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埼玉地域援護センター
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連
番

階級 居住地 最寄駅
定年退職予
定日定年齢 主要職務歴 資格免許

希望職種
希望給与

自己ＰＲ 状況

1 曹長 鶴ヶ島市
東武東上線
坂戸駅

30.04.01
54歳

情報調査員、補給陸曹、輸送陸
曹、通信補給整備陸曹、

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第1級陸上
特殊無線技士、第2種電気工事
士、乙種４類危険物取扱者

通信伝送保
守・
運用

約２５万円

電波業務を通じて、業務の企画及び運用方
法そして、それに伴うトラブル対処等とこ
れらの業務の導入教育を担当してます。こ
の企画運営能力及び問題対処能力を通信伝
送関連業務に活かしたいと考えています。

就
職
決
定

2 ２尉 上尾市
高崎線
北上尾駅

30.04.12
54歳

電話隊長、信電隊長、輸送隊
長、大宮派遣隊長、有線基地教
官、第1科総務班長、第3科訓練
陸曹

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、普通自動二
輪（ＡＴ）免許、工事担任者ア
ナログ1種、自動消防技術認定

フロア警備
約２８万円

性格は、真面目で正義感が強く明朗闊達で
あり、良好な人間関係を築けます。自衛隊
で身につけた企画調整能力、指導教育能
力、状況判断能力及びサービス精神を活か
し、奉仕の提供を実施したいと思います。

3 准尉 白岡市
宇都宮線
白岡駅

30.04.13
54歳

最先任補佐、最先任上級曹長、
助教、陸曹教官、化学情報陸
曹、装軌操縦陸曹、戦車陸曹

第２種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第１種大型
特殊自動車免許、玉掛技能者、
床上操作式クレーン運転士、
フォークリフト運転士、、ガス
溶接

保安･警備
約２０万円

明るく温厚な性格とコミュニケーション能
力を活かし、良好な人間関係を築いてきま
した。企画調整能力、判断力、問題解決能
力及び持ち前の明るく温厚な性格を活か
し、保安警備並びに役員、幼稚園等の運転
手として勤務したいと考えています。

就
職
決
定

4 曹長 未定 未定
30.04.27
54歳

小銃小隊陸曹、小銃分隊長、特
殊作戦群近接戦闘員、第一空挺
団練成準備要員

第２種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第１種大型
特殊自動車免許

バス運転手
２０万円

性格は、温厚で協調性があり、良好な人間関係
を築いています。業務は、小隊、分隊内の取り
纏め役と現場での指導、教育が主な業務です。
車両操縦手として8万キロ走行を官用車で運転し
ていたのでバス、大型トラックの運転手として
勤務したいと思います。

5 准尉 川越市
川越線
川越駅

30.04.28
54歳

輸送班長、小隊陸曹、訓練係、
第2科保全陸曹、迫撃砲分隊長

第１種大型自動車免許、乙種４
類危険物取扱者、１級小型船舶
操縦免許

操縦手
約２２万円

性格は、温厚、協調性があり、良好な人間
関係を構築しています。業務は、総務業務
及び輸送業務を経験しています。調整能力
及び部外者とのコミュニケーション、輸送
業務の経験を活かした輸送・物流関係の操
縦手として勤務したいと考えます。
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6 ２尉 上尾市
高崎線
上尾駅

30.05.03
54歳

類別係長、整備係幹部、車両整
備小隊長、運用訓練幹部、人事
幹部

第１種大型自動車免許、第１種
大型特殊自動車免許、第１種け
ん引自動車免許、普通自動二輪
免許、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転免許、第3級
ｼﾞｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ整備士

一般事務従
事者約２５

万円

学生時代の野球の経験及び自衛隊生活で培ったチーム
での業務遂行が得意です。常に周りに気を配り、明る
く風通しの良い勤務環境を作り、業務を行ってきまし
た。性格も温厚、明朗でどの様な職場でも対応できる
自信があります。車両の運転も得意で、大型２種免許
も取得する予定です。この性格と特技を活かして、管
理的職業や用務兼ドライバー関連の職業で頑張ってい
きたいと考えています。

