
　採用担当者様へ

令和５年５月号

＜貴社に必要な人材はいませんか！＞

６月修了予定の「５科」４３名の求職人材一覧

です。（掲載を希望された方のみ公開しています。）

求人をお待ちしております。

＜修了日：令和５年６月２８日＞

ポリテクセンター鹿児島

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿児島支部

鹿児島職業能力開発促進センター

〒890-0068 鹿児島市東郡元町１４－３
ＴＥＬ.０９９-２５４-３７８８ ＦＡＸ.０９９-２５４-３７５８



求人のお申込み方法と流れ

１. 人材を採用したい

2. 『人材ニュース』をご覧いただき、貴社

のニーズにあった人材をチェック

※訓練受講生は日々就職活動を行っておりますので、指名求人をい
ただいた時点で就職が決まっている場合もございます。その際はご
了承ください。

３. 面接したい訓練受講生について、「お問い

合せ票」に記載の上、「求人票」と併せて、

当センターあてＦＡＸにて申込み

※「お問い合せ票」「求人票」は修了予定者一覧表の最終

ページに掲載しております。

なお、「お問い合せ票」「求人票」はホームページからもダ

ウンロードできます。

４. 訓練受講生に求人票を見せて、応募の有

無を確認

応 募 辞 退

貴社ご担当者様にご連絡

の上、応募方法等を確認

辞退の場合はご連絡
いたしませんので、
ご了承ください

応募を希望する訓練受講生
より、貴社ご担当者様へ応
募書類等を送付

面 接 実 施

※選考結果については本人（訓練受講生）あてに直接ご連絡ください。

※求人お問い合せ票の3で指名をいただいた訓練受講生から応募があった

場合は、なるべく面接をしていただくようお願いしております。



ＣＡＤ/ＮＣ技術科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

103 垂水市 男
20代
前半

普通自動運転車免許 自動車部品組立（6か月）
マシンオペレー
ター
機械工

霧島市
神奈川県（横
浜・川崎エリ
ア）

職業訓練の存在を知り、すぐに説明会に参加しました。積
極的で行動力がある性格で、仕事上必要な資格は早期に取
得したいと思います。

104 鹿児島市 男
30代
後半

準中型自動車運転免許(５t限定)
2次元ＣＡＤ利用技術者2級
日商簿記2級
情報処理検定ビジネス情報部門
ビジネス文書実務検定1級

税務（2年5か月）
楽器製造（4年8か月）

製造
機械工
ＣＡＤオペレー
ター

鹿児島市
模型作りが趣味なので、工作や細かい作業に自信がありま
す。3月にＣＡＤの資格を取得しましたので、次の就職に
つなげたいと訓練を頑張っています。

105 鹿児島市 女
60代
後半

看護師免許
CS（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ）技能評価試験３級（ワープロ、表計算）

看護師（通算30年8か月）
（パート希望）
ＣＡＤオペレー
ター

鹿児島市の天文
館・中央駅周辺
エリア

部品の一つ一つを正確に書き上げる技術を習得中です。Ｃ
ＡＤ図面の引き方や頭の中での構造のとらえ方に奥深さを
感じており、楽しく前向きな姿勢で訓練や実習に取り組ん
でいます。

106 鹿児島市 男
40代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
大型自動二輪運転免許
理学療法士

理学療法士（7年）
ＣＡオペレーター
機械工

鹿児島市
模型製作や自動二輪の趣味を活かし、集中力や創造力を発
揮する繊細な作業が得意です。再就職に向けて知識技術を
習得中です。

107 鹿児島市 男
50代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
第二種電気工事士
ガス溶接技能講習
日商簿記3級

ビル管理（1年）
テクニカルオペ
レーター

鹿児島市
機械加工の訓練を毎日頑張っています。採用していただけ
たら一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。

機械加工職分野へ従事するために必要な機械図面の基礎からＣＡＤ操作及び加工技術に至るまでの技能と関連知識を習得します。



CADものづくり科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

201 鹿児島市 女
30代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
３級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記２級
日商PC検定３級(文章作成)
金融窓口サービス技能検定３級

