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4 電気設備技術科 訓練期間：令和4年11月～令和5年4月

住居地 転居の可否

希望勤務地 労働条件

桜川市 転居不可 正社員

つくばみら
い市

転居可 正社員

つくば市 転居不可 正社員

常総市 転居可 正社員

月修了

登録番号 年齢
希望の

雇用形態
希望職種 主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

希望月収
(税込)

25万円～

桜川市
筑西市
つくば市
下妻市

平日に休日が
あると助かり
ます
(土日出勤可)22AN05

41～
45

職業訓練で学んだ事を活かし、電気
工事関係の職種を希望します。

自動車整備(4年11カ月)
路線バスの運転(2年6カ月)
貸切バスの運転(1年5カ月)
中型、大型トラックの運転(2年11カ月)
以下、派遣会社にて
試作品(船外機用油圧装置)の作動テス
ト及び、評価(1年9カ月)
CADオペレーター(電子回路用)、試作品
(記憶装置)の作動テスト及び、評価(3
カ月)
材料分析(金属)(1年4カ月)

今までの職種とは関連が無く、経験の無い
分野ですが、電気関係に興味を持ち職業訓
練を受けました。
一日も早く仕事を覚え、馴染んでいける
様、努力します。

大型自動車第二種運転免許
大型自動二輪車運転免許
大型特殊自動車第二種運転免許
牽引第二種運転免許
フォークリフト技能講習修了
玉掛け技能講習修了
三級自動車シャシ整備士
アーク溶接特別教育修了
ガス溶接技能講習修了
初級システムアドミニストレータ
低圧電気取扱業務特別教育修了
(第二種電気工事士取得予定)

22AN07
51～
55

発電機、受電機器、変圧器、遮断
機、断路器の運転、監視、点検業務
など、高圧の電気工作物の工事と維
持、運用に関する保安と監督を担う
業務を希望します。

エンブロイダリーレース刺繍機の制御
部のソフトウエア（組み込み）に従事
（6年9カ月）

電子制御システムの受託開発（6年2カ
月）

ソフトウエアの受託開発（7年0カ月）

半導体検査装置の製造・ソフトウエア
の受託開発（10年6カ月）

実務従事経験に関しては、これまでIT業界
を主戦場にしており、事業用電気工作物に
関する業務の経験はありませんが、ポリテ
クにて基礎的な知識や技術を身につけ、そ
れと平行して、第三種電気主任技術者の免
状の取得を計画し、合格しました。
また、IT業界ではチームをまとめたり、技
術営業などもしおりましたので、その経験
を活かせていきたいとい思っております。

第二種情報処理技術者試験
ラジオ・音響技能検定 ４級
ラジオ・音響技能検定 ３級
第二種電気工事士
中型自動車第一種運転免許
普通自動二輪車運転免許
第三種電気主任技術者
低圧電気取扱業務特別教育修了
(消防設備点検資格者免状取得予
定)

30万円～

関東圏
福島県
静岡県

健康保険
雇用保険
厚生年金
退職金制度

22AN08
31～
35

設備保全業務・ビルメンテナンス業
務

重機組立ライン業務会社（4年5カ
月）

高速ジェット船の整備会社（1年）

ディーゼルエンジン・ガスタービン
等非常用発電機の定期整備・オー
バーポール会社（2年8カ月）

過去、機械工の業務で速さ・正確さ・安全
性を意識して業務に取り組んできました。
この経験を活かし、自分一人ではなく、
チーム全体が安全で効率よく業務に取り組
んでいけるようにします。

普通自動車第一種運転免許
フォークリフト運転技能講習修了
潜水士免許
足場の組立て等特別教育修了
高所作業車運転技能講習修了
玉掛け技能講習修了
低圧電気取扱業務特別教育修了

(第二種電気工事士取得予定)

25万円～

車通勤片道
20Km以内

電車通勤
つくばエク
スプレス線
つくば駅か
ら片道1時間
以内

住宅手当

22AN09
21～
25

職業訓練校で学んだ電気の知識(電
気工事、シーケンス制御、消防設
備、Auto CAD、住宅エアコン工事
etc...)を生かして、設備管理の仕
事を希望します。

