサポート、施設管理、運転
や機械での除雪など多くの事を経験させて頂きました。様々な業務を遂行するためにも日頃から各部
署と連携をとり、円滑なコミュニケーションを心掛け、積極的に効率化や改善を図って参りました。都
度必要な資格や知識も習得してきましたが、労務・経理に関して知識不足を強く感じていたためビジ
ネスワーク科に入所し、資格取得にも挑戦しながら学んでいます。顔や名前を覚えるのが苦手です
が、工夫と努力でカバーしています。向上心と忍耐力があると思いますので、未経験の業種に就いて
も努力を惜しまず頑張ります。

これまで接客業や清掃など体を動かす仕事に多く就いてきました。幅広い年代の人達と一緒に働きコ
ミュニケーションを取る事で、学ぶことも多く視野も広がりました。何事にも真面目に取り組むことが長
所で、パソコンスキルを身につけたいと考えポリテクセンターに入所し、資格取得に挑戦し取得する事
ができました。最後までしっかりとスキルアップを目指し取り組み、明るく、笑顔を心掛けながら向上心
を持って働きます。



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

50

旭川市

女

24

旭川市

女

50

旭川市

女

34

旭川市

女

40

旭川市

14

13

15
１８万円以上
正社員

一般事務
経理事務

１８万円以上
正社員

旭川市
放課後児童支援員　４年１ヵ月
保育士　１２年１１ヵ月
幼稚園教諭　２年

普通自動車第一種免許、日商簿
記３級、ＣＳ試験ワープロ部門１
級、ＣＳ試験表計算部門１級、幼
稚園教諭二種免許、保育士資
格、放課後児童支援員認定資格

旭川市
及び近郊

一般事務

普通自動車第一種免許、日商簿
記３級、ＣＳ試験ワープロ部門２
級、食品衛生責任者講習会修
了、訪問介護員養成研修３級課
程、整体セラピスト、ゆがみ矯正
インストラクター

これまで事務全般の業務経験から始まり家族の転勤に伴い様々な業界での仕事を経験し、多くの出
会いや新たな発見に遭遇し、周りの方々との連携や利用して下さるお客様を常に気遣う大切さ、迅速
で正確な事務処理の重要性を強く感じてきました。経験が自分の成長にも繋がり視野が広がりまし
た。今回事務職のブランクを埋め、再就職に臨みたいとビジネスワーク科に入所し基礎知識の確認と
資格取得にも取り組んでいます。即戦力として役立てる様になりたいという思いで日々精進していま
す。

長年、保育系の仕事に携わってきました。保護者への配布物やシフト表等パソコンを使用し作成する
事が多く、事務職に興味を持ちました。経理の仕事にも興味があったためビジネスワーク科に入所
し、簿記の資格を取得しました。これまで、たくさんの子ども達、保護者と接してきたため、コミュニケー
ション能力には自信があります。相手の立場になって考えたり、気持ちを察したり、思いやり・誠意を
持って対応してきたため信頼関係を築くことも得意です。また、事務作業は短時間でこなすことが多
かったので、効率よく正確な作業が身に付きました。事務職の経験はありませんが、これまでの経験
を活かし且つスキルアップを目指し、頑張りたいと思います。

ビジネスワーク科（３月修了生）　　受講生名簿　

11 旭川市

旭川市

旭川市

12

普通自動車第一種免許、看護婦国
家資格、認定看護管理者教育課程
ファーストレベル、日赤幹部看護師
研修センター赤十字看護管理者研
修Ⅰ実習指導者講習会、日赤ここ
ろのケア、プリザーブドフラワーデザ
イナー、ＣＳ試験ワープロ部門２級

日商簿記３級　取得見込
ＣＳ試験表計算部門２級　取得見込

時給
1，000円以上
正社員以外

普通自動車第一種免許、日商簿
記３級、ＣＳ試験ワープロ部門２
級、ＣＳ試験表計算部門２級、全
商簿記実務２級、全商珠算実務
２級

日商簿記２級　取得見込

一般事務
看護師

一般事務

時給
1,300円以上
正社員以外

一般事務

１６万円以上
正社員

長年、医療業に従事し、命を預かる職場で理念・方針・目標に基づき看護師長とともにスタッフを支援
してきました。各部署での経験を活かし責任ある仕事と教育にも関わり看護学生の育成にも携わりま
した。ビジネスワーク科では、新しい知識の習得と資格取得に挑戦しスキルアップを計っています。特
殊な環境で磨かれたコミュニケーション能力と洞察力を活かし、幅広く未経験職種にも視野を広げ社
会に貢献していきたいと考えております。

「自分の知識で顧客の役に立ちたい」という思いから、前職では窓口での商材の販売業務を行ってお
りました。「誠実さ」と「お客様に寄り添った問題解決」を大切にし、業務をこなしていく中で、会社・お客
様を裏からサポートする事で役に立てる業務に就きたいと考え、ビジネスワーク科に入所しました。現
在、簿記３級の内容は学習済みで簿記２級やＣＳ検定表計算２級の資格取得に向けて勉強していま
す。入社後も常に向上心を持ち続け、販売業で得た経験と新たに学んだ知識を活かして働きたいと思
います。

これまで職種は様々ですが、サービスを提供する仕事に就いてきました。常に、お客様・ご利用者様
にとって、より良いサービス対応とはどの様なものかを考え、研修やディスカッションを通じ向上に努
め経験を積んできました。より喜んで頂けることを意識し行動する中で、お客様から嬉しいお言葉を頂
けたこともあり、仕事に対する充実感を味わえたことが自信となり、強みだと感じています。事務職経
験がなかったため、基礎知識や資格を取得し再就職を目指したいと入所しました。事務職経験を積み
ながら、サービス業で身につけた気遣いを忘れず企業に貢献していきたいと思っています。

普通自動車第一種免許、ＣＳ試
験ワープロ部門２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

看護師　２８年

接客・販売　１年３ヵ月

検査補助　２年
製造　５年
事務補助　４年３ヵ月
接客　２年４ヵ月
営業　６ヵ月
総務・経理　１３年１１ヵ月

施術員　３年８ヵ月
児童指導員　２年１０ヵ月
接客・販売　６年２ヵ月
介護職員　１１ヵ月



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

31

空知郡

ビジネスワーク科（３月修了生）　　受講生名簿　

16
旭川市
道内

一般事務
経理事務

１８万円以上
正社員

普通自動車第一種免許、日商簿記
３級、ＣＳ試験ワープロ部門１級、Ｃ
Ｓ試験表計算部門２級、医療秘書
技能検定２級、情報処理技能検定
３級、医療事務管理士技能検定、
サービス接遇検定２級、電卓計算
能力検定１級、日本語ワープロ検定
準２級、文書デザイン検定２級

日商簿記２級　取得見込

医療事務１０年９ヵ月
販売　２ヵ月

医療事務職で１０年９ヵ月間勤務致しましたが、倒産により退職となり、その後短期間ではありますが
販売も経験しました。患者様に寄り添った対応を心掛け、受付・電話応対・会計・調剤補助・レセプト請
求等に携わる事で、たくさんの知識を得る事ができました。また販売職では幅広い年齢層の方々と協
力しながら業務を進め、コミュニケーションの大切さを改めて実感できました。今後は事務職として働
きたいと、基礎知識の習得と資格取得を目指しビジネスワーク科で学んでいます。未経験ではありま
すが、常に相手を尊重した誠意ある対応と、向上心を忘れず努力を重ね社会に貢献できる社員を目
指し頑張ります。


