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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 １曹 朝霞市
東武東上線

朝霞駅
31.04.14

54歳
広報陸曹、広報係長、第１科庶
務陸曹、総務課広報陸曹

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、丙種陸上無
線通信士

用務
約２５万円

性格は、明るく協調性もあり、他の職業の
方々とも年齢・性別を問わず、良好な関係
を継続しています。職務は、主に広報を経
験しています。柔軟な対応能力を活かし、
企業の総務・広報系で勤務したいと考えて
います。

2 １尉 越谷市
東武伊勢崎
線北越谷駅

31.04.14
54歳

総括班長、航空管理班長、補給
班長、広報班長、総務班長

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４類危険
物取扱者、フォークリフト運転
者、移動式クレーン運転士、玉
掛け技能者

事務・会計
約３０万円

性格は、温厚・明瞭で協調性があり、良好
な人間関係を築いています。業務は、広範
多岐に渡る総務業務を主に経験し、特に創
立記念行事の主務者として活躍しました。
これまでに培った企画力・調整能力を活か
し、何事にも前向きに誇りを持って取組み
ます。

3 曹長
さいたま市

西区
川越線

西大宮駅
31.05.21

54歳

宿舎係、庶務係、技術管理係、
教材係、衛生補給係、医事統計
係、診療費係

第１種大型自動車免許、普通自
動二輪免許、准看護師免許

警備
約２０万円

性格は、温厚で底抜けに明るく、前向きプラス
思考で何事にも真剣にさわやかに取組み、成果
を引き寄せてきましたので任務遂行能力は非常
に高いです。また、コミュニケーション能力及
び各種イベントの司会統制・きかく・調整力、
プレゼン能力が高く、特に、その場に応じた状
況判断と臨機応変な措置をとることが出来ま
す。

4 ２曹
さいたま市

岩槻区
武蔵野線
東川口駅

31.06.02
53歳

燃料係・運行係、車両配車運行
係、分隊長、操縦手、営内班長

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４類危険
物取扱者、フォークリフト運転
者免許

用務
兼

ドライバー
約２５万円

性格は、温厚、明朗、協調性が有り、良好
な人間関係を築いています。仕事では、車
両運転、簡単な整備、業務では、危険物取
扱管理者をしています。趣味でDIY、園芸を
していますから簡単な修理等なら出来ま
す。

5 １曹
栃木県
芳賀郡

真岡鉄道線
市塙駅

31.06.03
54歳

車両整備陸曹、無線機整備陸
曹、装輪車両整備陸曹、武器・
化学・車両陸曹、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、第1種大型
特殊自動車免許、フォークリフ
ト運転者免許、上級救命、普通
自動二輪車免許

ドライバー
約１５万円

性格は、明朗、協調性があり、時間に厳しく、
確実・正確をモットーに業務を実施してきまし
た。また、現職務において航空燃料の見積もり
をし、業者との納入日時、数量の密な調整し、
維持管理をしています。
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6 曹長 鶴ヶ島市
東武東上線
鶴ヶ島駅

31.06.24
54歳

広報幹部、駐屯地曹友会長、化
学・出版物、外来係長、外来係

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、第２級ボイ
ラー技士、車両系建設機械運転
技能者

幼稚園バス
ドライバー

自衛隊で養ってきた規則正しい生活に合わ
せて、様々な生活環境の変化への柔軟な対
応が出来る。体力・忍耐力に自信あるので
運転業務が確実に実施できると資料しま
す。

7 １曹 朝霞市
東武東上線

朝霞駅
31.07.11

54歳

援護陸曹、対戦車小隊陸曹、施
設化学陸曹、対戦車分隊長、通
信陸曹

第１種大型自動車免許、第1種
大型特殊自動車免許、高所作業
車、ガス溶接、ｱｰｸ溶接

役員操縦手
約２０万円

性格は温厚で忍耐力があると思います。
日々を生きる思いとして「楽しくも苦しく
も経過をする時間は同じ」を信条に意義を
見出し勤務してきました。再就職先におい
ても忍耐力、協調性、入隊以来体調を壊し
た事がない健康管理を活かせるのではない
かと思います。また、趣味は模型作り、DVD
鑑賞で感性を磨くことです。

