
No.1

(ふりがな）

氏　　　名

生年月日　 昭和　４３年　１２月　３１日 （ 満 39 歳 ）

健康状態 既住症

◎本籍地

◎郵便番号

◎現住所

◎電　話

◎最寄交通機関

◎最終学歴

◎出　張 宿泊勤務　　　　　　　　：

◎家族状況

続　 柄

妻

長男

◎備　考

　使用可能PCｿﾌﾄ（凡例：◎：優れている　○：業務上支障無し　△：苦手である　×：使用不可）

　・OS ・ＣＡＤソフト（ Auto CAD )

　・表計算ソフト（ｴｸｾﾙ･ﾛｰﾀｽ） ◎ （ＪＷ ・ DC ・ Vector ・           ）

　・文章ソフト（ﾜｰﾄﾞ・一太郎） ○ ・写真管理ソフト（　蔵衛門　）

　・測量レベル ○ ・建設CALS経験

　・測量丁張り ◎ ・測量トランシット（光波）

※緊急連絡先 （実家）：秋田県秋田市○○○町○○１－２－３

【実父：建設　大臣】　Tel：０１２－３４５－６７８

Ｗｉｎｄｏｗｓ・　他

　　　一郎

無　職

小学校１年

氏　     名

〒１０５－０００４

6

年 　齢

建設　姫子

０３－３５０４－２２２２　 /　携帯電話　：　０９０－１２３４－５６７８　

ＪＲ　山手　線　　新橋　駅　　　徒歩　１０　分

平成　２年　３月　建設大学　工学部　土木工学科 卒業

職   　業　（ 学   校 )

32

平成　２０年　８月　３１日　現在

経 　歴　 書

け　ん　せ　つ　　た　ろ　う

建　設　　太　郎

良好 無し

東京都

株式会社　スマートブレイン『建設お助け隊』

東京都港区新橋３－３－１３　

○

△

○

×

○

可         　・         否



No.2

◎最近の健康診断受診年月日

身　長： １７３ ｃｍ 体　重： ６０ ｋｇ

血液型： Ｏ型 ＲＨ＋ 血　圧：

◎作業着のサイズ

上　着： ＬＬ ウエスト： ８５ ｃｍ 靴： ２６．０ ｃｍ

◎自動車運転免許 　普通（　１種　）　　　平成　１１年　７月　　　　

◎資　格

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

◎職　歴（会社等）

昭和６２年 　４月 入　社

退　社

平成　５年 　４月 入　社

退　社

平成１０年 　４月 事業開始

廃　業

平成１５年 　４月

平成　４年　６月２６日

平成　　年　　月　　日

平成　９年　４月３０日

平成　１５年　１２月　３１日　　

１２０／８０

平成　９年　４月３０日

平成　５年　３月１０日

株式会社 スマートブレイン『建設お助け隊』

１１１１１１１

２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

６６６６

１級土木施工管理技士

　日本建設　株式会社

　同　社

車両系建設機械

地山掘削

土止め支保工

ア－ク溶接

平成１４年　５月　１日

平成　４年　６月１８日

監理技術者資格者証

　日本施設工業　株式会社

　同　社

　自　営

（(株)スマートブレイン『建設お助け隊』）

　エヌ・ディー・リースアンドサービス 株式会社



No.3

氏名： 　　　　建　設　　　太　郎

昭和  ６２年 ４　月

昭和  ６４年 ３　月

昭和  ６４年 ５　月

平成　　６年 ８　月

平成  　７年 10  月

平成　　９年 ８　月

平成　  ９年 ９　月

平成　　９年 ８　月

平成　１０年 ９　月

平成　１１年 ３　月

平成　１１年 ４　月

平成　１２年 ３　月

平成　１２年 ４　月

平成　１３年 ３　月

平成　１３年 ４　月

平成　１４年 ３　月

　林道青長根檜沢線開設事業第００３０２号工事 現場代理人

株式会社 スマートブレイン『建設お助け隊』

　　県農林部　（ 株式会社　小林組　） 「構造物等工事」

　井川地区ため池等整備・用排水第０９３０２号工事 現場代理人

　　県建設部　（ 株式会社　小林組　） 「ﾌﾞﾛｯｸ等新設護岸工事」

　現年河川災害復旧工事１２災４９－１０号 現場代理人

　　県農林部　（ 株式会社　加賀屋組　） 「新設工事」

　沢内復旧治山事業第０００８０号工事 現場代理人

　　井川町　　（株式会社　小林組　　　　　　　　　 　　　　） 「下水埋新工事」

　井川町農業集落排水事業蓮田地区２１２０３号工事 現場代理人

　　五城目町　（ 金野組有限会社 ） 「新設工事」

　五城目町公共下水道事業T１１１８号管路施設工事 現場代理人

現場代理人

　　県農林部　（　金野組有限会社　） 「新設工事」

　　国交省　　（ 西仙建設興業株式会社　） 「新設工事」

　刈和野バイパス新設工事

　高速交通関連道路整備工事１２０４－１０号 現場代理人

　　五城目町　（ 有限会社　タテコ－ ） 「新設工事」

　不動尊線道路改良工事 現場代理人

　　県農林部　（ 金野組有限会社　） 「構造物等改良工事」

　林道五城目稜線災害復旧工事 現場代理人

　　県建設部　（ 高千・金野　ＪＶ　） 「新設工事」

　林道五秋蛇喰線（２工区）０００４０号工事 現場代理人

　　秋田市　（ 有限会社　秋田運輸建設　） 「擁壁等改良工事」

　林道施設災害復旧工事「湯の里線」 現場代理人

 　法務省

　秋田刑務所増改築工事 現場代理人

　　県農林部　（ 山加建設株式会社　） 「林道新設工事」

　研究学園都市羽成地区第４工区道路排水工事 現場管理員

　　首都高速道路公団

　KS４４工区高架橋下部構造新設工事 現場管理員

北部地区公共下水道工事（印西１５，１７号）雨水汚水　３工区－４ 現場管理員

　　住宅都市整備公団　研究学園都市開発局

　　千葉県　企業庁

工事・設計業務経歴書

　　　年　　　　　月
　　発　注　元

職　種　
担　当　工　事　・　業　務　件　名



No.4

氏名： 　　　　建　設　　　太　郎

平成　１４年 １０　月

平成　１５年 ３　月

平成　１５年 ４　月

平成　１６年 ３　月

平成　１６年 ４　月

平成　１７年 ３　月

株式会社 スマートブレイン『建設お助け隊』

　平成１４年度地方道道路改築工事HB１１－１０号工事 現場管理員

　　国土交通省　（ 日本道路・フジタ・ＪＶ　） 「新設工事」

　国道４号線路改築工事共同溝第８号工事 現場管理員

「林道CO舗装新設工事」

　小目倉沢地区生活環境保全林整備事業第００３１１号工事 現場代理人

　　県建設部　（ 藤泰・西田・今野　ＪＶ　） 「新設工事」

　　県農林部　（ 藤泰建設株式会社 ）

工事・設計業務経歴書

　　　年　　　　　月
　　発　注　元

職　種　
担　当　工　事　・　業　務　件　名
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