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ビジネスワーク科 １２名

訓練期間 令和４年１０月３日～令和５年３月３０日

令和４年度 第４号

 

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釧路訓練センター

ポリテクセンター釧路

３月訓練修了予定者

建設荷役車両運転科 １２名





 

 

１．人材情報について 

 

人材情報（令和５年３月修了予定者）掲載内容 

・建設荷役車両運転科 ・・・ １２名  

・ビジネスワーク科・・・・・ １２名 

 

２．訓練の紹介 

 

建設荷役車両運転科 6ヶ月訓練 

各種建設機械の構造、機能、取扱いの概要と関

係法令、運転に関する技能及び関連知識、点検整

備について習得します。 

荷役運搬機械を使って荷物の運搬・積込み作業

の運転に関する技能及び関連知識を習得。クレー

ン等を用いて各種荷役作業をするための運転並

びに玉掛け作業に関する技能及び関連知識を習

得します。 

訓練中に取得可能な資格（任意受験） 

・車両系建設機械(整・運・積・掘)運転技能講習 

・車両系建設機械(解体用)運転技能講習 

・ショベルローダー等運転技能講習 

・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 

・玉掛け技能講習 

ビジネスワーク科 6ヶ月訓練 

財政会計実務、税制、管理会計実務、卸・

小売業の経理、一般総務事務、業種別帳票作

成課題、情報技術と分析技術の実務的な知識

と記帳処理を習得すると共に、パソコンを用

いて実務への活用技法を習得します。 

 

 

 

訓練中に取得可能な資格（任意受験） 

・簿記検定   2・3級（日商、全経） 

・ワープロ検定各種 

・表計算検定各種 

３．お問い合わせ先等 

 

 (1) 

 

 (2) 

 

 

 (3) 

 

 

 (4) 

求人に関するお問い合わせは、職業相談員または各科の

担当者までお願いします。 

求人を希望される場合、「ポリテクセンター釧路」求人

申込書に必要事項をご記入の上、求人票等と併せて FAX

または郵便にて送付願います。 

今回ご紹介する訓練生は、既に就職活動を行って就職が

決定している場合もありますので、その場合はご容赦の

程お願い致します。 

当センターが紹介する訓練受講者は雇用関係助成金の

対象とはならないことを予めご承知おきください。 

 

 

〒084-0915 

釧路市大楽毛南 4丁目 5番 57号 

 

北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター 

ポリテクセンター釧路 

ＴＥＬ 0154(57)5938  ＦＡＸ 0154(57)8130 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部 





ＮＯ.1

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

倉庫荷役
建設土木業

常用

建設業

常用

拘らない

拘らない

拘らない

常用

　前職では、肉体労働をしていたので体力や力には自信はありますが、仕
事に必要なスキルや資格がないので、ポリテクセンターで取得した資格を活
かせる仕事に就きたいと考えています。

　現在、大型自動車免許取得に励んでいます。釧路市3 24 男

中型自動車運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
玉掛け技能講習修了
大型特殊自動車運転免許
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了
巻上げ機運転特別教育修了
足場の組立て等特別教育修了

接客業（7ヵ月）
土木・鳶業（1年2ヵ月）

釧路市

釧路市

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

建設荷役車両運転科　　　（令和4年10月3日入所、令和5年3月30日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

1 58 男

車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
玉掛け技能講習修了
ガス溶接作業者特別教育修了
伐木等の業務に係る特別教育修了
走行集材機械に関する特別教育修了
はい作業主任者技能講習修了
簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の
運転の業務に係る特別教育修了
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
技能講習修了
普通救命講習修了

林業（35年）

釧路市

　林業に長きに渡り従事してきました。
業務では、植栽、下刈、除伐、枝打、間伐、集材など、多岐に渡っており、天
候や作業状況が日々刻々と変わることもありましたが、長年の経験と周りに
気を配る注意力と仲間との協調性を持ち、安全第一に勤めてきました。

