
令和４年度 第３号

１２・１月 訓練修了予定者

訓練期間 令和４年７月４日～令和４年１２月２６日

ビジネスワーク科 １０名

電気システム科 １５名

令和４年８月２日～令和５年 １月３１日





 

 

１．人材情報について 

 

人材情報（令和 4年 12月及び令和 5年 1月修了予定者）掲載内容 

・電気システム科 ・・・・・  15名  

・ビジネスワーク科・・・・・  10名 

 

２．訓練の紹介 

 

電気システム科 6ヶ月訓練 

一般住宅用電気工事や防災設備工事の設

計・工事・試験・検査に関する技能及び関連知

識を習得します。 

また、エレベータや交通信号機に代表される

シーケンス制御に関する技能及び関連知識を

習得します。 

 

受講可能な資格（任意受験） 

・第二種電気工事士 

・消防設備士第４類 

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。 

 

 

訓練中に受験可能な資格（任意受験） 

・簿記検定 2・3級 

・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

拘らず

常用

工事士
ＳＥ
事務

常用

電気関連

常用

長く電通工として電話・LAN関係の設計を始め現場で仕事をしてまいりました。

現在、電気工事などの技能を身に付けるため職業訓練を受講しています。

何事も真面目に慎重に取り組む性格です。
ポリテクセンターで得た知識、資格それと自身がこれまで培った経験を生かし、新
しい環境でもいち早く戦力になれるよう努力します。

3 24 男

普通自動車第一種免許（ＡＴ限定）
低圧電気取扱業務に係る特別教育

サービス業レジ（2年）
医療業　看護補助者（3年）

私はいままで医療業では、看護補助者として看護師との連携や患者様との介助を
行うためのコミュニケーションを、サービス業ではレジ業務を通してスピードと正確
性を意識して仕事に向き合ってきました。

現在、以前から興味のあった電気関係の知識を学び、第二種電気工事士等の資
格取得を目指しポリテクセンターで学んでます。
訓練修了後は電気に関連する仕事に就きたいと思っています。

そして就職したら、これまでと同様真面目に物事を最後まで完逐できる様頑張りま
す。

2 42 男

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
工事担任者　ＡＩ・ＤＤ総合種
一級電気工事施工管理技士補
低圧電気取扱業務に係る特別教育

電通工　（15年）
工程管理　（3年）

釧路郡
釧路町

釧路市

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

電気システム科　　　（令和4年8月2日入所、令和5年1月31日修了）

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

1 37 男

第一級陸上無線技術士
一級小型船舶操縦士
２級ボイラー技士
大型特殊免許
移動式クレーン運転士
危険物取扱者（乙種四類）
クレーン運転士
第三種冷凍機械責任者
車両系建設用機械（整地等及び解体）
高所作業車運転者
玉掛け技能講習修了
フォークリフト運転技能講習
第二種電気工事士
低圧電気取扱業務に係る特別教育

公務員（海上保安官）13年
会社員（路面電車運転士）2年

今まで、常に問題意識をもって業務にあたり、自身で改善できる点については行動
力をもって改善するという目標をもって業務に従事してまいりました。

また人生のモットーは挑戦と自己開拓です。見聞ではわからない実体験を重視し、
新たな道を広げていく事を心掛けています。

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

電気システム科　　　（令和4年8月2日入所、令和5年1月31日修了）

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

電気関連

常用

拘らない

常用

電気関係
拘らない

常用

事務職（3年）
小売業（3年）

前職では現業部門の管理職として自ら先頭に立ち、業務全般の効率的な運用へ
の取り組み・部下の労務管理や取引先との調整、アクシデントの対応など日々業
務を安全に円滑に進める様努力を惜しみませんでした。

現在、新たな挑戦として電気関連の資格取得を目指し、ポリテクセンターで職業訓
練を受けています。

今までの経験・資格そして新たに取得する資格を生かし、持ち前の真面目さと集中
力で一日も早く戦力となれるよう努力いたします。

6

普通自動車第一種運転免許
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
危険物取扱者乙種4類
ビジネス能力検定3級
低圧電気取扱業務に係る特別教育

