
事業主のみなさまへ                                         令和３年１２月 

求人のお願い        

富山県技術専門学院 

 

平素は当学院の業務運営に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、当学院では再就職をめざして職業能力の向上を求める方々に、様々な職業訓練を行っております。 

現在、下記訓練科の訓練生が目標達成に向けて精励しているところであり、所定の訓練期間終了後、再就職のため新たな 

職場を真剣に探すこととなります。是非、小誌をご一読の上、就職の機会を与えていただきますよう、お願い申し上げます。 
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お問い合わせ先 

 

富山県技術専門学院 短期訓練課 

〒930-0916 富山市向新庄町 1-14-48 

TEL:076－451－3504 

FAX:076－451－8842 
https://www.pref.toyama.jp/1344/inquiry.htmll 

 

担当：清水／吉村（造園管理科） 

《手 続 方 法》 

 条件に適合する訓練生がいて、採用をお考えの場合は、所轄の

公共職業安定所に求人申込みのうえ、その写しを添えて当学院の

担当者まで訓練生の番号でお問い合せ願います。 

 当該訓練生に意思確認した後、担当者からご連絡いたします。 

 



造園管理科 

１、科の概要 

(１) 訓 練 期 間 6ヶ月    令和 3年 8月 24日（火）～ 令和 4年 1月 28日（金） 

(２) 訓 練 目 標 庭園・公園の維持管理作業などの造園工事に必要な知識と技能について訓練し、職業人としての資質の向上を図る。 

(３) 仕上がり像 緑地の管理作業及び竹垣等の施工ができる。 

(４) 目 標 資 格 3級造園技能士 

２、訓練生の希望、資格など 

番号 

年齢 

性別 

住所 

希 望 の 仕 事 

（勤 務 地） 

＜勤務体系＞ 

免 許 資 格 等 経験した主な仕事 セールスポイント 

Z0104 65 

男 

射水市 

公園管理 

（射水市、高岡市） 

＜パート＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

玉掛技能講習 

クレーン運転者特別教育 

ガス溶接技能講習終了 

有機溶剤作業主任者技能講習 

製造業（設備機械の整備メンテナンス、アルミ建材

の加工、部材調達、生産管理、品質管理、安全衛生

管理） 

 

明るく協調性があり、ものづくりが好きで手先

が器用です。 

Z0106 60 

男 

黒部市 

造園工 

（黒部市、魚津市、

入善町、朝日町） 

＜常勤＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

 

電子部品（チップタンタルコンデンサ）の開発・設

計・生産ラインの構築技術及び品質保証。リチウム

イオン電池及び家庭用蓄電池の品質保証。品質マネ

ジメントシステム（QMS：ISO9001）の構築・認証対

応。 

周囲とコミュニケーションを取り、相手の意見

を尊重しながら、自分の考えを伝え、調整を図

ることは得意である。 

Z0107  66 

男 

富山市 

公園管理、ホームセ

ンター、公園管理を

含む業種 

（富山市） 

＜パート＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

建設業経理士検定試験 2級 

日商簿記検定試験 2級 

ビジネス実務法務検定試験 2級 

マンション管理員検定試験 

MOS（エクセル） 

物流業務（受注、生産指示、配送手配、請求書作成、

資金回収、クレーム対応） 

経理業務（主に工場経理、原価計算他） 

購買業務（物品購入、建設工事の契約業務） 

期間が決められている業務を行ってきたので、

計画的な業務が行なえる。 

Z0109 57 

男 

射水市 

造園工、公共・民間

の緑地管理、ゴルフ

場管理 

（呉西地区、富山市） 

＜常勤＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

普通自動二輪車免許 

電子機器組立技能士 2級 

鉛作業主任者 

実用英語技能検定 3級 

全国商業高等学校英語検定 2級 

真空計の製造・検査・開発 

真空計校正装置の設計 

LSI（デジタル）・FRGAの設計 

LSI設計グループのマネジメント・営業 

ISO（品質・環境・情報セキュリティ）内部監査員 

前職ではマネージャーに就き、社内外で多くの

人達に接する事で交渉力やコミュニケーショ

ン力を向上させる事が出来ました。造園につい

ては未経験ですが、学んでいる技能を生かして

ゆきたいと考えています。 

Z0110 36 

女 

中新川郡 

 