8 准尉 春日部市
東武ｱｰﾊﾞﾝ
ﾊﾟｰｸﾗｲﾝ

藤の牛島駅

31.07.13
54歳

最先任上級曹長、除染小隊陸
曹、情報陸曹、偵察班長

第1種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許

フロア警備
約２３万円

性格は、嫌な事はなかなか頭から離れず、気が滅入る
ような時も、切り替えて、受け入れて勤務出来ます。
協調性は与えられた仕事、任務については必ず遂行し
たいと思っています。趣味は旅行に釣りに自転車、映
画鑑賞やアニメもかなり観ております。年に３日ほど
ですがｷｬﾝﾌﾟし、渓流釣りにいきます。また、温泉にも
いきます。現在、通勤で自転車ロードバイクを保有し
ております。

9 准尉
さいたま市

北区
高崎線
宮原駅

31.07.13
54歳

訓練助教、情報陸曹、補給幹部

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４類危険
物取扱者、第１種大型自動２輪
免許、第１級小型船舶操縦士免
許

保健医療サービ
ス職業従事者
約２０万円

性格は、温厚で明るく、自衛隊の業務上、転勤が多かったの
で、どの職場でもすぐ溶け込み良好な人間関係を築いてきま
した。職務に対する信条としては、「業務上の問題点、迅速
確実な安全管理、個人能力の引出し」チームとしての相乗効
果を考え、話し合いで業務を進めてきました。再就職に際し
ては、自衛隊で培った「行動力・リーダーシップ」を活か
し、御社の発展に貢献頂きたいと考えています。

10 １曹 東松山
東武東上線
森林公園駅

31.07.18
54歳

調査陸曹、文書陸曹、武器陸
曹、化学陸曹、射統陸曹、防
秘・教範陸曹

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第1種大型
特殊自動車免許、フォークリフ
ト運転者免許、実用英語技能検
定２級、ＩＴパスポート、丙種
陸上無線通信士

操縦手（役員ﾄﾞﾗ
ｲﾊﾞｰ）約２７万

円

性格は、温厚篤実で協調性が有ります。職務に
対しては「粘り強く最後までやり抜く」で実践
しています。それは、再就職先においても、有
効活用できるものと確信しています。また、趣
味については、魚釣り・将棋・ドライブ・温泉
です。
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11 １曹 入間市
西武池袋線
武蔵藤沢駅

31.07.26
54歳

補給需品係陸曹、教育隊補給係
陸曹、運用訓練陸曹、戦砲隊陸
曹

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許、第1種大型
特殊自動車免許、フォークリフ
ト運転者免許

操縦手
約２５万円

趣味は海釣り、家庭菜園等どちらも未熟ではあ
りますが、余暇を利用し楽しんでおります。部
隊勤務において、共通の趣味持つ事で「コミュ
ニケーション能力」を培うことが出来、又、多
くの人と関わる事で自分の視野が広がると思っ
ています。これからも、人との繋がりを大事に
勤務していきたいと思います。

12 曹長 熊谷市
高崎線
熊谷駅

31.07.31
54歳

火工試験係、補給第１係長、文
書電計係長、在庫管理係

２級ボイラー技士、第１種大型
自動車免許

理化学分析
約１７万円

分析機器を問わず、機械の操作及び構造機能を
覚えるのが得意、EXCELについては、マクロも可
能でマクロなしでも半自動文書作成など効率化
が得意、現場から事務まで幅広く貢献できると
思料します。

13 １曹 草加市
東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲ
ﾝ 獨協大学前

31.08.14
54歳

補給・施設陸曹、小隊陸曹、学
生係、分隊長、車両操縦手

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４類危険
物取扱者、フォークリフト運転
者免許、第２種大型自動車免
許、２級ボイラー技士