25 男

6年間の社会人生活で、事務職では基本的なビジネスマナー・PCのスキルを学び
小売業では明るく元気よくをモットーに仕事をしていました。また、職場の人やお客
様と円滑なコミュニケーションを取るために、常に相手が求めていることやどのよう
な仕事の仕方をするような人なのかを考える様にしていました。

現在、電気関係の資格取得を目指しています。新しい環境では何事にも意欲的に
取り組むとともに、これまでの経験から協調性を生かしコミュニケーションを大切に
して、仕事を頑張りたいと思います。

5 54 男

大型自動車免許
大型特殊自動車免許
フォークリフト運転技能講習
建設機械（整地等）運転技能講習
危険物取扱者（乙種第4類）
高圧ガス製造保安責任者
（第三種冷凍機械）
食品衛生責任者
低圧電気取扱業務に係る特別教育

冷凍倉庫業（24年）
石油製品等販売業（7年）

釧路郡
釧路町

釧路郡
釧路町

長らく釧路を離れ、自動車・運転関連の仕事に就いておりました。
この度、帰省をきっかっけに電気関係の世界に挑戦したいと思い、ポリテクセン
ターに入所し第二種電気工事士などの資格取得を目指しております。

持ち前の真面目さと今までの経験を生かしながら新しい知識を身に付け、一刻も早
く戦力になれるよう頑張ります。

男4

中型自動車二種運転免許
ガソリン自動車整備士二級
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン技能講習
フォークリフト運転技能講習
低圧電気取扱業務に係る特別教育

自動車整備士　（6年）
タクシー乗務員（8年）
ユニック車・フォークリフト
運転（8年）

44釧路市



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

電気システム科　　　（令和4年8月2日入所、令和5年1月31日修了）

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

電気関連

常用

拘らない

常用

拘らない

拘らない

前職の業務の中で使用機器の修理等に多く関わることで電気関連に興味がわき、
電気の基本的な知識の習得と電気関連などの資格取得を目指し、ポリテクセン
ターにて職業訓練を受けています。

仕事に対する姿勢は、目標を決めるとそれに向かって一生懸命努力をすることで
す。

新しい環境でも、これまでの経験と資格・免許、更に訓練で得た新しい知識とを生
かし真面目に仕事に取り組みたいと考えております。

9 45 女

普通自動車第一種運転免許
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械（整地等）運転技能講習
車両系建設機械（解体）運転技能講習
フルハーネス滑落防止用器具特別教育
全経簿記2級
計算実務能力3級
ワープロ技能検定2級
低圧電気取扱業務に係る特別教育

COOPトドック配達員（2.5年）
施設給食調理（13年）
食品製造業（4年）
飲食業（3年）
運送業（1.5年）

電気関係の資格取得を目指してポリテクセンターに通っています。

これまで、職場ではポジティブに周りを明るく楽しくさせたいとの思いでお客様・他
の従業員と接してまいりました。
また、負けず嫌いな性格でその日に決めた目標は必ずやり通すをモットーに仕事
に向き合っていました。

新しい環境でも今まで同様の思いで仕事に向き合いたいと思っています。

8 41 男

大型自動車第一種運転免許
大型特殊自動車第一種免許
牽引免許
危険物取扱者免状乙種第４類
ボイラー技士二級取扱者免状
一級ビルクリーニング技能士
ガス溶接技能講習
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン技能講習
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー運転技能講習
車両系建設機械（整地等）運転技能講習
車両系建設機械（解体）運転技能講習
低圧電気取扱業務に係る特別教育

清掃業（10年）
食品製造業（5年）
自動車製造業（2年）
施設警備業（2年）

釧路市

釧路市

普通自動車第一種免許
（8ｔ限定中型）
2級計算技士（エクセル）
3級文書処理技士（ワード）
メディカルクラーク
メディカルオペレーター
日商簿記3級
全経簿記2級
パソコン会計3級
運行管理者基礎講習
低圧電気取扱業務に係る特別教育

