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住環境コーディネート科（住環境計画科）
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令和５年5月修了生

公　開　求　職　情　報

設備保全サービス科

CAD/NC技術科（テクニカルオペレーション科）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山口支部

山口職業能力開発促進センター 訓練課 就職支援担当

（ポリテクセンター山口）



訓練生の応募意思を確認

複数指名可 就職支援担当

企業様へ応募の有無を連絡

面接日の設定

ハローワークまたはポリテクセンターにて紹介状が発行されます

ハローワーク担当者または就職支援担当

面　接

直接本人へ面接結果の通知をお願いします

公開求職情報から求人・応募・面接の流れ
公開求職情報から面接を希望する訓練生の
「訓練科名」、「No．」および「年齢」を
「面接希望者リスト」に記入する。

「面接希望者リスト」と「求人票」を
ポリテクセンター山口へFAX

就職支援担当
求人票はハローワーク求人票またはポリテクセンター山口求人票
に限ります。
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会社見学・説明会の実施

※開催を希望された企業様に対して、参加を

希望する訓練生がいる場合のみ実施します。

３

２



ＣＡＤ/ＮＣ技術科（テクニカルオペレーション科） 
〇訓練の内容 

CAD（２次元・３次元）を用いて、工場で使

う設備や機械装置の設計図を作成する知識・技

術を身に付けます。 

〇習得する技能 
・機械や部品の設計図（図面）の作り方や読み

取り方

・2次元 CAD・3次元 CADの基本操作

・マシニングセンタや 3D プリンタを使った試

作品の製作と評価の手法

〇訓練開始 

令和４年１２月１日 

※導入講習付き（注）は、令和４年１１月８日

から開始 

〇訓練期間 

  ６ヶ月または７ヶ月 

〇訓練修了日 

  令和５年５月３１日 

（注）導入講習では各訓練科で専門の技能・技術

を学ぶ前に次の内容を学びます。 

①コミュニケーション能力やビジネスマナーな

ど、社会人として必要な能力を習得します。

②文書作成、表計算、プレゼンテーションの基本操作等について学びます。



　　修了予定：令和５年５月３１日
　 ＣＡＤ/ＮＣ技術科（テクニカルオペレーション科）

公　開　求　職　情　報
※年齢は、修了日を基準としています 　ポリテクセンター山口

№ 年齢 希望勤務地 希望職種 雇用形態 自己PR（アピールポイント） 免許・資格等

3 50

山陽小野田市
宇部市
下関市
山口市

CADオペレーター
医療事務

正社員
　前職では、２年続けて新人教育を担当した。子供の習い事等で長年にわたり幅広い年代の
方と交流し、手伝い等積極的に活動してきたので、コミュニケーション能力は高いと思う。
　好奇心旺盛で、新しいことにチャレンジし、自分のスキルアップに喜びを感じる。

中型自動車免許（８t限定）
日商簿記２級
ＣＳ（ワープロ３級、表計算３級）
ビジネス実務マナー検定２級

4 38
山陽小野田市
宇部市

機械設計/製図
事務

正社員

　前職では学生服の縫製工場で資材管理事務に従事しており、材料の受け入れや仕分け、
必要な部門や工場への発送、事務作業等をしていました。
　取引業者や本社とのやり取りも多く、コミュニケーション能力も培われました。何事にも柔軟
に対応することができます。

普通自動車免許（ＡＴ限定）
CS（ワープロ３級・表計算３級）
日商簿記３級

6 65

山口市
美祢市
防府市
宇部市

CADオペレーター
事務職

パート

　３０代後半からパソコンを始め、資格を取得しました。責任感があり、辛抱強く努力家です。
　２８年間パソコン講師として働き、情報アドバイザーとして教員指導もしました。派遣で事務・
経理・データーベースの仕事もしました。
　直前まで１０年間カスタマーサービスで働きました。退職を機にCADを勉強中です。

MOＵS（Word2000・Excel2000 エキスパート）
サーティファイ（Windows１級・Word １級・ Excel １級・Access １
級・ PowerPoint 上級・シスアド技術者１級・ マルチメディア３級）
情報検定(Ｊ検) ２級
全珠連 珠算検定１級、全経簿記２級（商業）
中型自動車免許（８ｔ限定）

8 36
周南市
下松市　等

CADオペレーター
生産管理

正社員

　前職では、設備会社で約８年間の事務経験があります。主に経理をしていたので、数字には
強いです。
　訓練校で学んだ知識や技術を生かして、CADオペレーターとして働きたいと思っています。
責任感が強く、一生懸命仕事に取り組みます。