就
職
決
定

7 曹長 古河市
宇都宮線
古河駅

30.05.04
54歳

小隊陸曹、施設監督陸曹、補給
計画課整備班整備計画係、整備
管理課整備管理班総括係、整備
工場原動機修理係

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第１種大型
特殊自動車免許、普通自動二輪
車

フロア警備
約２０万円

自衛隊で培った体力・気力及び強い責任
感と協調性には、自信があります。温
厚・明瞭な性格で、職場において良好な
人間関係を築き、円滑な業務の実施に貢
献する事が出来ます。

8 ２尉 未定 未定
30.05.08
54歳

管理小隊長、通信・情報小隊
長、庶務班長、情報幹部、射撃
小隊長

第１種大型自動車免許、第１種大型特殊自
動車免許（カタピラ）、第１種けん引自動
車免許

運転手
約３０万円

性格は、温厚、明朗、協調性があり、良
好な人間関係を築いています。業務は、
主に訓練業務を経験しています。企画・
調整能力及び35年の間培った忍耐力を活
かし、運輸業で運転手として勤務したい
と考えています。

9 １曹 さいたま市
ＪＲ
大宮駅

30.05.11
54歳

管理係、車両操縦手、砲班長、
照準陸曹、砲手

第１種大型自動車免許、第１種
大型特殊自動車免許、第１種け
ん引自動車免許、第２種電気工
事士

保安・警備
約２５万円

性格は、温厚、誠実、協調性があり、良好
な人間関係を築けてきたと思います。今の
業務は、主に輸送業務の仕事なので、車両
の運転には自信があります。また、身体面
でも有る程度の過酷な業務には、対応でき
る体力は有ります。今までの職務の経験を
活かし頑張ります。

10 １尉 川越市
川越線
川越駅

30.05.14
54歳

重迫中隊長、教育隊管理科長、
運用訓練幹部、小銃小隊長

第１種大型自動車免許、総合危
機管理士、防災管理者、甲種防
災管理者

ビル管理
約２５万円

物品管理、企画・運営、人材育成の業務
を勤務してきました。余暇を利用して防
災・防火の知識に関して修得しました。
今後も常に向上心を持ち続けていきたい
です。
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11 曹長 富士見市
東武東上線
鶴瀬駅

30.05.28
54歳

第1科救護陸曹、補給陸曹、総務
課広報陸曹、第1科広報陸曹、施
設分隊長

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第１種大型
特殊自動車免許、乙種火薬類取
扱保安責任者、丙種陸上無線通
信士

保安・警備
約２３万円

性格は、温厚・明朗・社交的であり、良好な人
間関係を築いています。現在は援護陸曹として
隊員の就職援護業務を行っています。調整、企
画能力及び行動力を活かし、保安警備関連の職
業を希望しております。

就
職
決
定

12 ３佐
千葉県
野田市

東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰ
ｸﾗｲﾝ七光台駅

30.06.01
55歳

システム設計班長、形態管理幹
部、実験幹部、技術統制幹部、
開発管理幹部

第１種大型自動車免許、基本情
報処理技術者

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
約２５万円

私は、19年間自衛隊が使用する様々なシス
テムの開発の関連する業務に携わりまし
た。この間、コンピューターに不案内な自
衛隊員と自衛隊に不案内な開発メーカーの
技術者の間のコミュニケーションを円滑に
仲介してｼｽﾃﾑの開発と改善を促進しまし
た。

13 曹長
比企郡
小川町

東武東上線
小川町駅

30.06.03
54歳

先任上級曹長、訓練陸曹、副所
長兼広報官、文書陸曹

第1種大型自動車免許、サービ
ス介助士2級

保安・警備
約２０万円

総務・教育訓練の部門で実務を経験すると
共に、隊長補佐として隊員の生活指導・メ
ンタルヘルスをサポートして、隊員の指導
育成・意識改革を行ってきました。組織の
中で多くの意見を聞き、人間関係を重視す
るも、現実に妥協することなく、積極的に
業務に取り組みたいと思います。