スーパーマーケットのアルバイト
（3カ月）
レジ打ち、品出し

私にはこれから働く上での責任感と誠実さ
があります。一つ一つの仕事に真摯に向き
合い、職場やお客様からの信頼を得たいと
思っています。私は職業訓練校での講義を
一回も休んだことがありません。
職場でのコミュニケーションを大切にした
いと思っています。

普通自動車第一種運転免許
低圧電気取扱業務特別教育修了

(第二種電気工事士取得予定)

20万円～

千葉県
埼玉県
東京都
神奈川県

年間休日数
120日以上

住宅手当

交替勤務は望
みません
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4 電気設備技術科 訓練期間：令和4年11月～令和5年4月

住居地 転居の可否

希望勤務地 労働条件

月修了

登録番号 年齢
希望の

雇用形態
希望職種 主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

希望月収
(税込)

石岡市 条件による 正社員

派遣

その他
（契約社
員等）

千葉県柏市 条件による 正社員

常総市 条件による 正社員

坂東市 転居不可 パート

その他
（契約社
員等）

22AN10
26～
30

職業訓練で学んだ電気設備の設計・
施工・試験・保守・管理に関する業
務やCADに関す業務を希望します。

また前職の経験を活かし、接客業に
関する業務も希望します。

飲食業　接客業(約5年)
主にレジ、商品提供、商品作成

金融業　営業(約3年)
法人、個人営業、既存営業、新規開
拓、

私の強みは、判断力とコミュニケーション
力です。
前職では、コーヒーを提供するだけでな
く、コーヒー豆やタンブラーなど他の商品
を選びに来るお客様の対応もしておりまし
た。話の中でいかに的確に情報を提供し
て、納得して商品を購入してもらえるかを
考えました。また、2～3の提案を素早く的
確に判断して、購入につなげることをやっ
てきました。
今後はコミュニケーション力と判断力を生
かして活躍していきたいと考えています。

普通自動車第一種運転免許
普通自動二輪車運転免許
日本語ワープロ検定3級
ビジネス能力検定3級
3級ファイナンシャル・プランニ
ング技能士
低圧電気取扱業務特別教育修了

(第二種電気工事士取得予定)

23万円～

つくば市周
辺

車通勤片道
20Km以内

交通費手当
産育休制度
住宅手当(絶
対ではない)

年間休日数
120日以上

22AN12
46～
50

ビルメンテナンス

ガソリンスタンド　車両整備等（7
年）

飲食サービス業　接客サービス・調
理（16年）

輸送業務　建築資材配送（1年）

排水管清掃業　（清掃3年・営業1
年）

前職では、作業責任者としてチームを管理
し、適切かつ問題が発生しないように作業
の向上を計り、仕事に取り組んでいまし
た。また、営業に配置転換してからは、顧
客先との折衝をし、営業部メンバーにて情
報共有をし新規開拓、既存客へのアフター
フォロー等の業務に取り組んできました。

普通自動車第一種運転免許
玉掛け技能講習修了
乙種第4類危険物取扱者免状
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任
者技能講習修了
三級自動車整備士免許
低圧電気取扱業務特別教育修了

(第二種電気工事士取得予定)

27万円～

千葉県
　柏市
　松戸市
　我孫子市
　野田市

取手市

車通勤片道
20Km以内

年間休日数
110日以上

22AN13
31～
35

電気設備の管理や機械のメンテナン
ス、製造に関する業務を希望しま
す。
また、前職を活かし工場での製造や
運転手などの業務も希望します。

ユニットハウス解体整備(1年）

金型プレス、シャーリング加工（10
年）

電気工事士（1年）

前職では、班のリーダーとして、人をまと
めることや後輩を育てることの大変さを学
びました。その経験を活かし日々のコミュ
ニケーションを大切にして、仕事に取り組
むことができると思います。

普通自動車第一種運転免許
第二種電気工事士
玉掛け技能講習修了
高所作業車運転技能講習修了
低圧電気取扱業務特別教育修了

23万円～

茨城県西部
茨城県南部
千葉県北西
部

年間休日105
日以上

22AN15
61～
65

職業訓練校にて電気設備関連の技術
を習得中のため、習得した技術が活
かせる電気設備関連の保守・メンテ
ナンス、点検等の業務を希望しま
す。

または、前職を活かし、製品/工具
等の仕様書作成・導入立ち上げ等の
業務を希望します。

精密機器製造会社（46年2カ月）
設計/製品技術/生産技術部門に所属

前職では、設計を主業務として製品技術/
生産技術等を経験しました。直近では新規
製品を立ち上げるプロジェクト組織におい
て、総合チーフとして製品開発に取り組ん
できました。
また、定年後は自動化装置の仕様書作成業
務を行うと共に、次世代を担う若手技術者
の指導育成も担当してきました。
新しい職場におきましても、今までの経験
を活かして努力したいと考えています。

