
 

公 表 資 料 
 

平成２８年９月２０日 
防 衛 省 

 
自衛隊法第６５条の１３の規定に基づく平成２７年度若年定年等 
隊員の就職の援助の実施結果の公表について 

 
 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第６５条の１０第１項の規定により

防衛大臣が行う若年定年等隊員※の離職に際しての離職後の就職の援助につい

ては、同法第６５条の１３の規定に基づき、毎年度実施結果を公表することと

されています。 
 今般、平成２７年度分（昨年１０月１日から本年３月３１日までの間に離職

し、就職の援助を行った隊員の援助の実施結果）について取りまとめましたの

で、別紙のとおり公表致します。 
 

※ 若年定年等隊員とは、定年が６０歳に満たない自衛官（１佐～３曹）及び任

期制自衛官（士長～２士）をいう。 

 
 
【概要】 
  就職の援助の実施結果：３３８０人 
（内訳） 

・１佐～３佐           ４４０人 
   ・１尉～３曹          １５４１人 
   ・任期制自衛官（士長～２士）  １３９９人 
 
 
 

【連絡先】 
    防衛省人事教育局人材育成課援護企画室 

電話：０３－５３６６－３１１１（代表） 
   内線２０６９１ 



別紙

連番 氏名
離職時
の年齢

離職時の職及び階級 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先における地位

1 穴久保　聡宏 56歳
陸上自衛隊関東補給処装備計画部業
務指示課長（１等陸佐）

平成27年10月1日 平成27年10月1日 医療法人晴生会 事務長

2 森田　季義 55歳
陸上自衛隊富士学校総務部総務課総
務幹部（３等陸佐）

平成27年10月1日 平成27年10月2日 株式会社富士平原 ゴルフ場整備

3 改元　和裕 54歳
陸上自衛隊国分駐屯地業務隊付(３
等陸佐)

平成27年10月1日 平成27年10月2日 五徳株式会社 正社員

4 田中　照義 54歳
陸上自衛隊西部方面通信群第１０２基地
システム通信大隊第３０２基地システム
通信中隊（３等陸佐）

平成27年10月2日 平成27年10月3日 株式会社豊田古保山リゾート 支配人候補

5 井手　正 56歳
陸上自衛隊研究本部総合研究部主任
研究開発官（１等陸佐）

平成27年10月2日 平成27年10月5日 神奈川県鎌倉市役所
危機管理課担当課長兼総合防
災課長

6 石井　幸一 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成27年10月3日 平成27年10月4日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

7 成田　康弘 54歳
自衛隊愛知地方協力本部援護課名古
屋地域援護センター長（３等陸佐）

平成27年10月3日 平成28年10月4日 瀬戸信用金庫 調査役

8 井上　浩美 55歳
陸上自衛隊神町駐屯地業務隊衛生科
長（２等陸佐）

平成27年10月4日 平成27年10月5日
全国共済農業協同組合連合会
山形県本部

保険外交員

9 本間　文朋 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成27年10月4日 平成27年11月1日 株式会社明治屋 営業販売事務員

10 野口　慎 55歳
陸上自衛隊富士学校富士教導団教育支援
施設隊本部総務班副隊長（２等陸佐）

平成27年10月5日 平成27年10月6日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

11 土田　孝行 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成27年10月5日 平成27年10月6日 十勝技術開発株式会社 技術顧問

12 杉本　和隆 55歳
海上自衛隊第５１航空隊企画審査隊
長（１等海佐）

平成27年10月5日 平成27年10月6日 株式会社オーネックス 管理本部総務課長

13 地主園　優治 54歳
海上自衛隊第２０３整備補給隊付
（３等海佐）

平成27年10月5日 平成27年10月6日
株式会社ＪＡＬメンテナンス
サービス

倉庫管理員

14 安田　朝明 55歳 航空自衛隊航空気象群（２等空佐） 平成27年10月6日 平成27年10月16日
セントラルヘリコプターサー
ビス株式会社

一般事務（嘱託）

15 堀　誠一郎 55歳
陸上自衛隊富士学校富士教導団本部
第４科長（１等陸佐）

平成27年10月6日 平成27年10月19日
三菱地所丸紅住宅サービス株
式会社

マンション通勤管理員

16 千葉　浩志 55歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（３等
空佐）

平成27年10月6日 平成27年11月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員（嘱託）

17 口　俊介 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成27年10月7日 平成27年10月8日 東洋エレメント工業株式会社 総務部ディレクター付