操縦手
約１６万円

仕事は、時間に余裕をもって積極的に取組み、
粘り強く最後までやり遂げます。パソコンは、
初級程度であり、簡単な文書作成業務が出来ま
す。また、健康維持向上の為に軽いジョギング
を継続中であり、何か人の為に出来る事を喜び
と感じております。

14 曹長
比企郡
滑川町

東武東上線
つきのわ駅

31.08.14
54歳

最先任上級曹長、補給管理陸
曹、訓練補給陸曹、保管器材係

第1種大型自動車免許、普通自
動二輪免許、フォークリフト運
転免許、小型移動式クレーン、
玉掛け

倉庫管理
約２０万円

温厚な性格と多くの人との繋がりを大切にして
きたので、協調性やコミュニケーション能力が
あると自負しております。また、趣味として地
域のソフトボール部に所属し、キャプテン及び
協会役員を継続し続けるとともに、子供が通っ
ている小学校のPTA役員、更にはPTA会長として
学校及び地域の活動等へ貢献してきました。

15 曹長 熊谷市
高崎線
籠原駅

31.08.19
54歳

先任上級曹長、迫撃砲小隊長、小隊陸
曹、訓練准尉、小銃小隊小隊陸曹、調
査陸曹

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許

操縦手
約２５万円

性格は、温厚で協調性があり、誰とでも良好な
人間関係を築いています。職務に対しては、真
面目に取組み、要望に応えられると思っており
ます。また、車両を運転する機会が多かった
為、運転には自信をもって安全に目的地まで移
動できると思っております。趣味は、読書と魚
釣りで、教養を深め、精神安定に努めておりま
す。
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16 １曹
さいたま市

大宮区

東武ｱｰﾊﾞﾝ
ﾊﾟｰｸﾗｲﾝ

大宮公園駅

31.08.30
54歳

電信班長、管理陸曹、検収・倉庫係、
人事・文書・庶務陸曹、信電陸曹、信
電班長

第１種大型自動車免許
幼稚園バス運転

手
約２０万円

性格は温厚・明瞭・協調性があり、良好な人間関係を
築いております。職務に対する信条としましては、相
手の立場になって物事を考えるように心掛けていま
す。職務遂行に関しては状況に応じ柔軟に対応出来ま
す。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。また、趣味
は、ウォーキング・ストレッチ等です。

17 曹長 川越市
西武新宿線
本川越駅

31.09.08
54歳

隊付陸曹、信電班長、信電陸曹 第１種大型自動車免許
製造

約２５万円

入隊以来３５年通信業務に携わり、信電手、信
電陸曹を経て技術を練磨し、競技会では、持ち
前の根性と高い技術力で5年連続連覇を達成しま
した。また、今後はこれらの経験を活かした
「人の役立つ」仕事をしたいと考えておりま
す。

18 准尉 上尾市
高崎線
上尾駅

31.09.16
54歳

車両幹部、第４科総括陸曹、第４科補
給陸曹、ATM小隊陸曹、ATM分隊長

第１種大型自動車免許、第１種
けん引自動車免許

保安･警備
約２５万円

性格は温厚であり、各業務を経験していく
中で周囲に目配り、気配りが出来る人間で
あると考えております。また、周囲の環境
の変化にも柔軟に対応出来るものと思って
おります。

19 曹長
北葛飾郡
松伏町

東武伊勢崎
線越谷駅

31.09.26
54歳

先任上級曹長、人事陸曹、装備部建設
陸曹、防衛部運用総括陸曹、副分隊長

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、第２級小型船舶操縦
士免許、ガス溶接技能者、アーク
溶接技能者、車両系建設機械運転
技能者

寮監
約２５万円

性格は、温厚・誠実・協調性があり、コミュニケーショ
ン能力は自衛隊生活の中で培い自信があります。また、
与えられた仕事等においても責任を持って最後までやり
抜く力はあり、レンジャー訓練で鍛えた的確・柔軟的な
状況判断が出来る事により再就職先でも、活躍出来ると
確信いたします。また、趣味は自動車及びオートバイで
のドライブやラグビーフットボールを余暇を利用して楽
しんでおります。