　林業は、すぐ成果が出る産業ではありませんが、小さな苗木が少しずつ成
長したり、山に道を入れ、間伐などの手入れをすることで、かつて放置され
ていた森林に光が入って見違えるような風景になったり、と日々の積み重ね
が目に見える瞬間もあり、やりがいに繋がっていました。

　現在、ポリテクセンターでスキルアップに励み、資格を活かした就職を目指
しています。

海上工事60％　陸上工事40％
国土交通省60％　道・県　30％　民間　10％
工事規模　3億～10億
作業所長　30年・管工事、積算

　現場責任者として、作業所長を30年、30億～10億の工事を担当、マネージ
メントを経験。40歳代から営業活動も開始して工事と営業を担当し、官庁工
事の入札、大型建築物件、宅地造成工事の受注に協力しました。
　近年、技術者は発注者の制約で実績重視で、工事内容が偏る傾向にある
中、港湾、漁業、下水、宅地造成工事に対応してきました。

今後は、技術と資格を活かした就職を目指していきたいと思っています。

4 52 男

普通自動車第一種運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
訪問介護員2級養成研修課程修了

製造業（15年）
介護職（3年）
サービス業（5年）

　前職の自動車製造の仕事は、ネジ1本、部品1つでも欠けてしまうと、完成
しても後々問題になるかもしれないので、作業工程が単調な作業だからこそ
集中力と正確性が必要でした。

　介護職では、人とのコミュニケーション、思いやり、障がい者の方や利用者
の方に対して間違いやトラブルにならないよう細心の注意を払い、任された
仕事には、責任を持って取り組んでまいりました。

　私はコツコツと地道な努力を積み上げる力に自信があります。たとえ、すぐ
に結果が出なくても地道な努力を継続することができます。

2 62 男

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
1級小型船舶操縦士免許
1級土木施工管理技士
監理技術者資格者
海上工事施工管理技術者
水産工学技士
ＣＰＤＳ技術者
可搬形発電設備専門技術者
潜水士

土木施工管理（42年）



ＮＯ.2

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

建設荷役車両運転科　　　（令和4年10月3日入所、令和5年3月30日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

運送業

常用

拘らない

常用

拘らない

常用

拘らない

パート

中型自動車運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了

障害福祉サービス業（2年）

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
3級自動車シャシ整備士
ガス溶接作業者技能講習修了
運行管理者（貨物）
大型特殊自動車免許

整備士（5年）
営業（5年）
運送業（35年）

整備士（5年）

65 男

私は、これまでサービス業と団体職員を経験して参りました。サービス業で
は、給油所所長として、顧客管理及び売上・在庫管理を行い、常にお客様の
目線に立ち接客することを心掛けていました。また、団体職員での業務で
は、保険業務・畜産管理・混合飼料作成、管理、農地管理などに携わって参
りました。
　
　これまでの経験で、重要なのはコミュニケーションだと感じています。お互
いの価値観を共有し、深める事が職場の仲間として大切だと考えています。
また、仕事への考え方は、どんな仕事でもやれば出来るいう信念が大事だ
と思っています。

　現在、以前から興味を持っていた、建設業や荷役業の資格取得に励んで
おり、資格を活かした就職を目指しています。

釧路市

25

　前職では、自動車販売業において車両整備職や営業職に就いておりまし
た。その後、運送業に就き、安全運転はもちろんのこと接客マナーや営業の
ノウハウを学び、ドライバー職に9年間、業務役職者として26年間勤めて参り
ました。

　ドライバー職では、お客様に直接感謝の気持ちを言われることも多く、重た
い荷物を汗をかいて運んでいるとき、精神的・肉体的に疲れていても、お客
様に「ご苦労さま」「ありがとう」と言ってもらえただけで、また頑張ろう！とい
う気持ちとともにやりがいも感じていました。役職者になった時にも、その気
持ちは忘れずに役職者として本来あるべき姿、方向性を自分に問いかけな
がら、また、周りの先輩方に相談しながら業務を全うして参りました。