就
職
決
定

14 １尉 坂戸市
東武東上線
坂戸駅

30.06.16
54歳

中央特殊武器防護隊副隊長、化
学幹部、運用訓練幹部、化学情
報陸曹

第１種大型自動車免許、第１種
大型特殊自動車免許、第１種け
ん引自動車免許、特定普通二輪
車、第2種放射線取扱主任者、
放射線テロ・放射線災害対策責
任者1級

専門的・技
術的

約３５万円

地下鉄サリン事件における化学災害対処、
鳥インフルエンザの防疫活動、原子力緊急
事態に伴う地上放水冷却活動等で培った知
識・技能及び危機管理能力等は、防災関連
業務等において活用できるものと考えてお
ります。

15 曹長 さいたま市
埼京線
日進駅

30.06.25
54歳

研究部総括科総括係、総務部管
理課補給整備係、除染班副班
長、射撃図操作陸曹、砲手

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、危険物取扱
者乙種、ダイオキシン類公害防
止管理者

警備
約２５万円

性格については、温厚な性格でよく聞き上手だと言われます。自分
では、あまり意識したことがありませんでしたが、これまでの人生
を振り返ってみると、人間関係で特に苦労した経験が無い様に思い
ます。新たな職業においても温厚な性格と聞き上手により、常に相
手のことを思いやって、何事にも誠心誠意を持って臨んで参りま
す。また、これまで私を支えてくれた家族をはじめ上司や同僚に対
する感謝の気持ちを忘れずに、これからは私が支えていく気構えで
やっていこうと考えています。普段は、スポーツジムで汗を流し、
帰りにお風呂とサウナでリフレッシュしています。お酒も大好き
で、主に妻との自宅晩酌を楽しんでいます。
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16 曹長
茨城県
古河市

宇都宮線
古河駅

30.08.07
54歳

装輪整備陸曹、医薬品係、備品
係長、補給係総括係長

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許

清掃従事者
約１３万円

性格は温厚・明瞭・協調性があり、良好な
人間関係を築いています。職務に対する信
条としましては、基本に忠実・現場第一主
義・逆転の発想を実践してきました。職務
遂行に関しては明朗・誠実・実直に状況の
変化を捉え対応できます。再就職先でも自
衛隊で培ったやる気と粘り強い執念を有効
に活用できるものと確信しております。

17 ２佐
さいたま市
見沼区

宇都宮線
東大宮駅

30.08.27
55歳

調達会計部契約第２課長、第２
契約班長、第１契約班長、契約
科長、会計課長、業務科長

第１種大型自動車免許、介護事
務管理士

事務・会計
約３０万円

性格は、明朗闊達にして積極性・協調性が
あり、良好な人間関係を築いています。主
に予算、経理に関連する業務に携わって参
りましたので、企画・調整能力又はパソコ
ンによる計算管理能力を活かして勤務した
いと考えています。

18 ３佐
さいたま市
見沼区

宇都宮線
東大宮駅

30.09.14
55歳

付隊長、観閲式企画幹部、学校
長副官、補任幹部、人事見積幹
部、人事班長

第１種大型自動車免許、情報処
理活用能力検定3級、測量士
補、甲種火薬類取扱責任者、丙
種危険物取扱責任者、玉掛技能
者、４級アマチュア無線技士

営業・販売
事務員特定

社員
約３５万円

明朗、温厚且つ素直な性格であり、初対面でも臆するこ
となく会話が出来ることから友人も多く、常に良好な人
間関係を構築に努める等、社交性を備えています。これ
まで、主に人事異動、選抜、懲戒、福利厚生、情報処
理、施設管理などの業務を経験し、事務処理と現場監督
の両立を図ってきました。今後は、パソコンを駆使した
事務のみならず、業務を通じて修得した企画調整力と工
程管理力を最大限に活用し、企業の総務、人事、営業、
外交の分野での勤務を熱望しております。