銀行業務（本部企画・店頭営
業）(１３年６か月)

事務
ＩＴ関連

鹿児島市
これまでに培ってきた仕事に対する責任感と忍耐力を活か
し、様々な仕事にチャレンジしていきたいです。

202
いちき串木野
市

女
50代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
秘書技能検定２級
日本語ワードプロセッシング検定
OA機器（２級ワープロ技士）
OA機器（２級パソコン技士）

事務・CAD補助（３年）
事務（通算２５か月）
販売（２年１か月）

事務
CAD関連

薩摩川内市
いちき串木野市
日置市

前職でＣＡＤと同時に事務をしていました。
建築ＣＡＤ２級の資格取得の為に勉強をしています。

203 鹿児島市 女
30代
前半

準中型自動車運転免許(５t限定)
日商簿記３級
日商簿記２級（取得見込）

塾講師・教室長
　　（４年５か月）
接客（３年１０か月）
事務（７年８か月）

事務
経理
税務関係
CADオペレー
ター

鹿児島市
真面目に取り組むこと、協調性を持つことを念頭に置き業
務に励んで参りました。

205 南さつま市 女
30代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
全商簿記１級　日本漢字検定２級
実用英語検定３級　秘書検定３級
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験
（２級表計算技士・２級ワープロ技士）
日商簿記３級
２次元CAD利用技術者試験２級(取得見込)

製造業（通算５か月）
事務（２年２か月）
テレフォンオペレーター
　　（４年１か月）
接客（通算４年１０か月）
警備（２年７か月）

事務
その他

鹿児島市
南さつま市
日置市
南九州市

何事にも前向きに挑戦し、最後まであきらめない粘り強い
性格です。

206 鹿児島市 女
40代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
毛筆書写技能検定３級　秘書技能検定２級
硬筆書写技能検定３級
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験３級表計算技士
日商簿記３級

事務（通算９年３か月）
データ入力（６か月）

事務 鹿児島市
一つ一つ正確に覚えながら、真面目に仕事に取り組みま
す。

製造現場をサポートするためにCADスキル、パソコンスキルを活用した資料作成やデータ処理、そして、企業の経理業務に必要な会計処理等に関する基本的な技能と知識を習得する訓練内容を設定しています。



CADものづくり科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

製造現場をサポートするためにCADスキル、パソコンスキルを活用した資料作成やデータ処理、そして、企業の経理業務に必要な会計処理等に関する基本的な技能と知識を習得する訓練内容を設定しています。

208 南さつま市 女
50代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
介護福祉士
登録販売者
３級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記３級（取得見込）

事務（通算５年９か月）
薬局事務（２年９か月）
介護（９年）
図書館司書業務（７か月）
テレフォンオペレーター
　　（４年）

事務 鹿児島市
私の強みは協調性があるところです。
これからも協調性を活かし、成果に繋がる仕事をしていき
たいと考えています。

209 指宿市 女
50代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
調理師
介護福祉士
日商簿記３級（取得見込）

介護（通算６年）
調理（８年）

事務
介護
（パート可）

指宿市
鹿児島市南部
南九州市

私は以前介護職に就いていました。
すぐに患者様とうちとけあえるコミュニケーション能力が
あり、それが一番の強みでもあります。

212 鹿児島市 女
50代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
小学校教諭・幼稚園教諭２級普通免許
２級ファイナンシャル・プランニング技能士
介護福祉士
AEAJアロマテラピーアドバイザー・アロマテラピーインストラク
ター・セラピスト
日商簿記３級（取得見込）

介護（通算５年２か月）
保険外交員（３年６か月）
レジ・カウンター業務
　　（６年２か月）
歯科アシスタント・受付
　　(２年１１か月)
接客販売(４年１０か月)

事務
接客販売
(パート希望)