18 白男川　蔵 55歳 陸上自衛隊通信学校付(３等陸佐) 平成27年10月7日 平成27年10月13日 九州木材工業株式会社 折衝業務（用地交渉他）

19 笹倉　清一 56歳 陸上自衛隊研究本部付（１等陸佐） 平成27年10月8日 平成27年10月9日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

20 石井　敬二 55歳
自衛隊福岡地方協力本部芦屋地域事
務所長（２等陸佐）

平成27年10月8日 平成27年10月9日 三島光産株式会社 事務技術職社員

21 前川　忠夫 55歳
自衛隊福岡地方協力本部渉外広報室
長（２等陸佐）

平成27年10月8日 平成27年10月9日 株式会社イカイ九州 正社員

22 白石　栄治 55歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊教
養幹部（３等陸佐）

平成27年10月8日 平成27年11月1日 九州電力株式会社 集金員

23 中出　幹児 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成27年10月9日 平成27年10月10日 学校法人都築教育学園 事務職員

24 深瀬野　角太郎 55歳
航空自衛隊航空支援集団航空気象群
小松気象隊（２等空佐）

平成27年10月9日 平成27年10月10日
一般財団法人北陸電気保安協
会

調査員

25 福島　猛 54歳 陸上自衛隊航空学校付（３等陸佐） 平成27年10月9日 平成27年11月1日 愛知県東浦町役場 防災専門官

26 大村　浩王 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部航空
気象群付（２等空佐）

平成27年10月9日 平成27年11月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

損害サービス専任社員

27 松浦　昭浩 54歳
海上自衛隊東京業務隊付（３等海
佐）

平成27年10月10日 平成27年11月1日 株式会社光電製作所 営業課担当課長（契約社員）

28 青江　芳治 54歳
航空自衛隊第５術科学校付（３等空
佐）

平成27年10月11日 平成27年10月12日
株式会社百五ビジネスサービ
ス

集金業務員

29 小松　幹彦 55歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（２等
陸佐）

平成27年10月11日 平成27年10月13日
全国共済農業共同組合連合会
宮城県本部

損害調査員（嘱託）

３等陸佐、３等海佐又は３等空佐以上の階級にあった若年定年等隊員の就職の援助の実施結果
（平成２７年度）
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30 井上　智之 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１後方支
援隊本部付隊長（２等陸佐）

平成27年10月11日 平成27年10月16日 クボタ環境サービス株式会社 運転監視操作業務（嘱託）

31 三 　弘一 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成27年10月12日 平成27年11月11日 日本フィルター株式会社 電機制御エンジニア

32 下園　弘行 55歳
陸上自衛隊西部方面航空隊第３対戦車ヘ
リコプター隊航空操縦士兼企画幹部（３
等陸佐）

平成27年10月13日 平成27年10月14日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

33 栂木　一宏 55歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（２等
海佐）

平成27年10月13日 平成27年10月14日
東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ株式会社

設備管理（嘱託）

34 川上　外治 54歳
航空自衛隊第４補給処立川支処付
（３等空佐）

平成27年10月13日 平成27年11月1日 平成ビルディング株式会社
主任調査役（管理ビルの設備
担当）

35 横澤　浩己 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成27年10月14日 平成28年2月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

36 藤瀬　弘孝 55歳
航空自衛隊第３航空団基地業務群飛
行場勤務隊長（２等空佐）

平成27年10月15日 平成27年11月21日 日本テクサ株式会社 警備員

37 安部　道 55歳
陸上自衛隊北海道補給処安平弾薬支
処付（２等陸佐）

平成27年10月16日 平成27年10月20日 株式会社マルキンサトー 工場長補佐

38 笹本　弘美 55歳
航空自衛隊第２術科学校第２教育部
企画科長（２等空佐）

平成27年10月17日 平成27年10月18日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

39 大村　毅 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成27年10月17日 平成27年10月21日 株式会社たかの 顧問

40 佐藤　弘 55歳
陸上自衛隊秋田駐屯地業務隊総務科
総務班長（３等陸佐）

平成27年10月17日 平成27年11月1日 秋田信用金庫 営業

41 蘓理　隆公 54歳
自衛隊京都地方協力本部付（３等陸
佐）

平成27年10月18日 平成27年10月19日
医療法人社団医聖会八幡中央
病院

事務長補佐

42 脇田　穣 55歳
海上自衛隊第７３航空隊付（１等海
佐）

平成27年10月18日 平成27年10月19日 日本ハーデス株式会社 支店長代理

43 永井　　博 55歳
陸上自衛隊第１３旅団第１３施設隊
副長（２等陸佐）

平成27年10月19日 平成27年11月2日 廣島緑地建設株式会社 造園作業員

44 田村　好史 55歳 陸上自衛隊通信学校付（２等陸佐） 平成27年10月20日 平成27年10月21日 東京鋼材株式会社 運転手

45 桑野　弘道 56歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成27年10月20日 平成28年4月1日
ジャパンマリンユナイテッド
株式会社