造園工 

（中新川地区、富山

市、滑川市） 

＜常勤＞ 

1級造園施工管理技士 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

都内にて、広告制作のアシスタントデザイナーとし

て従事後、生花店にて制作、販売、配送、施工補助

を担当。造園業へ転職後は店舗マネージャーを経て、

設計部にて、設計、提案、契約、監理を経験しまし

た。 

職務経験より接客、提案を得意としています。 

元々、接客に苦手意識がありましたが克服した

経験より、何事も苦手意識を持たずチャレンジ

し技術、知識の向上に励むことが出来ます。 
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番号 

年齢 

性別 

住所 

希 望 の 仕 事 

（勤 務 地） 

＜勤務体系＞ 

免 許 資 格 等 経験した主な仕事 セールスポイント 

Z0114 48 

男 

富山市 

造園工 

（富山市、射水市） 

＜常勤＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

介護福祉士 

危険物取扱者乙種第 4類 

福祉（知的障害者の作業及び生活支援） 

建設業（給水・排水の配管工） 

製造業（健康食品の製造、アルミ材の組立て） 

協調性、チームワークを大切にしています。 

健康管理、体力維持に努めています。 

Z0115 57 

男 

富山市 

造園工、設備・施設

管理 

（富山市及び近郊） 

＜常勤＞ 

第 1種電気工事士 

1級電気施工管理技士 

消防設備士甲 4類 

天井クレーン運転士 

小型移動式クレーン技能講習 

フォークリフト技能講習 

分電盤・制御盤設計及び組立て。 

自動機器の制御回路設計・調整。 

プラント設備電気関系の点検保守、工事及び施工管

理。 

私は、今まで電気関係の仕事に携わってきまし

た。多くの工事、作業を経験する中で、コミュ

ニケーション能力、調整能力、責任感を身に付

けました。今後は、場所や仕事が変わっても役

に立つものと考えております。 

Z0116 65 

男 

富山市 

造園工 

（富山市及び隣接市

町村） 

＜常勤・パート＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

2級ガソリン自動車整備士 

2級ディーゼル自動車整備士 

損害保険協会 2級技術アジャスター 

自動車の整備、事故車両の板金 5年 

損害保険会社にて事故車両の修理見積査定及び物損

事故の賠償交渉 

温厚であり仕事に対して常に業務効率を上げ

る手段を考えることが得意。対人折衝力、交渉

力スキルが高くクレーム対応は得意。 

刈払機等のエンジントラブルの故障修理が出

来る。 

Z0117 62 

男 

氷見市 

造園工 

（氷見市） 

＜常勤＞ 

大型自動車第二種運転免許 

けん引第一種免許 

大型特殊自動車第一種運転免許 

車両系建設機械技能講習 

小型移動式クレーン技能講習 

玉掛技能講習 

高所作業車技能講習 

フォークリフト技能講習 

電子部品、コンピュータ販売 

運転免許教習及び検定 

器用貧乏で初めてでも無難にできますが、技術

専門学院で学んだ基礎技術を守り、真面目に作

業を行います。 

Z0118 64 

男 

富山市 

造園工 

（富山市） 

＜パート＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 販売業で販売士を 10年 

卸売業でルート営業を 30年 

30年以上兼業農家を続けており、限られた時間

での、仕事配分、段取り力があります。 

学院では樹木管理、剪定、雪囲い、芝管理等の

技能を身につけました。 

Z0119 63 

男 

高岡市 

樹木管理、草刈り、

公園等整備 

（高岡市、射水市） 

＜パート、 

アルバイト＞ 

大型自動車第二種運転免許 

車両系建設機械技能講習 

玉掛技能講習 

小型移動式クレーン技能講習 

フォークリフト技能講習 

自動車関係団体にて各種自動車の安全運転教育。同

団体にて総務、労務管理業務にも従事した。 

体を使って仕事を行うことが苦にならない。与

えられた仕事を責任を持って行うことができ

る。 

Z0120 59 

男 

南砺市 

公園の管理・雑作業、

ゴルフ場の芝生管理 

（南砺市、砺波市、

高岡市、小矢部市） 

＜常勤＞ 

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） 

大型自動二輪車免許 

富山県機械製図二級 

工作機械メーカーに 1980年 4月～2021年 3月勤務し

ました。 

主としてメカ設計・組立・調整・サービス業務を担

当し、マネージャー職も経験しました。 

体力・忍耐・完遂には自信があります。 
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