鹿児島市
「お金」に関わることに興味があるので、これまでの経験
や資格に「簿記」という武器をプラスして、社交性が活か
せる仕事に従事したいです。

213 鹿児島市 女
40代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
中学校教諭２種免許（保健体育）
食品衛生管理者
日商簿記３級（取得見込）

接客・販売
　　（通算２５年９か月）

事務補助
教育関係
接客

鹿児島市
どこでも真面目に働く自信があります。
社交的な性格を活かすことのできる仕事に従事したいと思
います。

214 鹿児島市 女
40代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
実用英語検定２級
日商簿記３級

事務（通算１４年２か月）
事務
（パート希望）

鹿児島市
私は創意工夫することが好きで、どうすれば効率的にでき
るか考え、形にしていきます。



CADものづくり科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

製造現場をサポートするためにCADスキル、パソコンスキルを活用した資料作成やデータ処理、そして、企業の経理業務に必要な会計処理等に関する基本的な技能と知識を習得する訓練内容を設定しています。

215 鹿児島市 女
50代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
介護職員初任者研修
准看護婦免許
認知症サポーター養成講座
日商簿記３級

事務（２４年）
看護助手（１年）
営業アシスタント
　　（５年１０か月）

CAD製図
事務

鹿児島市
細かい仕事にもコツコツ取組み、必要な技術や知識の習得
には目標を持って取り組みます。

216 鹿児島市 女
40代
前半

普通自動車運転免許(８t・AT限定)
日商簿記３級（取得見込）

接客（通算１６年）
理容（通算６年）

事務 鹿児島市
約２２年間対人業務に従事してきたので、接客マナーやコ
ミュニケーション能力には自信があります。

217 鹿児島市 女
30代
前半

準中型自動車運転免許(５t限定)
３級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記３級
日商簿記２級(取得見込)
２次元CAD利用技術者試験２級(取得見込)

銀行業務（法人・個人営業）
（７年６か月）

事務 鹿児島市
好奇心旺盛で新しいことにチャレンジすることが好きで
す。
モットーは”仕事は楽しく”です。

218 鹿児島市 女
40代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
看護師
日商簿記３級

看護師（１７年）

事務
医療事務
看護師
(パート可)

鹿児島市 周りに左右されずに落ち着いて作業することができます。

219 鹿児島市 女
30代
後半

中型自動車運転免許(８t・AT限定)
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験
（３級表計算技士・３級ワープロ技士）
日商簿記３級

事務（通算１６年２か月） 事務 鹿児島市
何事に対してもひたむきに取り組み、堅実に業務を遂行し
ます。



溶接技術科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

301 日置市 男
60代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
技能講習(ガス溶接・玉掛け）
特別教育(クレーン運転・自由研削用といし取替え・アーク溶接)
准看護師
罠狩猟免許
溶接技能者評価試験（Ａ－2Ｆ）（取得見込）

就労支援（7か月）
看護（通算22年9か月）
機能訓練（3年5か月）

（パート可）
鉄工業
解体業
金属加工製造業

日置市

仕事に対しては真面目にこつこつと行い、職場内の雰囲気
に合わせて気持ちの良いコミュニケーションをとるよう心
掛けています。ここで学んだ知識技術を活かした分野で長
く働くことが目標です。

303 鹿児島市 男
40代
後半

技能講習(ガス溶接・玉掛け）
特別教育(クレーン運転・自由研削用といし取替え・アーク溶接)

飲食店経営（通算10年）
自動車カスタム
業
自動車関係

福岡県
体は健康で丈夫なほうです。以前から自動車に関わる仕事
に興味があり、溶接や金属加工の技術を身につけ、就職に
活かしたいと考えています。

307 鹿児島市 男
50代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
技能講習(ガス溶接・玉掛け）
特別教育(クレーン運転・自由研削用といし取替え・アーク溶接)
車両系建設機械運転
技能講習（フォークリフト・小型移動式クレーン）
第二級陸上特殊無線技士