顧問

46 佐藤　正人 55歳
陸上自衛隊第９師団師団司令部付
（２等陸佐）

平成27年10月21日 平成27年11月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

損害調査員

47 柿元　隆浩 55歳
陸上自衛隊第１３旅団第８普通科連
隊付（１等陸佐）

平成27年10月21日 平成27年11月1日 株式会社皆生グランドホテル 社員教育従事者

48 野村　浩司 55歳
陸上自衛隊川内駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成27年10月21日 平成27年11月1日 熊本県菊池市役所 危機管理専門委員

49 森山　正信 55歳
陸上自衛隊西部方面混成団第１１３
教育大隊付（２等陸佐）

平成27年10月21日 平成27年12月1日 学校法人都築教育学園 事務職員

50 吉田　正敏 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成27年10月22日 平成27年10月23日
全国共済農業協同組合連合会
神奈川県本部

自動車共済損害査定（常勤嘱
託員）

51 小川　昌宏 55歳
海上自衛隊佐世保海上訓練指導隊付
（２等海佐）

平成27年10月23日 平成27年10月24日 日本ハーデス株式会社 支店長代理

52 繁田　邦彦 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部装備
部施設課長（１等空佐）

平成27年10月24日 平成27年11月1日 大成ロテック株式会社 事業戦略部長

53 宮本　正義 55歳
陸上自衛隊札幌駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成27年10月25日 平成27年10月26日 トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社 運転手（契約社員）

54 豊田　尚祐 55歳
自衛隊東京地方協力本部城東地区隊
長（２等陸佐）

平成27年10月25日 平成27年10月26日
社会福祉法人桐仁会特別養護
老人ホームかしわ園

副施設長

55 渡邉　　操 55歳
航空自衛隊第１航空団基地業務群管
理隊長（２等空佐）

平成27年10月25日 平成27年10月26日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

56 上田　篤盛 55歳 陸上自衛隊小平学校付（２等陸佐） 平成27年10月26日 平成27年10月27日 株式会社安川電機 事業所内警備

57 金﨑　　悟 55歳
航空自衛隊航空保安管制群付（１等
空佐）

平成27年10月27日 平成27年10月28日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

58 山﨑　　昭 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（１等空佐）

平成27年10月28日 平成27年10月29日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

59 押川　省三 56歳
陸上自衛隊中部方面総監部付（１等
陸佐）

平成27年10月28日 平成27年11月1日 住友林業株式会社 担当部長
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60 宮田　和正 56歳
陸上自衛隊関東補給処松戸支処総務
部長（１等陸佐）

平成27年10月29日 平成27年11月1日 日本ハム株式会社 担当課長

61 切石　　薫 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成27年10月30日 平成27年11月1日 リハコンテンツ株式会社 管理部人事総務課長

62 工藤　忠美 55歳
陸上自衛隊高射学校研究部（２等陸
佐）

平成27年10月31日 平成27年11月1日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

63 石村　隆之 55歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校総務課
航空安全幹部（２等陸佐）

平成27年10月31日 平成27年11月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

64 城山　博喜 55歳
航空幕僚監部人事教育部援護業務課
（２等空佐）

平成27年11月1日 平成27年11月2日
メタウォーターテック株式会
社

募集業務（契約社員）

65 玉利　喜郎 55歳
陸上自衛隊補給統制本部装備計画部装備
計画課システム装備班長（２等陸佐）

平成27年11月1日 平成27年12月1日
ＮＡＡセーフティサポート株
式会社

空港内警備

66 林　哲久 55歳
自衛隊群馬地方協力本部副本部長
（１等陸佐）

平成27年11月2日 平成27年11月3日 弘済企業株式会社 新町保険出張所副所長

67 武内　幸生 54歳
陸上自衛隊久留米駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成27年11月2日 平成27年11月3日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