　これまでの経験と現在のポリテクセンターで各種作業車両の運転技術に
ついてスキルアップを目指しております。今後は、幅の広い職種で活躍でき
る人材になりたいと思っています。

釧路市

釧路市

釧路市

　私は大学卒業後、福祉サービス業に2年間勤めました。在職中は、相談支
援業務のほか、経理業務や出張を伴う業務もありました。出張先は、主に根
室で、最初のころは、慣れない道での運転で、道路の形態や先の状況がわ
かりづらいため、慎重な運転を心掛けていました。
　段々と慣れれくると、自分のペースで走ることができ、地理に詳しくなると
運転時間を短縮できたり、運転中のひとりの時間を工夫することが楽しさに
変わり、車を運転する仕事に大変興味を持つようになりました。

　車を運転し、「人々の生活を支えている」「社会の役に立っている」ことを実
感できる運送業に就きたいという思いが、日に日に大きくなり、　退職後に、
中型免許を取得しました。

女5

7

準中型自動車運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
丙種危険物取扱者免状24 男

　前職の整備職では、トラックの整備や板金などに携わりました。私は、元気
と何事も諦めないで努力することができます！！

6 60 男

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
危険物取扱者免状乙種　第4類

サービス業（20年）
団体職員（22年）

8



ＮＯ.3

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

建設荷役車両運転科　　　（令和4年10月3日入所、令和5年3月30日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

拘らない

拘らない

拘らない

拘らない

製造及び倉庫
管理業

常用

拘らない

常用

豊頃町

白糠町

釧路市

　釧路市の基盤として発展してきた水産業に22年間、携わってまいりまし
た。業務では、スケトウダラの冷凍すり身や魚の切り身加工、フォークリフト
オペレーターなどに従事し、毎日、何百・何千といった商品にすべて同じもの
を作らなければならない丁寧さとコツコツと作業を集中し継続する力が必要
でした。

　私の強みは「何事にも真面目に取り組む」ところです。この強みにより、困
難なことがあっても、工夫して乗り越え解決し続けることができました。

　ポリテクセンターで学んだ重機操作の難しさや楽しさを活かせる、建設業
の就職を目指しています。

11 44 男

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
全経　簿記検定2級
全経　情報処理能力検定2級
食品衛生責任者　修了

広告業（写真）　（14年6ヵ月）
小売販売業（9年4ヵ月）

13 41 男

中型自動車運転免許（9ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了

水産業（22年）
輪業（5年）
製造業（1年）

釧路市

これまでに、広告・人物を主とした撮影業務や販売管理を主とした小売業に
従事しておりました。広告業では、店舗管理者であったため、商品管理・通
販業務の立ち上げ・仕入・出荷・販売戦略の業務と多岐に渡っておりまし
た。
　ＤＸ、ＷＥＢ3、ＡＩ、メタバース等の次世代の技術による販売戦略、現場改
善等に関心を持っています。一見関係がないように思えますが、各実作業
や現場を繋ぐものと考えています。
　これまでに経験していない知識や技術、業務に対して向上心を持ち、これ
からも学んでいきたいと考えています。

　現在、ポリテクセンター釧路にて重機操作、荷役の知識や資格を得るため
日々訓練に励んでおり、自身のスキルや視野の幅をさらに広げ、今後は、
製造・出荷管理、または物流関連の職業に就くことを希望しております。