産業廃棄物全般（2年11か
月）
工場内作業（7か月）
設備警備（1年10か月）

溶接関係 鹿児島市

資格をいろいろ持っています。溶接の訓練に加え、自主的
に取り組んだドローン国家資格（実地試験・学科試験は合
格済）取得に向け最後の追い込みをかけております。これ
らの技能を活かして就職につなげていければと考えていま
す。

308 鹿児島市 男
30代
後半

準中型自動車運転免許（5ｔ限定）
普通自動二輪運転免許
児童発達支援管理責任者
介護福祉士
技能講習(ガス溶接・玉掛け）
特別教育(クレーン運転・自由研削用といし取替え・アーク溶接)
潜水士（取得見込）

児童発達支援（通算6年8か
月）
自衛隊（4年8か月）

溶接関係
教育関係
潜水関係

鹿児島市

自衛隊に入隊していたこともあり、挨拶や体力、気力には
誰にも負けない自信があります。水中溶接にも興味があ
り、自分の好きなことと新たに学んだ知識技能を両方活か
せる仕事を探しています。

309 霧島市 男
50代
前半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
大型特殊自動車免許　中型自動二輪運転免許
安全衛生教育（チェーンソー・刈払機取扱作業者）
車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込・掘削）
介護福祉士
技能講習(ガス溶接・玉掛け）
特別教育(クレーン運転・自由研削用といし取替え・アーク溶接)

介護福祉士（5年）
林業（3年）
観光業（5年）

金属加工
介護
環境整備

霧島市
溶接の職業訓練に日々励み、知識や技術の習得に励んでい
ます。金属加工に関わる仕事の他、施設の環境整備にも興
味があります。

金属加工分野へ従事するために必要な機械図面の基礎からＣＡＤ操作及び溶接作業技術に至るまでの技能及び関連知識を習得します。



ビル管理技術科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

501 鹿児島市 男
50代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
ガス溶接技能講習
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）
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）

商品管理（通算26年3か月）
ルート配送（11か月）

ビル管理 鹿児島市
長年商品の管理に携わってきました。現在は様々な資格の
取得に励んでおります。商業施設などでの設備管理の仕事
に興味を持っております。

502 鹿児島市 男
20代
後半

準中型自動車運転免許(５t限定)
大型自動二輪運転免許　日商簿記2級　ファイナンシャル・プランニ
ング技能士3級　高等学校教諭一種免許（商業）
第二種電気工事士　甲種防火管理者　ガス溶接技能講習
危険物取扱者乙種第4類（取得見込）
消防設備士甲種第4類（取得見込）
フォークリフト運転技能講習（取得見込）

経理事務（1か月）
経営支援員（5年1か月）
窓口営業（1年）

消防設備士
電気工事士
事務
不動産業

鹿児島市
九州エリア

私の強みは行動力です。ある程度計画を立てたらすぐに行
動に移すことができます。必要な資格等も仕事と勉強を両
立して進めることができます。

506 鹿児島市 男
30代
前半

準中型自動車運転免許（5ｔ限定）
大型自動二輪運転免許
第二種電気工事士
技能講習（玉掛け・フォークリフト・ガス溶接）
有機溶剤作業主任者
危険物取扱者乙種第4類
2級ボイラー技士（取得見込）
消防設備士甲種第4類（取得見込）

フィールドエンジニア（通算6
年1か月）
かばん製造工（5か月）

ビル管理
鹿児島市
熊本県

明るく、元気にチームワークを重視して働きます。ビル管
理の他半導体関連の仕事やエアコン設置の仕事にも興味が
あり、チャンスがあれば技術を身に付けたいです。

508 鹿児島市 男
50代
前半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
施設警備業務2級
ガス溶接技能講習
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）
2級ボイラー技士（取得見込）

施設警備（1年9か月）
サービス（10か月）
運輸（9年6か月）
サービス（2年6か月）

ビル管理 鹿児島市

私は几帳面で行動力があり探求心が強みであります。仕事
で関わる人との良好な人間関係を築くことを心掛けており
ます。病院での施設維持管理の仕事に就きたいと考え、
日々訓練に励んでおります。

