
障がい者職業紹介事業登録のご案内

■福岡県障がい者雇用拡大事業をご利用頂くには次の書類をご用意ください

【登 録 書 類】

●事務局が発行する書類（同封）

1.求職票

2.登録シート

3.個人情報同意書

4.PC スキルチェックシート

●ご用意頂く書類

5.履歴書（コピーでも可）

6.職務経歴書（コピーでも可）

7.障害手帳のコピー

登録用の為、企業への応募書類は別途必要です

■書類をご用意頂きましたら事務局へご提出ください

【郵 送 の 場 合】

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神 1-9-17

福岡天神フコク生命ビル３Ｆ

株式会社綜合キャリアトラスト

【メールの場合】

E-mail：koyoukakudai@socat.jp

【お 問 合 せ】

TEL:092-733-3925  FAX:092-733-3926



受付NO.

記入日 年 　　 月   　 日

フリガナ 性別 生年月日

氏　　名
□男
□女

西暦　　　年 　　 月   　 日生
　　　　　　　　（　  　 　歳）

フリガナ 電　　話 （　　　　） 　 　 　－

携帯電話 　　   －　　　　　　－

Ｅメール

最寄駅

資格

時間帯 　：　　～　：　　（　　時間程度）

休日 　月・火・水・木・金・土・日・祝

　□正社員　□契約社員　□派遣

　□パート・アルバイト　□その他

勤務期間 　□長期　・ □短期(　ヶ月程度)

保険加入 　□社会保険　□雇用保険

賃金 就業開始
　□ 即日
　□ 　     年　 　月　 　日より

署　名
(支援者が代筆の場合は所属機関・氏名）　　　　　　　SCT(05264010000)

求　職　票

生年月日

添付書類　□履歴書　□職務経歴書

２）

勤務地

現住所

（〒　　　-　　　　）

 連絡希望時間帯

　　　線　　　　駅より（ 　　）で（　　分） □なし　□あり（　　：　　～　　：　　）

最終学歴
　中学・高校・専門・短大・大学

（１）                                                　　　      約　　　年　　　ヶ月間

（２）                                                            約　　　年　　　ヶ月間

　学科・専門過程：　　　　　　　　　　　　　　　 /　　　年　　 月　　中退・卒業・予定

□普通自動車免許　□その他：

就職についての希望　　(該当欄に記載または□にチェックを入れる。)

特記事項(※上記各項記入欄が足りない場合もここに記入。)

主　な　職　歴

仕事内容
１)

（３）                                                            約　　　年　　　ヶ月間

私は、貴社「業務の運営に関する規程」を確認したので、上記の条件でここに求職の申込みを行います。
紹介にあたっては、全ての希望条件に一致しない求人紹介があること、紹介案件がすぐには発生しない場合が
あることを了承します。尚、求人者へ紹介の際は、求人者名の事前の連絡及び私の同意を前提に、貴社が求人
者に提供することに合意します。
また、面接にあたり履歴書、職務経歴書等が必要な場合には速やかに提出することとし、これらの書類が、貴
社個人情報取扱規程に沿って処理され、返却されないことを了承しました。

福岡県障がい者雇用拡大（職業紹介）事業

通勤手段
　□自動車　□公共交通機関（電車・バス）

　通勤エリア：

　　　　　　　　円／時給・月給(どちらかに○)程度

　□居住地近郊　　（通勤時間　　分程度）
雇用形態

　□転居可　　□寮対応可



受付NO.

記入日 年 　　 月   　 日

氏名 面談担当

( 身体・精神  　級 / 療育　A1 , A2 , B1 , B2 ）

会社名

ふりがな 固定電話

氏　名 携帯電話

あり　・　なし 状況

利用状況

あり　・　なし （事業所名　　　　　　　　　　　　　　　）

（サービス名　　　　　　　　　　　　　　）

あり　・　なし

利用頻度　　　　　回　／　週　・　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

続柄　（　　　　）

電話

診療科目

担当医　　　　　　　　　　　

病院名 　　　　　　　　　　　

担当医　　　　　　　　　　　

担当医　　　　　　　　　　　

病院名 　　　　　　　　　　　

職業重度判定

（事業所名　　　　　　　　　　　　　　　）

診療科目

現在利用している

支援機関

診療科目

電話

病院名 　　　　　　　　　　　　

緊急連絡先

福岡県障がい者雇用拡大（職業紹介）事業　登録シート

服薬・頓服

あり　・　なし

あり　・　なし

本人状況

障害者年金

あり　・　なし

現在利用している

医療機関

障害名・病名

担当者　記入欄

利用頻度　　　　　回　／　週　・　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話支援員名

あり　・　なし

電話

利用状況

現在利用している

福祉サービス

手帳種別・等級

現職の有無 あり　・　なし

支援員名 電話

基礎・厚生　　　　級　　

ハローワーク登録

あり　・　なし

　　　　SCT-001-131004



SP：確・資-7016-1.0 

個人情報の取得に関する同意書 
【福岡県障がい者雇用拡大（職業紹介）事業】 

 

株式会社綜合キャリアトラスト 殿 
 

 

 私は、貴社が提供する『福岡県障がい者雇用拡大（職業紹介）事業』に関する就職支援サービスを受けるにあたって、私

の個人情報を下記の事項に基づき、取得し、利用されることに同意します。 

 

 

    年   月   日 

 

住所：                       

 

署名：                       

 

 

記 

 