（大型特殊自動車免許取得予定）

　何でも出来ます！タイヤローダーやトラクターの運転にも携わってきまし
た！

　何時も思いやりの心を忘れずに、何事にも正面から向き合うことが出来る
と自負しています！

10 56 男

普通自動車第一種運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了

医療用機器・医療関連
　　　　　　　　　（23年11ヵ月）
公務員補助
　　　　（会計年度職員3年3ヵ月）
土木業（2年9ヵ月）
設備管理業（1年11ヵ月）

　前職では、義肢・装具の製作に携わっていました。医師の処方のもと、患
者さんの採型・採寸をおこない、義肢装具を製作する医療専門職でした。

　私は、以前より、モノを作ることを得意としており自信があります。

　現在、ポリテクセンターで建設機械の知識や技術を学び、資格を活かした
就職を目指しております。

9 51 男

普通自動車第一種運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）修了
車両系建設機械運転技能講習（解体用)修了
フォークリフト運転技能講習修了
大型自動車第一種免許
大型特殊自動車運転免許

配送業（13年5ヵ月）
製造業（7年1ヵ月）
機械オペレーター作業員
　　　　　　　　　　　　（10年4ヵ月）





ＮＯ.1

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

薬局事務
医療事務
一般事務

常用

拘らない

常用

教育関係
出版・編集

常用
派遣

パート

釧路市

2 38

60

私は前職のコールセンターにてカスタマーサポートおよび業務研修担当業
務に従事してきました。他者をサポートすることが得意で、クレーム対応や
従業員同士のトラブル等コミュニケーション力が求められる場面で貢献して
きました。

今後もそうした自分の得意分野を活かしてお役に立ちたいと考えておりま
す。

普通自動車第一種運転免許
全経簿記検定2級（商業・工業）
秘書検定3級
CS試験ワープロ技士3級
CS試験表計算技士3級

釧路町

明るく協調性のある性格と真面目で丁寧な勤務態度を評価されてきまし
た。人との関わり方や相手の気持ちを考えて接する事を学び、細かな観察
や気配り、臨機応変な対応を心掛けました。これからも、お客様、同僚と新
たな人間関係を築きながら勤務していきたいと思います。

職業訓練センターでは、簿記やパソコンをはじめ、事務職に必要な知識・実
践を学んでおります。こうした知識・スキルを活かし、丁寧な作業や細かな
見直しなど一つ一つの業務をしっかりと行って参ります。

1 31 女

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業）
保育士資格
幼稚園教諭二種免許状

保育職（約10年）

一般事務（3年）
コールセンター業務（10年）
飲食店（4年）

3

女

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和４年１０月３日入所、令和５年３月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

人と接する仕事を長く務めてきました。協調性、コミュニケーション能力には
長けていると考えています。自分がこれまで培ってきた経験を次の世代に
伝える仕事をしたいと考えています。

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業・工業）
小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状(社会科)

編集出版業務（3年3ヶ月）
新聞記者・編集・企画（30年）

男釧路市



ＮＯ.2

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和４年１０月３日入所、令和５年３月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

事務職

常用

事務職

常用
パート

事務職

常用

5

7 33 女

50 女

一般事務（約20年）
栄養士（6ヶ月）
講師補助（5年）

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業）
全商簿記検定1級
全商珠算・電卓検定2級
全商情報処理検定2級

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業・工業）
栄養士免許

食品製造の現場では、時間を徹底的に管理し少人数で品質の高い製品を
提供する技術を学びました。また、全体の作業工程を把握した上で計画を
立て、時間配分し実行することを心掛けました。仕事覚えが人よりも早く、
限られた時間での勤務でしたが専門技術を習得することが出来ました。

前職で身に付けた1) 同僚との作業分担やコミュニケーションなどの協調
性、2) ルーティンワークにも細かな配慮を忘れないこと、はこれから目指す
事務職でも活かすことが出来ると思います。

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業）

食品製造（6ヶ月）

私は人と携わることが好きで、これまで事務職や受付業務など、主に人と
関わる仕事に従事してきました。社内・社外を問わず円滑に業務が遂行す
るよう同僚・お客様と連携しながら努めてきました。