19 曹長
さいたま市

北区
埼京線
大宮駅

30.09.21
54歳

補給整備班補給整備係、化学部
技術課技術管理係、隊本部、第
２化学小隊、総務部管理課管理
班操縦手

第１種大型自動車、第１種牽引
自動車、フォークリフト運転免
許、乙種４類危険物取扱者

警備員
約２３万円

性格は温厚、明朗、協調性があり、良好
な人間関係を築いています。業務は運転
手、警備、物品管理業務を主に経験して
います。人々と接し安全安心を提供する
心構えで企業の警備、物品管理、運転手
として勤務したいと考えています。

20 ２尉 北本市
高崎線
北本駅

30.09.29
54歳

技術教官、化学整備班長、化学
整備幹部、小隊陸曹、化学整備
陸曹、陸曹教官、技術助教、化
学整備陸曹、分隊長、化学情報
陸曹、化学陸曹

第１種大型自動車、第１種牽引自動車、
フォークリフト免許、普通自動二輪、高圧
ガス製造保安責任者（乙種機械）、危険物
取扱者（乙種全類）、小型移動式クレーン
運転士、玉掛技能者、調理師免許、甲種防
火管理者、フォークリフト運転免許、アー
ク溶接技能者、ガス溶接技能者、中型自動
二輪免許、電話級アマチュア無線技師

サービス業
専門職

約３０万円

性格は、温厚、明瞭、協調性があり、良好
な人間関係を築いています。業務経歴とし
ては、陸曹時代は、操縦手、小隊陸曹及び
器材整備業務を行い、幹部任官後は，整備
班長、運用訓練幹部及び教官業務を経験し
てます。調整・実行力を活かした各種現場
において勤務したいと考えています。
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21 准尉 熊谷市
高崎線
熊谷駅

30.10.05
54歳

第１部人事陸曹、第１科人事陸
曹、人事部人事課幹部補任係、射
撃陸曹

第１種大型自動車、フォークリフ
ト運転者免許、ボイラー取扱技能
者

保安・警備
約２０万円

性格は、温厚・真面目であり、最後まで
粘り強くやり抜くという忍耐力がありま
す。業務は、人事と総務業務を主に経験
しています。何事にも諦めないというこ
とを活かし企業の保安警備、また、寮監
として勤務したいと考えています。

22 准尉 ふじみ野市
東武東上線
ふじみ野駅

30.10.13
54歳

庶務幹部、補給小隊長、先任上級
曹長、迫撃砲小隊陸曹、迫撃砲小
隊長

第１種大型自動車免許、第１種牽
引自動車免許

保安・警備
約２４万円

性格は、温厚・誠実であり、良好な人間
関係を築いていると思います。これまで
に自衛隊で経験した能力を発揮して再就
職で活用して、働くことが出来ると思い
ます。

23 １尉 北本市
高崎線
北本駅

30.10.25
54歳

付隊長、総務班長、人事幹部、調
達計画班通信器材係、補給第２班
統制幹部、技術基準第１係長

第１種大型自動車免許、普通自動
２輪免許、第２種電気工事士、介
護職員初任者ＩＴﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

施設等管理
保守

約２５万円

性格は、温厚、明瞭で協調性があるととも
に、我慢強さがあり、良好な人間関係を築
いています。業務は、管理部門(物品管理・
補給整備)と総務業務を主に経験していま
す。管理・調整能力及びコミュニケーショ
ン能力を活かし、施設管理関連の担当者と
して勤務したいと考えます。