普通自動車免許
MOS（Excel2010、Ｗord2010）

11 54

下松市
周南市
山口市
宇部市

CADオペレーター
マーケティンクﾞ
製品企画
事務(RPAの導入･
管理、ｼｽﾃﾑ管理、
一般事務)
ECｻｲﾄの運営

パート

　制御盤・分電盤（電灯／動力）の設計に約４年、同検査・品質管理業務に約４年従
事した経験があります。正確性を担保し、使命感をもって着実に職務を遂行すること
により、成果を上げておりました。
　顧客満足を意識しながら、どうあるべきかを考えてアイデアを出し、携わる仕事に
工夫・改善を加えて形にすることができます。技術習得や技能修練のコツを体得して
います。

通産省（現 経産省） 第１種情報処理技術者
ＣＳ（表計算２級、ワープロ２級、データベース３級）
電気製図（配電盤・制御盤製図作業）技能士２級
配電制御システム検査技士２級
ＪＩＳ品質管理責任者セミナー専修科コース修了
福祉住環境コーディネーター２級

14 52
山陽小野田市
宇部市
下関市

機械加工
品質検査
設計

正社員

　約３３年間、製造業にて機械設備オペレーターとして勤務。
　海外新工場の立ち上げプロジェクトを担当し、海外勤務経験あり。
　高卒・大卒の新人教育経験あり。
　前職の経験により機械操作は得意。生産性を上げるため作業効率を考え、改善しながら
仕事を進めることができる。

職業訓練指導員免許証（機械科）
機械検査技能士１級機械検査作業
機械加工技能士２級平面研削作業
ビジネスキャリア生産管理オペレーション１級
技能講習（玉掛け）、日本ホイスト（実技教育）
特別教育（機械研削といし取替え、自由研削といし取替え）
１級技能士コース　フライスコース修了



設備保全サービス科 
〇訓練の内容 

工場設備・生産ラインの保守管理に必要な

設備管理、電気系保全、機械系保全、油空圧

装置保全、金属・機械加工等の幅広い知識・

技能を修得します。 

〇習得する技能 

・機械の故障や劣化の予防、正常な運転を維持

する手法 

・機械を毎日安全に動かすための点検・補修・

修理・改善する知識と技術

〇訓練開始 

令和４年１２月 1日 

〇訓練期間 

  ６ヶ月 

〇訓練修了日 

  令和５年５月３１日 



　　修了予定：令和５年５月３１日
　 設備保全サービス科

公　開　求　職　情　報
※年齢は、修了日を基準としています 　ポリテクセンター山口

№ 年齢 希望勤務地 希望職種 雇用形態 自己PR（アピールポイント） 免許・資格等

1 35
山口市
宇部市
山陽小野田市

設備保全、メンテ
ナンス、生産オペ
レータ、ビル管理

正社員

製造業、接客業で様々な業務を経験したことでコミュニケーション能力があり、顧客満足度の
評価で店舗代表になったこともあります。真面目な性格で、丁寧な仕事ができます。
プラスチック部品製造の経験をしたことで機械に関する事を深く知りたくなり、職業訓練を受講
中です。

中型自動車免許（８t限定）
建築CAD検定２級、ＣＳ（ワープロ３級、表計算２級）
技能講習（フォークリフト運転）
特別教育（玉掛け）
技能講習修了予定（ガス溶接）
特別教育修了予定（アーク溶接　低圧電気取扱　自由研削とい
し取替）

5 45
周南市　防府市
下松市　山口市

設備保全、メンテ
ナンス、機械設
計、CADオペレー
タ、マンション・ビル
管理

正社員

理工学研究科機械工学専攻卒業。蒸気タービン、コンプレッサーの設計業務を、合わせて１０
年程度経験してきました。
この経験により、機械そのものや材料、使われる部品に関する特性や機能等の知識を有して
います。また、この業務で培った正確・スピーディーな仕事の進め方は他の業務でも役立つと
考えており、ものづくりの職種での就職を希望します。

中型自動車免許(８t限定)
高圧ガス製造保安責任者機械乙種
クレーン・デリック運転士（限定なし）
技能講習（玉掛け　フォークリフト運転）
技能講習修了予定（ガス溶接）
特別教育修了予定（アーク溶接　低圧電気取扱　自由研削とい
し取替）

6 52
宇部市
山陽小野田市

製造業全般
ビル管理

正社員

自動車製造業にて、車両検査業務に２０年間従事。最終工程担当ということもあり、業務を通
して品質管理の大切さや仕事に対する責任感を身に付けることができました。
ものづくりに興味があり幅広く関係した知識を身に付けたかったため、現在職業訓練で、機械
の保全や補修、電気知識などに関する基礎知識を勉強中。学んだことと職務経験を活かし、
製造業で働きたい。