509 鹿児島市 男
50代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
ガス溶接技能講習
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）
2級ボイラー技士（取得見込）

製茶業（34年） ビル管理
鹿児島市（谷山
エリア）

長期間、無遅刻で勤務しておりました。真面目に勤務する
ことが得意です。もの作りも好きなので手先を動かし何か
を製造する仕事も視野に入れております。

ビル管理・メンテナンス業に従事するために必要な電気設備のメンテナンス、管理作業の基本と給排水衛生設備、空調設備及びビルクリーニング作業に関する技能と基礎知識を習得します。



ビル管理技術科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

ビル管理・メンテナンス業に従事するために必要な電気設備のメンテナンス、管理作業の基本と給排水衛生設備、空調設備及びビルクリーニング作業に関する技能と基礎知識を習得します。

511 鹿児島市 男
60代
前半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
ＨＳＫ漢語水平孝試（中国語検定）四級
ガス溶接技能講習

警備会社での管理職（36年）
（パート可）
業務管理
設備管理

鹿児島市
多様な場所と環境で仕事をしてきており、いろいろな状況
で仕事を遂行できます。職場内での意思疎通を大切にしな
がら仕事を進めていくことができます。

512 南九州市 男
40代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
第二種電気工事士
高所作業者運転者
車両系建設機械運転者
社会福祉主事
甲種防火管理者
ガス溶接技能講習
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）

介護職（通算9年10か月）
土木（8か月）
エンジニア（5年6か月）

ビル管理

南九州市
南さつま市
枕崎市
鹿児島市

以前、通信機器、ＯＡ機器の設置やメンテナンスをしてい
たので機器の修理などできます。病院での施設維持や環境
整備の仕事に就職できればと思っております。

514 霧島市 男
20代
後半

普通自動車運転免許
ガス溶接技能講習
第二種電気工事士（取得見込）
2級ボイラー技士（取得見込）

接客兼調理（10年）
左官（1年9か月）

ビルメンテナンス

鹿児島市
福岡県
大阪府
首都圏エリア

自分には忍耐力があります。学生時代は陸上やサッカーを
しており体力やチームワークには自信があります。ホテル
やオフィスビルの建物維持管理の仕事に興味があり、日々
訓練に励んでいます。

515 薩摩川内市 男
50代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
第一種大型自動車運転免許
土木施工管理技士
危険物取扱者乙種第4類
ガス溶接技能講習
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験3級（ワープロ・表計算）
第二種電気工事士（取得見込）
2級ボイラー技士（取得見込）

家電配送・設置（3年3か月）
ダンプ運転手（12年10か月）
自動車部品製造業（7年2か
月）
土木作業員（5年3か月）

ビル管理業務 薩摩川内市
多種多様な業務に対応する柔軟性はあると思います。地元
での就職を希望しておりますので訓練で学んだ事が活かせ
そうな仕事を幅広く検討しています。

516 伊佐市 男
40代
後半

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
ガス溶接技能講習
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）
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）

自動車製造工（3年）
食品製造（6か月）
スーパー経営（19年7か月）

技術職
製造職
品質管理業務

鹿児島県
全国

体の強さと忍耐力には自信があります。仕事と同様訓練に
おいても辛抱強く研鑽を積み、新しく得た知識技術で社会
貢献に取り組みたいです。



ビル管理技術科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

ビル管理・メンテナンス業に従事するために必要な電気設備のメンテナンス、管理作業の基本と給排水衛生設備、空調設備及びビルクリーニング作業に関する技能と基礎知識を習得します。

517 鹿児島市 男
30代
後半

準中型自動車運転免許（5ｔ限定）
ガス溶接技能講習
第二種電気工事士（取得見込）

コンビニエンスストア接客販売
（8年）

販売業
接客業
電気工事関連の仕
事

鹿児島市

店長経験で培った経験を活かして誰とでも話すができま
す。どんな仕事や環境でも弱音を吐かずスキルを積み、長
く働くことの大切さを実践してきました。今後は第一種電
気工事士の資格取得を視野に頑張ります。