現在ポリテクセンターにて簿記・会計実務を学び直しております。これまで
の経験と培った知識を活かし、即戦力として貢献したいと考えております。

前職で約20年間事務員として勤める中で、経理総務に携わり簿記への興
味を持ちました。”専門的な知識を身に付けたい”との意欲からポリテクセン
ターで商業簿記を学び、資格を取得しました。前職では商品売買や商品手
配等も経験しており、臨機応変に業務に向き合えることが強みです。

現在は更なる上級資格取得を目指しております。

新しい職場でもチャレンジ精神をもって粘り強く、しっかりと業務に向き合っ
てまいります。

旅行事務及び添乗員（1.5年）
運行管理事務および接客（8.5年）
経理事務（8ヶ月）

19 女釧路市

釧路市

白糠町

9



ＮＯ.3

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和４年１０月３日入所、令和５年３月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

経理・会計事務

常用

事務職全般

常用

営業職
事務職

常用

一般事務
総務事務
経理事務

常用

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業・工業）
栄養士免許
情報処理検定日本語ワープロ試験2級
情報処理検定表計算2級
漢字検定準2級

栄養士（3年）
コールセンターオペレーター（2年）

10 28 女

12 57 男

私は事務職を目指しています。昨春に大学を卒業し、現在はポリテクセン
ターでさらなる能力向上に努め日商簿記3級に合格しました。これから、パ
ソコン関連の資格取得と共に日商簿記2級合格に向けて勉強を継続して参
ります。

私には相手の立場に立って物事を考える「共感性」があります。人に何かを
教えたり伝えたりする際は、相手が分からないことを前提に丁寧に、知らな
い言葉を避け身近な事に例えるなどして、その人にとって理解しやすい言
葉選びを心掛けています。こうした素養と資格を事務職に活かしていきたい
と考えています。

普通自動車第一種運転免許
全経簿記検定2級（工業）
大型自動車免許
大型特殊自動車免許
大型自動二輪車免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習

営業（約35年） 35年の営業経験があり、ルートセールス、来店型個人への販売、公共事業
の入札、入札書類作成、提案型営業と様々な業務に携わってきました。営
業だけではなく、例えば除雪、荷物の積込み等のサポート業務やパソコン
入力作業でもお役に立つことが出来ます。

現在、簿記・会計の資格取得に励んでおります。私の強みである「情報を収
集しサービスを提供する」能力を活かし、再就職を目指しております。

23 男

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級
全商電卓検定3級
全商情報処理検定2級
            （ビジネス情報部門）

新しい知識を習得することが好きで、飲み込みが早いことが私の強みで
す。ポリテクセンター入所後、約1ヶ月半の勉強で日商簿記3級と全経簿記2
級（商業・工業）の3つの試験に合格することが出来ました。今後はコン
ピュータ会計と日商簿記2級の取得を目指しています。

前職では管理者補佐、学生時代の部活動では副部長を経験しました。サ
ポートする役割にやりがいを感じるため、事務職として会社を支えたいと
思っています。

24 女

普通自動車第一種運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定2級（商業・工業）
全商珠算電卓検定1級

医療業務補助（3年）
サービス業務（1年）

前職は医療業務に3年携わりました。コロナ禍で細心の注意・配慮が求めら
れる厳しい状況でしたが、同僚と協力しながら務めました。また、この期間
に新人教育を担当した経験もあります。面倒見が良く拘らない性格で、友
人からは「気安く話しかけやすい」と言われます。

現在、上級資格取得やパソコンのスキルアップに励んでいます。日商簿記3
級と全経簿記2級に合格し、またワード・エクセル・パワーポイント、簿記、電
卓などを高校で学びましたので、事務職に必要なスキルはしっかりと身に
付いています。

11

13 釧路市

釧路市

白糠町

釧路市



ＮＯ.4

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和４年１０月３日入所、令和５年３月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

事務職

常用

一般事務

常用
派遣

パート

16 35釧路市

私は慎重な性格で、業務では何事にも確認を怠らないように取り組んで参
りました。周囲からは責任感が強く、視野が広いと言われます。

前職では一般事務員として、Word・Excelを実務で使用し、不明点があれば
自分で調べ対応しながらデータ収集や作成、資料整理等行ってきました。
また、コミュニケーション力には自信があり、電話対応や来客応対業務など
では丁寧な対応を心掛けておりました。