24 １尉
さいたま市

西区
川越線
日進駅

30.10.29
54歳

第２普通科直接支援中隊長、三菱
重工名古屋誘導推進システム製作
所常駐監督官、車両工作科鍛造工
作教官、火器工場工務班長、本部
付隊長兼第４係主任

消防設備士乙６、危険物乙４、２
種陸上特殊無線技士、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、
ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、高所作業車運転、小
型移動式ｸﾚｰﾝ、床上操作ｸﾚｰﾝ、玉
掛け、車両系建設機械、不整地運
搬車、倉庫管理主任者、ｶﾞｽ溶
接、ｱｰｸ溶接

自動車運転
従事者

約２６万円

性格は、温厚、明瞭、協調性があり、良好
な人間関係を築いています。業務は施設及
び物品の管理業務を主に経験しています。
この経験・知識を活かし、施設管理、商品
管理、保安警備従事者として勤務したいと
考えています。

25 ２佐 戸田市
埼京線
北戸田駅

30.11.03
55歳

総務課長、企画室長補佐、運用教
育科長、第１化学防護隊長、化学
技術係長、参事官補佐、業計予算
係長、科学技術担当、補給担当

第１種中型自動車免許、第１種放射
線取扱主任者、甲種危険物取扱者、
甲種火薬類取扱保安責任者、エック
ス線作業主任者、ガンマ線透過写真
撮影作業主任者、アナログ第3種工事
担当者、測量士補、甲種防火管理
者、第４級アマチュア無線技師、日
商簿記３級

専門的・技
術的約４０

万円

部隊指揮官等管理職として指導力、管理能
力や状況判断力を培い、また、陸上幕僚監
部等での幕僚として調整能力、業務処理能
力を身につけることができました。これら
の能力を活かして企業において技術の理解
できる管理業務を実施していきたいと考え
ています。
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26 １曹
さいたま市
大宮区

埼京線
大宮駅

30.11.06
54歳

塵埃・外来係、役務監督官、給養
陸曹、文書陸曹、衛生補給陸曹、
救護陸曹、調理係、小銃手

第１種大型自動車免許
警備

約１５万円

性格は、温厚、明朗、協調性があり、良
好な人間関係を築いています。業務は、
糧食班で役務監督官として、現場の業者
との調整及びコミュニケーションを図
り、この能力を活かして、次の職場で勤
務したいと考えています。

27 曹長 古河市
宇都宮線
古河駅

30.11.07
54歳

整備計画係、仕様書第１係、部隊
補給陸曹、補給計画課技術第１
課、補給管理課保管課

第１種大型自動車、第１種大型特
殊自動車、フォークリフト運転免
許、乙種４類危険物取扱者

一般事務
約２０万円

自衛隊では物品の維持・管理に関する業
務を主に勤務し、物品の効率的な管理に
努め、合規適正に書類手続き等を実施
し、任務遂行に努めてきました。性格は
明朗、温厚で職場では良好な人間関係を
築いています。

28 １曹
さいたま市

桜区
高崎線
北与野駅

30.11.16
54歳

監理係、訓練陸曹、化学陸曹、車
両・化学陸曹、化学偵察班長

第１種大型自動車免許、第１種牽
引自動車免許、第２種電気工事士

電気工事従
事者約３０

万円

性格は、温厚、明瞭で良好な人間関係を築
いています。業務は、庶務、管理、訓練と
広範多岐な経験をしています。取得免許を
活かした電気工事士としてのキャリアを積
み施設管理者として勤務したいと考えてい
ます。

29 ２佐
さいたま市
大宮区

埼玉新都市
交通ﾆｭｰｼｬﾄ

ﾙ線
鉄道博物館

駅

30.11.22
55歳

技術教育科長、装備研究科長、化
学技術係長、隊長

第１種中型自動車免許、第２種放射線取扱主任
者、乙種４類危険物取扱者、第１級小型船舶操
縦免許、毒物劇物取扱責任者、火薬類取扱保安
責任者、公害防止管理者（ダイオキシン）、公
害防止管理者（水質４種）、高等学校教諭二級
普通免許、工事担任者（アナログ第３種）、第
４級アマチュア無線技士