住環境計画科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

601 南九州市 男
20代
後半

準中型自動車運転免許(５t限定)　普通自動二輪運転免許
介護福祉士
建築ＣＡＤ２級(取得見込)
福祉住環境コーディネーター２級(取得見込)

介護支援（４年６か月）
接客販売(7か月)

福祉用具関連
住宅関連

南九州市
鹿児島市

私の強みは優しさです。
介護職で培った対応力で、相手の方に寄り添い、安心でき
るサービスをお届けします。

602 姶良市 男
40代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)　普通自動二輪運転免許
危険物取扱者丙種　JIS半自動溶接技術検定
技能講習（玉掛け）
特別教育(アーク溶接・フルハーネス型墜落制止用器具)
職長・安全衛生責任者教育
建築ＣＡＤ２級(取得見込)
宅地建物取引士(取得見込)

営業・配送・施工管理・ドロー
ン操作(９年１０か月)
溶接(５年１か月)
配送(10か月)

営業
CAD関連
積算

鹿児島県
福岡県

難しい課題を期限内にやり遂げるために、時間の使い方を
見直し、より効率よく進める方法を考え実行します。

603 鹿屋市 女
30代
前半

準中型自動車運転免許(５t限定)
ワープロ実務検定１級
看護師
実習指導者研修修了

看護師(通算１１年７か月) 看護師 鹿児島県内
仕事への忍耐力と新しい環境への適応力には自信がありま
す。

604
いちき串木野
市

女
20代
前半

普通自動運転車免許(AT限定)
パソコン利用技術検定３級
レタリング技能検定３級
基礎製図検定
有機溶剤作業主任者

製造業(２年５か月)

事務
インテリアコー
ディネーター
CADオペレー
ター

いちき串木野市
薩摩川内市

負けず嫌いな性格で、慣れないことでも何時間も練習して
うまくなれるよう努力します。

605 霧島市 男
40代
後半

中型自動車運転免許(８t限定)
技能講習(フォークリフト運転・職長・安全衛生責任者教育)
特別教育(自由研削用といし取替え)
食品衛生責任者登録講習会修了
建築CAD２級(取得見込)

運送業(通算９年)
産卵鶏管理(１年７か月)
ユニットバス施工
　　(６年３か月)

造船
住宅・リフォーム
関連

霧島市
鹿児島県内

多種多様な仕事を経験してきたので、幅広い分野に対応で
きます。

住宅の新築・リフォーム分野の仕事に従事するために必要な住宅内部の構造や機器、住宅営業及びエコ製品・福祉住環境の技能・関連知識を習得します。



住環境計画科

整理番号 住所 性別 年齢 資格・特技等 職業経験 希望職種 希望勤務地 自己PR

住宅の新築・リフォーム分野の仕事に従事するために必要な住宅内部の構造や機器、住宅営業及びエコ製品・福祉住環境の技能・関連知識を習得します。

607 鹿児島市 女
40代
前半

中型自動車運転免許(８t限定)
販売士検定３級
第二種衛生管理者
登録販売者(医薬品)
建築CAD検定２級(取得見込)
福祉住環境コーディネーター２級(取得見込)
カラーコーディネーター(取得見込)

小売店における
接客販売・仕入・売場管理・会
計庶務業務
　　(２１年６か月)

CADオペレー
ター
住宅営業
建築設計

鹿児島市
日置市
南九州市

明るい笑顔と接客に自信があり、ものづくりやパース画を
描くなど、細かい作業が得意です。
これらの能力を発揮して活躍できたらと考えています。

609 鹿児島市 女
30代
前半

準中型自動車運転免許(５t限定)
ビジネス実務マナー技能検定３級
秘書技能検定３級
サービス接遇実務検定準１級
日本語ワープロ検定２級
建築ＣＡＤ２級(取得見込)
福祉住環境コーディネーター２級(取得見込)