医療事務・医師事務（3年）
経理・総務事務（2年）
配車事務（3.5年）

41 女

現在、以前より興味のあった電気工事の仕事に携わりたいと思い、第二種電気工
事士などの資格取得を目指しポリテクセンター釧路で職業訓練を受講しておりま
す。

今まで事務系のお仕事しか経験がありませんが、就職後は一日も早く電気工事士
として一人前になれるよう、努力を惜しみません。

どうぞよろしくお願いします。7 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

電気システム科　　　（令和4年8月2日入所、令和5年1月31日修了）

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

拘らず

常用

電気関連
製造業
拘らない

常用

拘らない

常用

安定した職に就くため電気工事士を目指し、ポリテクセンターで電気の基本を学び
第二種電気工事士などの資格取得の勉強をしています。

率先して行動し、粘り強く仕事に向き合うをモットーに新しい環境で新しい仕事に早
く慣れ、戦力となれるよう頑張ります。

10 33 男

普通自動車第一種運転免許
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械（整地等）運転技能講習
車両系建設機械（解体）運転技能講習
フルハーネス滑落防止用器具特別教育
高所作業車特別教育（10ｍ未満）
低圧電気取扱業務に係る特別教育
日本語ワープロ検定2級
エクセル表計算処理技能認定試験3級

配管工（1年）
接客業（3年）
警備（5年）

11 30 男

普通自動車第一種免許
介護福祉士
保育士
低圧電気取扱業務に係る特別教育

飲食業（4年）
介護士（1年）
建設業（2年）

子供のころから細かい作業が好きだったので、今回電気工事士にチャレンジしよう
とポリテクセンターで第二種電気工事士などの資格取得を目指し訓練を受けてい
ます。

一度決めたらやり通す持ち前の頑固さと、周りに対する気遣いとやさしさで、新しい
仕事に対しても頑張りたいと思います。

釧路市

釧路市

音響設備技術職（10年）
接客・営業職（5年）
水産加工（10年）
建設重機オペレーター（10年)

過去の仕事の経験を通して円滑な業務を進めるためには、立場・各個人の主張に
おいて意思疎通の橋渡しを行い、それぞれが納得したうえで同じ目的に向かう手
伝いをするよう心掛けていました。

現在、前職での業務では独学であいまいだった電気の知識をポリテクセンターで
しっかりと習得しなおし、第二種電気工事士を始めとした資格取得を目指し勉強に
取り組んでおります。

新たに身に付けた知識と過去の経験を生かし、新しい環境でも早く戦力になれるよ
う努力を惜しまないつもりです。

13 55 男

普通自動車第一種運転免許
大型特殊免許
車両系建設機械（整地等）運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
2級建設機械施工管理技師
危険物取扱者乙種第4類
足場組立等作業従事者
低圧電気取扱業務に係る特別教育
CS検定　ワープロ（Word）3級
CS検定　表計算（Excel）3級

釧路市



ＮＯ.5

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

電気システム科　　　（令和4年8月2日入所、令和5年1月31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

電気関連

常用

拘らない

常用
(釧路勤務
可能）

14 61 男

普通自動車第一種運転免許
測量士補
運行管理者
低圧電気取扱業務に係る特別教育

車両輸送業（15年）
石炭採掘業（25年）

石炭採掘業では坑内員の管理職として安全を第一に業務にあたっておりました。
前職では主に協力会社の管理監督業務と荷主などの顧客対応を行ってまいりまし
た。会社の窓口として協力会社及び顧客とのトラブル発生時には迅速に誠意をもっ
て対応するなど円滑なコミュニケーションを図れた事で良好な関係を構築すること
が出来ました。

また資格習得にも積極的に取り組んでおり、目標の実現に対する努力は決して惜
しまない性格と自負しています。
現在、第二種電気工事士などの資格取得を目指しポリテクセンターで訓練を受け
ております。

採用いただけましたら、一日も早く戦力になれるよう努力いたします。

釧路市

今春、大学を中退し帰省しました。
就職活動をするに当たり、以前より電気工事に興味がありその関係の仕事に就き
たいと思い、ポリテクセンターで技能の習得と資格取得を目指してます。