現在は職業訓練校にて、資格取得に向けて一生懸命取り組んでおります。
これからも積極的に業務に必要な知識や資格取得を目指し、長期的に企
業に貢献して参ります。よろしくお願い致します。

高校卒業後、車両パーツ製造関連業務に就き2年半勤めました。業務の中
で幅広い年齢の方々に指示する機会があり、コミュニケーションスキルを磨
くことが出来ました。コツコツと積上げる業務が得意で、また誰かをサポート
することが好きである自分の特性を活かしたいと思い事務職への転職を決
心しました。

現在はエクセルやワード、会計・簿記を学び、早期就職を目指しておりま
す。

21 男

普通自動車第一種運転免許
全経簿記検定2級（商業）
乙種４類危険物取扱者
計算技術検定試験3級
品質管理検定3級

製造オペレーター（2年6ヶ月）

女

普通自動車第一種運転免許
全経簿記検定2級（商業）
ビジネス能力検定3級
ホームヘルパー2級

看護助手（4年6ヶ月）
一般事務（3年）
接客業（3年）

14 釧路市



No.

年  月 日

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釧路訓練センター（ポリテクセンター釧路）訓練課　あて

TEL：0154-57-5938　FAX：0154-57-8130
ご担当者名

※「ポリテク釧路求人票」を送付される場合は、「自己申告書」も併せてご提出ください。 TEL

FAX

公開する科名にチェックを付けてください。

※ 指名求人 は指名された者が応募を希望した場合、必ず面接を実施してください。

人材情報発行号 修了予定月 訓 練 科 整理番号 住所 年齢 受付日 配付日 回答日

1 令和   年度 第  号  月修了

2 令和   年度 第  号  月修了

3 令和   年度 第  号  月修了

4 令和   年度 第  号  月修了

5 令和   年度 第  号  月修了

ポリテクセンター釧路

氏 名

〒

セ ン　タ　ー　処　理　欄

〇  訓練科の受講者全員  に求人を公開する場合、

〇  受講者指名求人  を行う場合、 下表の太枠内  に必要事項をご記入ください。

□建設荷役車両運転科、□電気システム科、□ビジネスワーク科 住   所 

E・mail

企業様回答日

「ポリテクセンター釧路」求人申込書

貴 社 名

〇「ハローワーク求人票」 または  求人番号   -  -
 若しくは 「ポリテク釧路求人票」 と併せて送付願います。

※ 求人票の有効期間につきましては、受付年月日から３ヶ月間とさせていただきます。
求人を継続する場合は、改めて求人申込書及び求人票をご提出ください。





（ポリテク釧路様式１）

＊原則不問（※１）

紹介期限日：受付年月日から３か月間

５．その他

歳まで）

無

備考

有（ ） 無

＊上記「有」の場合、労働条件変更の有無と内容を記入

１ヶ月 １年

その他（

利用可能な
託児所

労働組合有 無 有

無勤務延長 有（無歳まで）

無
住　　宅

（世帯用）

契約更新の可能性雇　用　期　間

（

雇　　 用　　 形　　 態

無　＊常用

有（ ）

無料駐車場 有 無）

なし

１週間

労働
時間制

（該当する場
合のみ記入）

就業時間に関する特記事項

円・年額 円

筆記具

面接時に持参先に郵送

単位変形

有 無

即決 （

）

分

裁量

採否
決定

※ポリテクセンター釧路求人票を送付していただく際は、必ずハローワークにおける求人不
受理の要件に当てはまらないことを「自己申告書」のチェックシート各項目でご確認していた
だき、事業所名等記入ご捺印の上併せて送付願います。