中型自動車免許(８t限定)
技能講習（フォークリフト運転）、特別教育（玉掛け）
危険物乙４、環境管理士２級
３級自動車ガソリン・エンジン整備士
技能講習修了予定(ガス溶接)
特別教育修了予定(アーク溶接　低圧電気取扱　自由研削とい
し取替)

7 21 山口県内
電気工事
設備保全

正社員

約３年間、コンビニエンスストアでアルバイト勤務。接客や発注業務、力仕事などを経験し、
コミュニケーション能力、社会性や体力面が成長しました。
ボランティア活動にも取り組んでおり、考え方の幅が広がったと感じています。
学業で電気的な基礎知識を学習しており、職業訓練で機械的な知識を学ぶことで幅広く機械
設備を理解し、仕事に生かしたいと考えています。

普通自動車免許(AT限定)
特別教育（玉掛け）
技能講習修了予定(ガス溶接　フォークリフト運転)
特別教育修了予定(アーク溶接　低圧電気取扱　自由研削とい
し取替)



金属加工科
〇訓練の内容 

鉄鋼材の加工及び各種溶接（被覆アーク溶接・

炭酸ガスアーク溶接・TIG 溶接）による施工作業

手法や、機械板金における曲げ加工作業手法につ

いて学びます。 

〇習得する技能 

・鉄をつなげる（各種溶接）、切る、曲げるための

知識と技術

・図面の作成、板金展開作業（立体物を平面図で

表す方法）に必要な知識・技術

〇訓練開始 

令和４年１２月１日 

〇訓練期間 

  ６ヶ月 

〇訓練修了日 

  令和５年５月３１日 



　　修了予定：令和５年５月３１日
　 金属加工科

公　開　求　職　情　報
※年齢は、修了日を基準としています 　ポリテクセンター山口

№ 年齢 希望勤務地 希望職種 雇用形態 自己PR（アピールポイント） 免許・資格等

1 26
宇部市
山陽小野田市

金属加工　溶接工 不問

　厳しい上司のもと、迅速な対応を求められる職場で勤務していたため、忍耐力、適応能力、
対応力には自信がある。
　訓練校では溶接が楽しく、自分なりに工夫して技能向上を図っている。
　モノづくりの仕事は未経験だが、早く仕事を覚えて一人前に働いていきたい。

普通自動車免許
技能講習（ガス溶接）
特別教育（アーク溶接　自由研削といし取替え　クレーン運転）
技能講習修了予定（フォークリフト運転）



住環境コーディネート科（住環境計画科）

〇訓練の内容 

住宅における室内環境の改善に向けて、建

築に関する知識、CAD を用いた住宅図面作成

技術、住宅の内装・インテリア施工および住

宅設備施工の方法、3 次元 CAD を用いた住宅

パースの作成方法等を基礎から学び習得し

ます。 

〇習得する技能 

・2 次元 CAD・3 次元 CAD の基本操作と建築図

面の読み取りと作成

・住宅環境を改善するために必要な基礎知識

・顧客に合ったプレゼンテーションの手法

〇訓練開始 

令和４年１２月１日 

〇訓練期間 

  ６ヶ月 

〇訓練修了日 

  令和５年５月３１日 



　　修了予定：令和５年５月３１日
　 住環境コーディネート科（住環境計画科）

公　開　求　職　情　報
※年齢は、修了日を基準としています 　ポリテクセンター山口

№ 年齢 希望勤務地 希望職種 雇用形態 自己PR（アピールポイント） 免許・資格等

2 28 山口市

不動産・建設・金
融ほか
事務系・営業系・
技術系

正社員

接客販売業に５年、建築営業職に４ヵ月間、従事致しました。接客販売業に従事していた頃に
作業グループリーダーの経験があります。安全意識と衛生意識を高く持ち、責任感と誠実さ、
素直さを持って仕事に取組みます。コツコツと努力する事が得意で、現在は訓練校に通いつつ
実務に向け資格取得を目指し勉学に励んでいます。

普通自動車免許
受験予定（建築CAD検定２級）

3 58
宇部市
山陽小野田市
山口市

インテリア、住環境
のアドバイザー

パート

２６年間製造業に従事、物品の管理等の経験あり。安全と品質の意識が高い仕事に精通して
いた。集団での作業をしていたため、コミニュケーションには自信あり。
現在、住環境福祉コーディネーター２・３級の資格取得に向けて勉強中です。
インテリアコーディネーターの資格もチャレンジしたいと考えています。

普通自動車免許
危険物乙４
技能講習(フォークリフト運転)
２級ボイラー技士

4 36 山口市 CADオペレーター 正社員
データ入力、webサイト管理業務に３年間従事
接客業に長年従事　クレーム対応等も経験あり
規律を守り仕事に誠実に取組む　温和な性格でコミュニケーション能力あり