68 中村　浩和 55歳
海上自衛隊第２０３教育航空隊付
（２等海佐）

平成27年11月3日 平成27年11月4日 日本飛行機株式会社 参事（航空機操縦士）

69 新谷　和也 56歳
航空自衛隊第７航空団付（１等空
佐）

平成27年11月4日 平成27年11月5日 株式会社日本デジコム 顧問

70 髙山　淳一 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部付
（２等空佐）

平成27年11月5日 平成27年11月6日
ＮＡＡセーフティサポート株
式会社

作業員

71 村本　英一郎 54歳
陸上自衛隊第１３旅団第８普通科連
隊付（３等陸佐）

平成27年11月5日 平成27年12月1日
合銀ビジネスサービス株式会
社

外勤事務従事者

72 寺島　浩幸 55歳
海上自衛隊横須賀教育隊付（２等海
佐）

平成27年11月6日 平成27年11月7日
エム・ユー・トラスト総合管
理株式会社

銀行庶務（嘱託）

73 山崎　由紀夫 55歳
陸上自衛隊中部方面航空隊第５対戦車ヘ
リコプター隊隊本部班長（２等陸佐)

平成27年11月6日 平成27年11月7日
三銀ビジネスサービス株式会
社

警備員

74 薄井　陽一 55歳
陸上自衛隊第１０師団第１０通信大
隊教養幹部（２等陸佐）

平成27年11月6日 平成27年11月7日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

75 門脇　博幸 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成27年11月6日 平成27年11月16日
川崎重工業株式会社航空宇宙
カンパニー

基幹職

76 松尾　新次 54歳
海上自衛隊阪神基地隊付（３等海
佐）

平成27年11月7日 平成27年11月8日 株式会社エース 石油製品配送業務

77 渡辺　　博 55歳
航空自衛隊第３輸送航空隊防衛部防
衛班（２等空佐）

平成27年11月7日 平成27年11月8日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

78 新井　誠 55歳 陸上自衛隊化学学校付（３等陸佐） 平成27年11月8日 平成27年11月9日 株式会社タガヤ 警備部総務担当

79 新　正人 55歳
陸上自衛隊関東補給処松戸支処付
（２等陸佐）

平成27年11月8日 平成27年11月9日 学校法人城西国際大学 経理係

80 浅井　享 55歳
陸上自衛隊補給統制本部火器車両部技術
第１課技術管理班長（２等陸佐）

平成27年11月9日 平成27年11月10日
ＳＭＢＣデリバリーサービス
株式会社

メール集配係

81 善並　浩己 54歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成27年11月9日 平成27年11月10日 住友重機械工業株式会社 係長（嘱託）

82 小林　幸宏 54歳
陸上自衛隊第２施設団第１０４施設
器材隊教務幹部（３等陸佐）

平成27年11月10日 平成27年11月11日 株式会社パスク ダム管理支援技術者

83 松岡　洋徳 54歳
航空自衛隊岐阜気象群付（３等空
佐）

平成27年11月10日 平成27年11月11日
全国共済農業協同組合連合会
岐阜県本部

事務職（嘱託）

84 丸岡　博之 54歳
海上自衛隊第３１整備補給隊付（３
等海佐）

平成27年11月10日 平成27年12月1日 新明和岩国航空整備株式会社 整備員（嘱託）

85 山口　徳治 54歳
陸上自衛隊東北補給処船岡弾薬支処
総務科総務班長（３等陸佐）

平成27年11月11日 平成27年11月12日 株式会社パスク 管理支援業務（契約社員）

86 川口　裕史 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成27年11月12日 平成27年11月13日 日本ハーデス株式会社 支店長代理

87 加藤　政志 54歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（３等海
佐）

平成27年11月13日 平成27年11月14日 株式会社ディスコ 設備保守員（契約社員）

88 大石　隆一 55歳
自衛隊情報保全隊本部第１情報保全
室長（２等陸佐）

平成27年11月14日 平成27年11月15日
ＳＭＢＣデリバリーサービス
株式会社

メール集配係

89 小笠原　宗男 54歳
陸上自衛隊多賀城駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成27年11月14日 平成27年11月16日 株式会社ケーネス 直営点検員
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90 西山　正二 54歳
自衛隊情報保全隊（健軍）付（３等
陸佐）