営業・外交
約３０万円

性格は、温厚であるとともに社交的で、人
間関係を築くのが得意です。業務は、部隊
指揮官の他、科学技術関連及び情報関連業
務を経験しております。自衛隊で培った調
整力、判断力、決断力及び協調性を活か
し、社会貢献できる仕事をしたいと考えて
います。

30 曹長 吉川市
武蔵野線
吉川駅

30.12.01
54歳

役務監督官、給養陸曹、小隊陸
曹、火器係陸曹、糧食班分隊長、
弾薬手、迫撃砲副砲手

第１種大型自動車免許、フォーク
リフト運転免許、調理師免許

調理師
約１５万円

性格は、温厚、明朗、協調性があり、良好
な人間関係を築いています。業務は、糧食
班（分隊長）役務監督官を主に経験してい
ます。調理能力及び部外者とのコミュニ
ケーション能力を活かし、企業の給食業務
関連の勤務したいと考えています。
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31 ２佐
比企郡
小川町

東武東上線
小川町駅

30.12.01
55歳

副群長、教育隊長、隊長、通信班
長、装計企画人事担当、小隊指導
教官

第１種大型自動車免許、第１種牽
引自動車免許、特殊無線技士（多
重無線設備）、フォークリフト運
転免許、乙種陸上無線通信士

保守･管理
約３０万円

性格は、温厚・誠実かつ明朗で積極性・協
調性があり、良好な人間関係を築いていま
す。業務は指揮官・教官等を主に経験して
います。企画・調整・問題解決能力及び人
を育てる熱い指導能力を活かし社会に貢献
できる人材育成等ができる仕事がしたいと
考えています。

32 曹長
さいたま市

北区
川越線
日進駅

30.12.09
54歳

小隊陸曹、先任上級曹長、小隊長
第１種大型自動車免許、第１種牽
引自動車免許、フォークリフト運
転免許

運転手
約３０万円

自衛隊で約３５年間勤務し、主に車両に関する業務と装備品
類の維持管理等の業務に携わり、物品に対する愛護心と機能
を維持して末永く稼動させる知識が備わりました。車両に関
しては、自ら運転をしながら配車業務にも携わり、適時適切
な配分及び決定力も備わりました。また、先任上級曹長とい
う組織におけるまとめ役の様な任務も経験し、多種多様な個
性ある隊員とのコミュニケーション力も備わり、協調性を発
揮して多数の方々と打ち解ける事が出来ます。

33 曹長 ふじみ野市
東武東上線
上福岡駅

30.12.13
54歳

車両運用係、郵政係、対戦車小隊
陸曹、文書陸曹、対戦車分隊長

第１種大型自動車免許、第１種大
型特殊自動車免許、第１種牽引自
動車免許、フォークリフト運転免
許、普通自動二輪車

フロア警備
約２４万円

性格は、温厚、明朗、協調性があり、職場にお
いて良好な人間関係を築いています。職務に対
しましては、状況の変化を捉え「基本に忠実・
積極的に！」を実践してきました。再就職先で
も自衛隊で培った忍耐力を有効に活用できるも
のと確信しております。

34 １曹 鶴ヶ島市
東武東上線
坂戸駅

30.12.25
54歳

工具管理陸曹、補給係、装輪車整
備陸曹、射撃班長、配車係陸曹

第１種大型自動車免許、第１種大
型特殊自動車免許、第１種牽引自
動車免許、普通自動二輪車免許

事務２０万
円

性格は、温厚、明朗であり、良好な人間
関係を築いております。体を使っての仕
事を主に、各種の調整及び在庫管理も経
験し、保安警備関連の勤務をしたいと考
えます。

35 曹長 富士見市
東武東上線
ふじみ野駅

30.12.30
54歳

医事・統計、衛生班長、衛生救護
陸曹、中隊救護員

第１種大型自動車免許、普通自動
二輪車免許

守衛・警備
員約１６万

円

性格は、少し不器用な所が有りますが、
何事にも真面目に取り組みます。部隊・
駐屯地の警備関連の勤務に従事しました
ので、不測事態や通常の来客応接は滞り
なく出来ます。
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36 １曹 所沢市
武蔵野線
東所沢駅