１． 個人情報の利用目的    

登録された方の個人情報について、『福岡県障がい者雇用拡大（職業紹介）事業』のサービスに関する情報提供及び登

録者様の希望及び能力に応じたお仕事情報の提供及び職業紹介・紹介予定派遣の実施を目的として利用させていただき

ます。 

２．機微な情報の取扱い 

下記４の(2)、(3)、(4)、(5)のいずれかに該当する場合又は業務遂行上、必要な場合のみ以下の機微な情報を取得させ

ていただく場合があります。 

(1)登録者様の障がい、病状等に関する情報（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の記載事項等） 

３．個人情報提供の任意性について 

   個人情報の提供は任意です。ただし、提供いただけなかった場合は、上記１の利用目的が達成できない場合があります

ので、あらかじめ、ご了承ください。 

４．個人情報の第三者提供について 

当社は、取得させていただいた個人情報をご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。ただし、以下の場合

は、ご本人の同意なく個人情報を提供する場合があります。 

(1)あらかじめ、ご本人に必要事項を明示又は通知し、ご本人の同意を得ている場合 

(2)法令に基づく場合 

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合 

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困

難である場合 

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

(6)合併その他の事由による事業の承継が行われる場合、承継前の利用目的の範囲で当該個人情報を取り扱う場合 

５．個人情報の共同利用  

当社は、個人情報を以下のとおり株式会社綜合キャリアオプションと共同利用させていただきます。 

(1)共同利用する個人情報の項目：氏名、住所、電話番号等のご連絡先、職務経験、他登録時に取得した情報 

(2)共同利用する者の範囲：株式会社綜合キャリアオプション、 

(3)共同利用の目的：上記１の『福岡県障がい者雇用拡大（職業紹介）事業』のサービスに関する情報及び登録者様の

希望及び能力に応じたお仕事情報の提供。職業紹介・紹介予定派遣に係わるサービスの提供。 

(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者 

  株式会社綜合キャリアトラスト（個人情報管理責任者） 

(5)取得方法：書面、電子媒体等により取得 

６．個人情報の委託 

当社は、上記１の利用目的の達成に必要な範囲において、外部の事業者へ個人情報を委託する場合があります。委託先

については、当社の定める個人情報の保護水準を満たした事業者を選定するとともに、適正な管理を求めるための契約

を取り交わしたうえで委託いたします。 

７．個人情報の開示、訂正、削除及び問い合せ窓口 

取得させていただいた個人情報は「①事業終了②受託者の変更③ご本人からの登録削除の意思表示」のいずれかに該当

する場合に、必要な手続きのもと削除をさせて頂きます。 

ご本人の個人情報に限り、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止等を希望される場合は、手

続きに従って速やかに対応しますので、下記の【個人情報に関する問合せ先】にご連絡ください。 

【個人情報に関する問合せ先】 

株式会社綜合キャリアトラスト 個人情報管理責任者：CVT事業部 部長 

E-mail：kojinjoho@socat.jp 

以上



Outlook                OutlookExpress                Thanderbird

その他(                                             )

その他 ※使用経験があるソフト、言語を記入してください

1、キーボード操作（該当するもの1つに　を付けてください）

２、ソフト使用経験（操作または使用できるものに　を付けてください）

ページレイアウトの設定 

文字列の移動とコピー 

文字(フォント)の書式設定 

文字列の配置を変える（両端・中央・右・左揃えなど） 

インデント（字下げ）

箇条書きと段落番号 

タブ揃え

図や写真の挿入

表の作成（挿入）

列・行・セルの挿入/セルの分割 

テキストボックスの挿入/移動 

オートシェイプの挿入/移動

Excelデータなどの差し込み印刷

Word

ＰＣスキル チェックシート

ゆっくりなら両手入力ができる

片手入力ができる

ブラインドタッチができる

スムーズに両手入力ができる

Excel(機能編)

シートの追加、移動、コピー、削除

セルの幅/高さ調整 

セルの行/列の挿入、削除 

フォント(文字)設定

文字の配置設定

罫線の設定

セルの塗りつぶし/パターン・網かけ 

数式の入力

データの並び替え（例：50音順に並び替える）

オートフィル機能（例：1月、2月・・・11月、12月と自動入力）

オートフィルタ機能（特定のデータのみを抽出）

条件付き書式 

入力規則の設定 

ドロップダウンリスト設定 

グラフ作成

フォームコントロールを利用した入力 

ピボットテーブル操作

マクロ操作

Access

入力・印刷と、データ抽出・並び替え

テーブル・フォーム・レポートの編集や、クエリの作成

マクロ・VBAを使ったデータベースの作成、活用

E-mail

Excel(関数編）
SUM 値を合計する 

COUNT セル数を数える 

ROUND 四捨五入する 

LEN 文字数を数える 

IF 条件式を満たす/満たさない場合でそれぞれの値を表示する 

DATEDIF 開始日と終了日との日数差を調べる 

AVERAGE 範囲内の平均を求める  

MID 文字列の指定した位置から指定した文字数だけ取り出す 

TRIM 文字列から余分なスペースを取り除く 

VLOOKUP リスト範囲の左端列を検索して指定列位置の値を返す 

DTP関連：Illustrator、Photoshopなど

（　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　）

経理関連：勘定奉行、弥生会計など

（　　　　　　　　　　　　　　　    　　 　　　　　　　　）

CAD関連：AutoCAD、JWCADなど

（　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 　）

プログラム関連：HTML、JAVA、C言語、VBなど

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　 　　 　　）

その他：SAP、アラジンなど

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　 　）       

氏名：

PowerPoint

オートシェイプや図形を用いたスライドの作成

画像・グラフ・アニメーションを用いたスライドの作成

ハイパーリンクの活用など目的に応じた企画書を効率的に作成

(01532040000)

h1fujimoto
四角形

h1fujimoto
テキストボックス
タッチタイピングができる
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