普通自動車第一種運転免許
大型自動車第一種運転免許
大型特殊自動車免許
低圧電気取扱業務特別教育修了

2000円/時
間

15万円程
度

車通勤片道
20Km以内

週3日程度勤
務希望
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4 電気設備技術科 訓練期間：令和4年11月～令和5年4月

住居地 転居の可否

希望勤務地 労働条件

月修了

登録番号 年齢
希望の

雇用形態
希望職種 主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

希望月収
(税込)

常総市 条件による 正社員

常総市 転居不可 正社員

つくば市 転居不可 正社員

派遣

その他
（契約社
員等）

22AN16
26～
30

電気工事
設備保全
保守・メンテナンス

施工管理会社 （2年1カ月）
一般住宅を中心に外構工事の設計か
ら工事管理業務に従事

スポーツ用品店接客業（4年3カ月）
発注・販売業務に従事

前職では、売場責任者としてお客様と接す
る機会が多く、相手のニーズを理解し従業
員と情報共有を図ることを意識して業務に
取り組んできました。また、建設関係の仕
事にも従事していた為、新しい環境におい
ても今までの経験を活かして早期に戦力に
なれるよう考えています。

普通自動車第一種運転免許(MT)
低圧電気取扱業務特別教育修了
硬筆書写技能検定(1級)合格
日本商工会議所珠算能力検定(2
級)合格

(第二種電気工事士取得予定)

20万円～

関東圏
車通勤片道
30Km以内

年間休日数
105日以上

22AN17
61～
65

職業訓練での電気技術習得と、前職
である建築設計監理の経験を活かし
て働ける場所を希望します。電気設
備・消防設備の設計や工事及び保守
についての業務

建築設計事務所（35年）
意匠設計及び工事監理
用途：住宅・マンション・オフィス
ビル・老人福祉施設・保育所・診療
所・大型物流ｾﾝﾀｰ等
また、総合設計制度（東京都）や開
発等の許可申請業務複数経験あり。

建築設計監理を業務として行ってきて、基
本設計から実施設計までを施主や設備・構
造設計との打ち合わせを重ね設計図書とし
て取りまとめています。また、工事期間中
は定例会議に設計監理として参加して各種
施工者との打合せ・調整を行ってきていま
す。その様な経験から設計や工事では多く
の関係者と共により良い仕事を成し遂げる
ことができるのではないかと思っていま
す。

中型自動車免許
大型自動二輪車運転免許
二級建築士免許
低圧電気取扱業務特別教育修了

(一級建築士免許取得予定)
(消防設備士甲種第4類取得予定)
(第二種電気工事士取得予定)

20万円～

車通勤片道
30Km以内

年間休日数
120日以上

22AN18
56～
60

職種よりも、70歳位まで働ける条件
の会社を希望します。その中で、営
業やCADの経験や技術、今回学んだ
電気の知識などを生かせる会社なら
最高です。

生命保険会社・営業（5年）

業務用資材卸・営業（5年2カ月）

情報誌出版・営業、編集（6年8カ
月）

機械設計（3年）

段ボール工場・製造、出荷（8年2カ
月）

私が仕事をする上で最も重要視してきたこ
とは、どのようにすれば最大の利益を得ら
れるかということです。そのためには、業
務の効率化であったり、コストカットで
あったり、仕事の効率を上げる事ができれ
ば、利益に貢献できるということを念頭に
仕事を進めてきたつもりです。年齢が高い
分、様々な経験をしております。この経験
を次の仕事にも生かしていけたらいいと考
えています。

普通自動車一種運転免許
CADトレース検定中級
フォークリフト運転技能講習修了
低圧電気取扱業務特別教育修了

(第二種電気工事士取得予定)

20万円～

つくば市
土浦市
阿見町
牛久市

土日休み
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