30.12.30
54歳

朝霞自動車教習所（免許係、補給
陸曹、学科班長、訓練陸曹、技能
班主任検定員、教習所係陸曹）輸
送陸曹

第２種大型自動車免許、第２種大型
特殊自動車免許、第２種牽引自動車
免許、普通自動二輪車免許、技能検
定員兼教習指導員（大型・大型特
殊・牽引・普通）乙種４類危険物、
第２種電気工事士、第３級自動車整
備士、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転免許

教習指導
員・技能検
定員約２３

万円

私は、自衛隊では自動車教習所の職員とし
て従事しています。教習指導員、技能検定
員等の資格を有しており、現場での教習、
検定、その他教習係、免許係等、教習所で
の事務処理にも精通しています。その経験
を活かし自動車教習所の職員として勤務し
たいと考えます。

37 １曹 入間市
西武池袋線
武蔵藤澤駅

31.01.06
54歳

第３科施設整備陸曹、施設業務統
制陸曹、装輪整備陸曹

第1種大型自動車免許、第1種牽引
自動車免許、第1種大型特殊自動
車免許、移動式クレーン、介護職
員初任者研修

介護
約２０万円

性格は、温厚、明朗です。過去に母親の
介護を実施。平成30年2月に介護職員初
任者研修を受講しました。介護業務に非
常に関心を持っています。

38 ３佐
さいたま市

西区
埼京線
西大宮駅

31.01.07
55歳

管理課長兼技術教官、運用教官、第１
科長、第４科長、防護隊副隊長、計画
係長、補給係長

第1種大型自動車免許、第1種大型
特殊自動車免許、第1種牽引自動
車免許、危険物（乙種1類、乙種4
類）、第2種放射線取扱主任者、
第3級ファイナンシャルプランニ
ング技能士、介護職員初任者研修
終了

保安・警備
約３０万円

性格は、明朗で積極性・協調性があると
思ってます。信条は、「挑戦する事を諦
めない」です。自戒としては、「現状に
満足しない」と「何事にも謙虚な姿勢で
臨む」です。

39 ３佐 川口市
武蔵野線
東浦和駅

31.01.15
55歳

運用科長、予算執行総括、第１契
約班長、原価計算幹部、契約教官

原価管理士、日商簿記検定2級、
第1種大型自動車免許

事務・会計
約２３万円

性格は、温厚で協調性が有るといわれま
す。全国各地で勤務した経験から様々な
環境に素早く順応できる事が、特技であ
り、経理、予算業務を主体に教官として
培った熱意は必ず相手に伝わると思って
います。

40 曹長
さいたま市

西区
埼京線
指扇駅

31.01.28
54歳

小銃手、小銃班長、教育隊助教、
小銃小隊長

第1種大型自動車免許、第1種大型
特殊自動車免許

行政書士業
約２５万円

性格は、温厚、誠実、協調性があり、良
好な人間関係を築いています。業務は、
教育隊に勤務し、教育に携わることにも
経験しました。企画・調整能力及び指導
教育能力を活かし、また、趣味でもある
土
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41 准尉 北本市
高崎線
北本駅

31.02.02
54歳

宿舎係長、先任上級曹長、施設陸
曹、企画陸曹、第３科運用陸曹

第1種大型自動車免許、第1種牽引
自動車免許、測量士補、防災士、
危機管理アシスタント２級

銀行警備
約２５万円

性格は、物事に前向きに取り組み、責任
感が強いです。業務は、首都圏に勤務す
る約１２００世帯の宿舎管理を行ってお
り、入居者のニーズに応える様、日々努
力しております。また、企画力、協調性
をもって地域における活動も行っており
ます。