試
用
期
間

休日等

土

週休二日制

完全 隔週
年間休日数

日
年次有給休

有（ ）ヶ月 無

20180401

日給

連絡先 TEL： FAX：

＜ポリテクセンター釧路お問い合わせ先＞

）日後

所属部署
役　職

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　名

備
　
考

・採用実績の（□有・□無）

・見学(会社) （□有・□無）

担
当

印鑑 その他（ ）携行品

日 祝

分分 ～ 時

　　　　訓練課就職支援担当　TEL：0154-57-5938　FAX:0154-57-8130

日

特定曜日のみ②③ フレックス

③

無定　年　制

マ イ カ ー
通　  　勤

可（ 不可

住　　宅
（単身用）

有

退職金共済

再　雇　用 有（

有（一律 歳）

退 職 金
制　 度

加入保険等
雇用 労災

有（
～ 時② 時 分

時） 無

有
時 分 ～

健康保険 厚生年金

交替制

＊以下は「有」又は特定曜日の場合のみ記入

財形貯蓄 （ ） ①

無

時 分

有 月平均（ ）時間
応募
書類 【履歴書 職務経歴書

分 休憩時間 分
人

無

）
就業時間 時 分 ～ 時

実技 その他 ＊左記の内容 （

】時間外
労　 働

ポリテクセンター紹介状

回 年間合計 ヶ月分

資　本　金 万円 創　業 西暦 年

選
　
　
考

方法

従業員数
当事業所： 人 （うち女性： 人） 筆記

企業全体：

無

無

経　 験
免   許
資格等

※１ 年齢制限の理由が「長期勤続によるキャリア形成を図るため」の場合、経

験は要件にできません 賞
与

＊前年度実績をご記入ください

有 ・年間

円 ～ 円）

～

面　接 日時： 場所：

＊ベースアップ込みの前年度実績をご記入ください

有（

賃金締切日 毎月 日 賃金支払日 毎月

無

URL：
通勤
手当産 業 分 類

（業　  種）

事 業 内 容
会社の特徴

派 遣 事 業
許可番号等

実費（限度額 円）

TEL： FAX：
仕
事
内
容

日 左記以外

訓練科目
学　歴

昇
給

定額（

毎
月
の
賃
金

（
税
込

）

日）

円）

）分 残業手当

）分
ｃ 残業手当などその他手当等に関する付記事項

）駅から　徒歩（ ）分／バス（
円 ～

円 ・

（ ）バス停から　　徒歩（ ）分 （

）分 （（ ）駅から　徒歩（ ）分／バス（

）バス停から　　徒歩（

手当 円

所
在
地
等

〒 - ・

就
業
場
所

※「所在地に同じ」場合は記入不要　転勤の可能性　□あり　□なし
・

年齢制限
の 理 由

※１ 年齢制限禁止の例外事由に該当する場合のみ

ｂ 定期的に支払われる手当

手当

ａ＋ｂ

手当 円

円

手当

求人整理番号
＊センター記入欄

その他（ ）

＊ 年俸制の場合も月額に換
算して記入

円 ～ 円

円 ・

事業所名
年齢 不問 ａ 基本給（月額換算・平均労働日数

月給 時間給フリガナ
職　   種

採用人数 人

求人票
ポリテクセンター釧路 就 業 形 態 受付年月日

＊センター記入欄

パートタイム

季節

１．正社員 ２．正社員以外

）

３．常用型派遣 ４．登録型派遣フルタイム 原則更新
条件あり

あり











 

 

 

 

 

 

 

〒084-0915  釧路市大楽毛南 4丁目 5 番 57号 

TEL 0154-57-5938 

FAX 0154-57-8130 

 交通機関・地図       

駐車場完備 

ＪＲ／大楽毛駅下車 

くしろバス・阿寒バス／大楽毛駅下車 

駅裏に通ずる跨線橋を通り左側約２５０ｍ 

 

 

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釧路訓練センター 

 ポリテクセンター釧路 
 

 