社会人経験はありませんが、早く一人前になれる様一生懸命努力します。

36 男

普通自動車第一種免許
（8ｔ限定中型）
品質管理検定（ＱＣ検定）３級
低圧電気取扱業務に係る特別教育

販売業（11年7か月）
製造業（1年10か月）
サービス・接客業（11か月）
下水処理施設管理（10か月）

私は今まで様々な職種を経験し、実体験をすることで仕事に対する知見や理解を
深めて参りました。
その中で、電気工事の仕事に深く興味を覚え、今後の人生で長く専門的な業務に
就いていきたいと考え、現在「第二種電気工事士」の資格取得を目指しておりま
す。

今までの職場では意欲的に業務を覚え、真面目に取り組む姿勢を評価いただいて
おりました。これからも、今までと同様に仕事に向き合って行きたいと思っておりま
す。

15

16

21 男

普通自動車第一種運転免許 なし

釧路市

川上郡
弟子屈町





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

事務職

常用
パート

経理事務
総務事務

常用

経理事務

常用

事務職
販売
接客

常用
派遣
臨時

パート

478 釧路市

普通自動車第一種運転免許
全経簿記検定3級
CS試験2級ワープロ技士
MOS Excel 2003 3級

高校卒業後、生花店に就職し花束やアレンジメントの制作方法を学びまし
た。結婚後は、子育てをしながらテント制作に13年間携わりました。裁断や
業務用ミシンでの縫製の傍ら、主任として後輩の技術指導を任されました。
少人数での稼働のため、作業効率の改善と向上に努めました。13年間勤
続し会社からは厚い信頼を得ましたが、一度しかない人生の中で他の職
種を経験してみたいと強く思い、転職を決意しました。

決断力と協調性のある所が私の長所です。様々なことに興味があり、プラ
イベートでは家庭菜園も始めました。

現在、通所中のポリテクセンターでしっかりと学び、今後のスキルアップに
つなげていきたいです。

女

菓子製造（6年）
経理事務（3年）
接客サービス（2年）
公務事務補助（3年3ヶ月）

私はこれまでの業務を通して「人との関わり方」という事を意識して職務を
行ってきました。業務を管理する際は、相手・スタッフの状況をよく観察し指
導するように配慮しました。お客様に対しても同様によく観察し、対応する
よう心掛けてまいりました。

まずは自分が率先して動き、見本となれる行動を心掛けています。

生花業（2年）
繊維製品製造（13年）

私の強みはコミュニケーション力です。長年働いた飲食業で色々なお客様
と接し、楽しい会話を続けるスキルを養いました。前職の介護職では高齢
者の方と笑顔で接し、ご家族を含め幅広い年齢層の方々とのコミュニケー
ション力を身につけることができました。そして、どんな状況であっても人の
気持ちを察すること、気配りが出来るという点も私の長所だと自負していま
す。

現在 、職業訓練を受講し勉強できることを嬉しく思います。訓練校でも自
宅でも何度も繰返し復習し、基本的なパソコン操作が出来るようになりまし
た。さらに簿記も習得するため勉強中です。「必要とされる人材」を目指し、
これからも専門知識を身につけるための学びを継続してまいります。

普通自動車第一種運転免許
CS試験3級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士
介護職員初任者研修

介護職（2年）
飲食接客サービス（8年）

菓子製造の業務経験では、毎日大量の製品を素早く仕上げる方法を学
び、スピーディーで正確な作業を得意としています。現在、事務職への再就
職に向け、簿記の資格取得を目指しております。

温和な性格で、落ち着いて業務と向合うことができます。また、チームワー
クを最も大切にしておりますので、周囲と協力しながら業務に貢献していき
たいと思っております。

普通自動車第一種運転免許
CS試験2級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士

調理補助（3年6ヶ月）
サービス業（2年）
宿泊業（4年）
製造業（4ヶ月）
実演販売（9年）

普通自動車第一種運転免許
CS試験3級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士

女

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和４年７月４日入所、令和４年１２月２６日修了）

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

1 54

7 男45

414 女

釧路市

釧路市

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７月４日入所、令和４年１２月２６日修了）

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

経理事務
総務事務

常用

事務職
接客

常用
派遣

事務職

拘らない

一般事務
経理事務

派遣
パート

私は今まで10年間接客業に就いており、コミュニケーション能力や協調性
等、人と関わる上でのスキルには自信があります。事務職への転職の為
にPCスキルを習得し、実務で使いこなす自信がつきました。