普通自動車免許
ＩＴパスポート、基本情報処理技術者
受験予定（建築CAD検定２級）

5 49 山口市
一般事務
内装リフォーム施
工

正社員
健康保険、厚生年金、国民年金の手続き等の業務に２９年従事。事業所における社会保険
事務手続きができます。
現在、住宅関係に興味があり勉強中。温和な性格で与えられた仕事は真剣に取り組めます。

普通自動車免許

6 40 山口市
CADオペレーター
設計補助
事務職

正社員
介護施設で５年間働き、働きながら介護福祉士の免許を取得しました。
元気で明るく、何事にも一生懸命取り組めます。
様々な資格取得に向けて、継続して勉強に取り組めます。

普通自動車免許
危険物甲種、第二種電気工事士、消防設備士甲種第４類
日商簿記２級、ＣＳ（ ワープロ３級・表計算３級・データベース３
級）
介護福祉士
受験予定（建築CAD検定２級）

7 24 福岡県
建築設計
CADオペレーター
一般庶務・事務

正社員

私の長所は、素直で真面目なところです。
大学在学中の４年間はコンビニエンスストアとゴルフ場で接客業務に、前職で約１年間電気
設備の施工管理業務に従事していました。
疑問点や確認した内容は必ずメモに残し、認識の違いがないよう気をつけ業務に取り組んで
いました。またこれから建築CAD、施工等を学ぶことで現場の施工を考えた図面の作成や、
積極的に提案ができるよう努力していきます。
自分の可能性を試したいので、福岡県に限らず県外での就業を希望します。

普通自動車免許
第二種電気工事士
第一種電気工事士《試験合格まで　実務経験なし》
技能講習（玉掛け　高所作業車）
特別教育（酸素欠乏・硫化水素危険作業　石綿取扱い
フルハーネス安全帯使用作業、足場の組立て等業務）
受験予定（建築CAD検定２級、ＣＳワープロ２級・表計算３級）



　　修了予定：令和５年５月３１日
　 住環境コーディネート科（住環境計画科）

公　開　求　職　情　報
※年齢は、修了日を基準としています 　ポリテクセンター山口

№ 年齢 希望勤務地 希望職種 雇用形態 自己PR（アピールポイント） 免許・資格等

9 60
光市
下松市
周南市

建築業
内装リフォーム業

正社員

鉄鋼業で操業作業の環境保全に３３年従事してきました。
仕事は共同作業となるので、コミュニケーションの大切さを理解しました。コミュニケーション
能力は培われたと思います。また、重筋作業であったので体力に自信があり、安全意識も
高いと思います。

中型自動車免許（８ｔ限定）

10 51
防府市
山口市
周南市

一般事務職
CADオペレーター
設計補助

正社員
２９年間医療事務をしておりました。前職は私の知識と経験を豊かなものにしてくれました。
訓練受講が進むにつれ、住宅関連の業種で働いている自分をイメージするようになりました。
その為の資格取得に向け、勉強に励んでいます。

普通自動車免許
日商簿記２級、ＦＰ２級、診療情報管理士
MOS【（Word2016　スペシャリスト）　（Excel2016　エキスパート）
（PowerPoint2016　スペシャリスト）】
受験予定（建築CAD検定２級）

12 51

下松市
周南市
防府市
山口市

施工管理
建設業営業

正社員
主な経験職種
・物流梱包資材(木材、パレット、木箱)を中心とした販売・設計提案営業
・建設工事一般、主に工場・倉庫に特化したメンテナンス業　営業～施工管理

普通自動車免許
２級建築施工管理技士補、石綿作業主任者
受験予定（建築CAD検定２級）

13 46
周南市.
下松市

CAD
事務職

正社員
前職は自動車製造、組み立て業務、品質チェック。
学校で学んだスキルが身についたら、効率化する為にミスを減らし、一つずつ何事もこなして、
前に進みたいと思います。素直で真面目で誰とも仲良くコミュニケーションが取れます。

普通自動車免許
ＣＳ（ワープロ３級・表計算３級）
受験予定（建築CAD検定２級）

16 49
山口市
防府市

CADオペレーター
インテリア業等

正社員
オーダーカーテン工事の施工及び営業業務に２０年従事し、一般住宅から大型物件まで色々
な物件を担当させていただきました。協調性があり、仕事は真面目に取り組みます。

普通自動車免許（AT限定）
２級建築士、２級建築施工管理技士、窓装飾プランナー
受験予定（建築CAD検定２級、ＣＳワープロ２級・エクセル２級）
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