インフォメーション業務
　　(１年５か月)
百貨店レジ業務(４か月)
貨客船乗務員(接客)
　　(１０年３か月)

住宅・リフォーム
関連
ショールームでの
接客
CADオペレー
ター
設計

鹿児島市
日置市

何事にも好奇心旺盛に取り組み、お客様や周囲の人への配
慮を常に心がけています。
これまでの経験を活かし、新たな仕事に挑戦したいと思っ
ています。



ポリテクセンター鹿児島

受講者係　就職担当者　　行

（FAX　099-254-3758）

（TEL　099-254-3788）

（貴社名）

（貴住所）

（貴電話番号）

（貴担当者名）

（希望される項目に〇印及び記載をお願いします。複数でも結構です。）

１　科や個人を限定せず全体的に求人を希望します。

２　指定した科について求人を希望します。

・溶接技術科　・ＣＡＤ/ＮＣ技術科　・電気設備技術科　・電気工事実践科

・ビル管理技術科　・住環境計画科　・ＣＡＤものづくりサポート科

3　下記訓練生について求人を希望します。

整理番号 訓　練　科　名
応募の

有無
理　由

見学・説明会

希望

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

4 　説明会・見学会の開催の可否について〇をつけてください。

可 否

可 否

可 否

<留意事項>

　※１ FAX送付時に求人票（写し）を同時に添付してください。

　※２ 訓練生への問合せに対する回答には、10日前後かかります。

  また、ご希望に添えず「辞退する」場合がありますので、あらかじめご了承ください。

　※３ FAX到着後、内容確認のため折り返しご連絡を致しておりますが、万が一ご連絡がない場合

　には恐れ入りますが就職支援室　TEL　099-254-3788　までごお願いします。

求人お問い合わせ票
年　　月　　日

　　　　　　－　　　　　－

（　　ポリテク使用欄　　）

職　　種

※ご指名をいただきました訓練生が応募を希望した場合、なるべく面接をしていただくようお願いしております。

会社説明会（ポリテクセンターでの開催） 応募の意思があれば可

会社説明会（貴社での開催）　　　　　　 応募の意思があれば可

会社見学会（貴社の見学）　　　　　　　 応募の意思があれば可



ポリテクセンター鹿児島

受講者係　就職担当者　　行

（FAX　099-254-3758）

（TEL　099-254-3788）

（貴社名）

（貴住所）

（貴電話番号）

（貴担当者名）

（希望される項目に〇印及び記載をお願いします。複数でも結構です。）

１　科や個人を限定せず全体的に求人を希望します。

２　指定した科について求人を希望します。

・溶接技術科　・CAD/NC技術科　・電気設備技術科　・電気工事実践科

・ビル管理技術科　・住環境計画科　・ＣＡＤものづくりサポート科

3　下記訓練生について求人を希望します。

整理番号 訓　練　科　名
応募の

有無
理　由

見学・説明会

希望

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

　　　　　　　　　科

4 　説明会・見学会の開催の可否について〇をつけてください。

可 否

可 否

可 否

年　　月　　日

「求人お問い合わせ票」記載要領

　　　　　　－　　　　　－

（　　ポリテク使用欄　　）

職　　種

会社説明会（ポリテクセンターでの開催） 応募の意思があれば可

会社説明会（貴社での開催）　　　　　　 応募の意思があれば可

会社見学会（貴社の見学）　　　　　　　 応募の意思があれば可

科や個人を限定せずに、全体的

に求人を希望される場合。

科を指定して求人を希望される場合。

訓練科名に〇をつけてください。（複数で

も結構です。）

・個人指名の求人を希望される場合。

・上記１又は２で全体や科を指定された上で個人

指名を希望される場合は３にもご記入ください。

個人指名をする場合は人材ニュース

の左端の「整理番号」と「訓練科

名」をご記入ください。

「求人票に記載され

た職種」を記入して

ください。

この欄は記入しないで

ください。

上記の３つの中から選んで、〇をつけてく

ださい。



 ポリテクセンター 鹿児島 専用求人票
（鹿児島職業能力開発促進センター） TEL 099-254-3788 FAX 099-254-3758

 