今後は、簿記の知識、資格も取得し経理事務職への就職を目指していま
す。

私は継続力があり一つの事を根気強く続けていくことができ、前職も10年
勤続致しました。今後も長期勤務を希望しています。よろしくお願い致しま
す。

「時は金なり」の言葉があるように、私は時間を大切に考えています。接客
業務では、お客様をお待たせしないよう努めました。また、効率を考えなが
ら勤務時間内に出来る業務・作業に全力を尽くすよう心掛けてきました。

シフト制の仕事では、同僚の予定を考え勤務時間を調整するなど、柔軟に
対応してきました。

現在ポリテクセンターで、事務職に必要なスキルを身につけるため励んで
います。

私はこれまで、一般事務や証券業務など様々な職種を経験してきました。
その経験から得た自分の強みとして、以下を挙げることが出来ます。１）仕
事をスピーディかつ正確にこなすことが出来ます。２）証券業務では4名ごと
のチームに分かれ、協力して業務を担当していましたので、広い視野を
持って気配りができます。３）同僚と常にコミュニケーションを取りながら、
チームワークを大切に業務を進めていく協調性もあります。

真面目で几帳面な性格ですので、これまで様々な仕事を任せてもらえる機
会に恵まれました。経理事務職に興味があり、これから日商簿記合格に向
けて学んでいます。

これまで、任せられた仕事だけではなく、自ら考えて行動する積極性を心
掛けて業務に励んできました。小売業務では店舗の商品売上動向に細心
の注意を払い、上司・同僚と相談しながら管理するように努めました。

現在、スキルアップを目指しポリテクセンターでパソコン・簿記などの資格
取得に取り組んでいます。

29

12 41

11

9

13

釧路市

釧路市

33

29釧路市

釧路市

女

普通自動車第一種運転免許
CS試験2級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士
医事コンピュータ技能検定3級
医療事務検定1級
秘書技能検定3級
サービス接遇実務検定3級
硬筆書写技能検定3級

木工技術職（7年）
調理補助（4ヶ月）
小売接客販売（3年）

接客販売（10年）普通自動車第一種運転免許
CS試験2級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士

普通自動車第一種運転免許
CS試験3級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士
医療事務技能審査試験（医科）2級
医事オペレータ技能認定試験
訪問介護員1級

接客サービス業（5年9ヶ月）
医療事務（1年）
運送仕分け業務（4年）

事務職（9年）

女

普通自動車第一種運転免許
CS試験3級ワープロ技士

女

女



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７月４日入所、令和４年１２月２６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

明るく社交的な性格であり、事務作業だけではなく、来客応対や取引先様
とのやり取りも円滑に進めることが出来ます。

また、サービス業ではリーダーとして新しい業務にチャレンジしたり、効率
性やより良い方法を考えながら能動的に働くことを意識しておりました。

このような経験を、事務職という多様な業務の中で是非活かしていきたいと
思います。

接客販売員として、6年4ヶ月間勤務し、その中で2年8ヶ月間副店長職に就
いておりました。スタッフに指示する立場となり、業務効率の向上や改善の
為、周囲をよく見て優先順位を決めて計画的に動くことに自信がつきまし
た。また、ミスをなくす為に常に責任感を持ち、何事にも丁寧に最後までや
り遂げる力を身につけました。

現在は職業訓練で事務職に必要な知識や資格を得るために、日々勉強に
励んでおります。

スタッフ同士のコミュニケーションを大切にし、何事にも責任感を持ち、一日
も早く戦力となれるよう努力し貢献していきます。よろしくお願い致します。

普通自動車第一種運転免許
CS試験2級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士
漢字検定準2級

接客販売（6年4ヶ月）
飲食サービス（1年）
薬局事務（6ヶ月）

普通自動車第一種運転免許
CS試験2級ワープロ技士
CS試験3級表計算技士

営業事務（4年）
飲食サービス（7年）
小売レジ（3年）

14 28 女

15 41 女

釧路市

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 
 

 