42 曹長 ふじみ野市
東武東上線
上福岡駅

31.02.03
54歳

予備自衛官係、小銃班長、小隊陸曹、
小隊長、広報官、即応予備自衛官係、
訓練陸曹

第1種大型自動車免許、第3級ファ
イナンシャルプランニング技能士

学校用務
約２５万円

性格は、明朗かつ温厚で協調性がありま
す。これまでの自衛隊勤務でで培った実
行力、調整能力及びコミュニケーション
能力を活かし、金融・保険の外交員とし
て勤務したいと考えています。

43 曹長 埼玉県内 検討中
31.02.06
54歳

管理係長、補給陸曹、部品補給陸
曹、火器・車両陸曹、分類班監督
陸曹

第1種大型自動車免許、第1種牽引
自動車免許

園児送迎バス
運転手約２５万

円

私の長所は、こだわりが強いところで
す。自分がやると決めたことは、こだわ
りをもって、最後までやり遂げることが
出来ます。

44 １曹 秩父市
秩父線

武州中川駅
31.02.06
54歳

自動車教習所主任検定員、爆破陸曹、器材
班長、小隊陸曹、技能検定員、施設機械修
理陸曹、ドーザ操縦陸曹、燃料油脂係陸
曹、バケット操縦陸曹、教習所指導員、施
設手、車両操縦手、分隊長

第2種大型自動車免許、第2種大型特殊自動車免
許、第2種牽引自動車免許、大型技能検定員、
普通技能検定員、大型特殊技能検定員、牽引技
能検定員、普通二輪技能検定員、大型教習指導
員、普通教習指導員、大型特殊教習指導員、牽
引教習指導員、普通二輪教習指導員、第1種応
急救護指導員、適正検査指導員、危険物乙種全
類

用務員兼ドライ
バー約２０万円

性格は、温厚、協調性があり、良好な人間
関係を築いています。業務は、自動車教習
所において、主に検定教習業務を経験して
います。安全運転者教育及び車両操縦手と
しての経験を活かし、路線バス運転手とし
ての勤務をしたいと思います。

45 曹長 上尾市
高崎線
上尾駅

31.02.24
54歳

総括班総括係長、駐屯地人事、武
器係、先任陸曹、調達係、予算業
計３係、車両操縦手

第１種普通自動車免許、第１種大
型自動車免許、第１種牽引自動車
免許、第１種大型特殊免許、MOS
試験（エクセル2003)合格、ス
キューバダイビング（アドバン
ス）

一般事務
約２２万円

性格は、温厚で対人関係も問題ない協調性
を有している。業務ではMOS試験にも合格
し、パソコン操作には自信があり、車両無
事故走行１０万㌔以上で車両運行も好きで
ある。出来れば、この経験を活かして、車
両運行か事務職で勤務したいと考えていま
す。
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46 曹長 戸田市
埼京線

戸田公園駅
31.03.03
54歳

燃料係、需品整備係長、発動機整備
係、施設機械修理係長、施設機械整備
陸曹

第１種大型自動車免許、第１種牽引自動車免
許、第１種大型特殊自動車免許、危険物（乙４
類）、フォークリフト運転者、甲種防火管理
者、車両系建設機械（整地、運搬、積み込み用
及び掘削用）、小型移動式クレーン、ガス溶接
技能講習、アーク溶接特別教育、メリ払機取扱
作業者、特別教育、安全衛生教育

大学等用務員
約１７万円

得意な事は、今までの経験を活かした故障した
発電機、家庭電化製品の修理ミシンで作業服の
修理、自転車のパンク修理、自動車等の整備、
タイヤ交換です。性格は、温厚で協調性、柔軟
性があり、どんな状況においても臨機応変に対
応できます。持ち前の粘り強さと集中力、迅速
な行動力で何事にも意欲的に挑戦していきたい
です。