年齢
通勤　　　　　　　人
住込　　　　　　　人
不問　　　　　　　人

 

学　歴

必要な
経験・免許

資格等

　　億　　　　万円 労働組合 有・無 時間外

当事業所
企業全体

退職金
制　度

有・無

ａ
＋
ｂ

　※１ 必要事項をご記入ください。回答事項が記載されている場合は必要なものに○印をするか、または必要ないものに＝印をしてください。

　※２ 略図について、既存のものがある場合は、それを添付していただいても結構です。

令和　　 年　　 月　　 日　

事業所名（フリガナ）
採用
職種

採用人数 人　

所 在 地　　　〒　　　　-　　　　　　　　　　☎　　　　　-　　　　　-

就業

場所

（　　　　　　　）線（　　　　　　　）駅・バス停から徒歩（　　　　　　）分

雇用形態

雇用期間

会社の

特　長 仕
事
の
内
容

　　（主な仕事）

事　業

内　容
（品目） 作業遂行上不可

とする身体条件

　　(履修科目など）

資本金 創 業 西暦　　　　　　年

就
業
時
間

　　　　　　　　　　人
　　　　　　　　　　人

（うち女子　　　　　　　　　　人）

加　入
保険等

雇 用 ・ 労 災 ・ 健 康 ・ 厚 生 ・ 退 職 金 共 済 ・ 財 形

従　業
員　数

　完全・隔週・その他

　　（　　　　      　　　　　　　）

定年制 有（　　　歳）・無 再雇用 有 ・ 無 勤 務 延 長

交
替
制

有
 
・
 

無

①　　　時　　　分～　　　時　　　分

②　　　時　　　分～　　　時　　　分

③　　　時　　　分～　　　時　　　分

　月給制 ・ 日給月給制 ・ 日給制 ・ 時間給制 ・ その他（　　　　　　　　　　　） 賃金支払日 　毎月　　　日　・　その他
有 ・ 無

休
日

日曜・祝日・（　 　　　）曜
その他（　　　　　　　　　）

　　　年間　　　　　　　日
　月平均

　　　　　　　　　時間

　
　　　    　　時　　　　　　       　分から
　
　　　　    　時　　　　　　       　分まで

　　　土曜
　
　　　　　    時　　　　　       　　分まで

賃金形態

週

休

二

日

制

その他の手当等付記事項 賃金締切日

　　即決、　（　　　　）日後    ＜備 考＞

　毎月　　　日　・　その他

（ベースアップ込みの前年度実績）

　
　　　　　　　 　　円  ～　　　　　　　円
(前年度実績）
　　　　　年　　　　　回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万円

住　宅 単身用　有（入居可 ・ 不可） ・ 無 世帯用　有（入居可 ・ 不可） ・ 無

毎
月
の
賃
金

（
税
込

）

ａ基本給（月額換算 ・ 平均労働日数　　日)
　
　　　　　　　　　    　円  ～　　     　　　　　　　円

選
　
考

選考方法

　書類選考、 筆記試験　 面接
　その他（　　　　　　　　　　　　）

就業（選考）場所までの略図
（もよりの駅・バス停からの道順)

もよりの駅・バス停から徒歩（　　　　）分

昇
 

給

ｂ定額的に　　　　　手当　　    　　円
　支払われ
　る手当　　　　　　手当　　　    　円

応募書類

　　履歴書、　職務経歴書
　　その他（　　　　　　　　　　　）

　　  　  　　　　　円 ～　　　　      　　　　円 賞
 

与

選考結果 通勤手当 全額  ・  定額（最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　円まで） ・ 無

担
当
者

部署名

氏名

一律