平成27年11月14日 平成27年11月16日
全国共済農業共同組合連合会
熊本県

損害調査員（嘱託）

91 福島　尚行 55歳
陸上自衛隊通信団中央基地システム
通信隊付（２等陸佐）

平成27年11月15日 平成27年11月16日 一般財団法人防衛弘済会 経営企画室長補佐

92 原岡　秀樹 55歳
航空自衛隊航空気象群付（１等空
佐）

平成27年11月16日 平成27年11月17日
株式会社フランクリン・ジャ
パン

気象予報部担当部長

93 古住　信二 54歳
航空自衛隊第３補給処付（３等空
佐）

平成27年11月16日 平成27年12月1日
株式会社日立アドバンストシ
ステムズ

営業職（嘱託社員）

94 家入　清恵 55歳
陸上自衛隊関東補給処付（２等陸
佐）

平成27年11月18日 平成27年12月1日 株式会社足利銀行 渉外業務員

95 山口　幸一 54歳
海上自衛隊東京業務隊付（３等海
佐）

平成27年11月18日 平成27年12月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員（嘱託）

96 渡邊　芳治 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等
空佐）

平成27年11月19日 平成27年11月20日 塚本總業株式会社 役員運転手

97 中村　正光 54歳
陸上自衛隊山口駐屯地業務隊補給科
長（３等陸佐）

平成27年11月20日 平成27年12月1日 横川砕石株式会社 重機オペレーター

98 印口　岳人 56歳
陸上自衛隊北部方面総監部付（１等
陸佐）

平成27年11月21日 平成27年11月22日
サッポロビール株式会社北海
道本社

営業（嘱託）

99 古川　藤男 55歳
陸上自衛隊九州補給処健軍支処補給
課長（２等陸佐）

平成27年11月21日 平成27年11月22日 株式会社肥後銀行 集金業務（嘱託）

100 港　明彦 55歳
海上自衛隊函館基地隊付（２等海
佐）

平成27年11月21日 平成27年11月22日
東洋マリーンサービス株式会
社

海務業務担当（契約社員）

101 中谷　忠資 54歳
陸上自衛隊青野原駐屯地業務隊補給
科長（３等陸佐）

平成27年11月22日 平成27年12月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

営業

102 山内　健一 55歳
陸上自衛隊国分駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成27年11月22日 平成27年12月1日 学校法人都築教育学園 事務職員

103 坂田　孝史 55歳
陸上自衛隊東北方面混成団本部付
（１等陸佐）

平成27年11月23日 平成27年11月24日
有限会社大丸スクールIE鶴ヶ
谷校

副教室長

104 小板　浩之 55歳
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊長(１
等陸佐)

平成27年11月23日 平成27年12月1日
全国共済農業協同組合連合会
石川県本部

損害調査員（嘱託）

105 川口　正人 55歳
海上自衛隊第１航空隊付（２等海
佐）

平成27年11月23日 平成27年12月1日 株式会社徳島ジャムコ 航空整備員

106 稲田　　浩 54歳
航空自衛隊第５術科学校付（３等空
佐）

平成27年11月23日 平成27年12月1日
エム・ユー・トラスト総合管
理株式会社

銀行庶務（嘱託）

107 加藤　昌男 55歳
自衛隊旭川地方協力本部付（２等陸
佐）

平成27年11月24日 平成27年11月25日 株式会社データベース 技能員（準職員）

108 福嶋　昭二郎 55歳
自衛隊情報保全隊（朝霞）付（２等
陸佐）

平成27年11月24日 平成27年12月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

109 森　勝志 54歳
海上自衛隊第１航空群司令部付（３
等海佐）

平成27年11月25日 平成28年1月1日 富士航空整備株式会社 航空整備員

110 熊本　光洋 55歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊本
部教養幹部（１等陸佐）

平成27年11月26日 平成27年12月1日 株式会社熊本銀行 主任推進役

111 松本　充弘 54歳
陸上自衛隊中部方面混成団第４陸曹
教育隊付（３等陸佐）

平成27年11月27日 平成27年11月28日 株式会社京都銀行 警備員

112 早川　隆康 55歳
航空自衛隊第２航空団付（１等空
佐）

平成27年11月28日 平成27年11月29日
学校法人日本航空学園日本航
空専門学校

正教員

113 吉水　亮裕 55歳
陸上自衛隊中部方面後方支援隊本部
教養幹部（２等陸佐）

平成27年11月28日 平成27年11月30日
福銀ビジネスサービス株式会
社

技術職（嘱託）

114 金子　盛幸 56歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 平成27年11月28日 平成27年12月1日 富士航空整備株式会社 所長付

115 今坂　国広 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成27年11月28日 平成28年3月1日 電気興業株式会社 一般従業員

116 高木　正悟 55歳
航空自衛隊西部航空方面隊司令部付
（３等空佐）

平成27年11月28日 平成28年4月1日 福岡北九州高速道路公社 交通司令業務（常勤嘱託員）

117 池田　光宏 54歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊本
部教養幹部（３等陸佐）

平成27年11月30日 平成27年12月1日 日本通運株式会社 警乗員

118 土生　円徳 55歳
陸上自衛隊第２施設団副団長(１等
陸佐)

平成27年12月1日 平成27年12月2日 明治安田生命保険相互会社 仙台支社顧問

119 櫻田　博美 55歳
陸上自衛隊幹部学校情報教育室長
（陸将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 三谷産業株式会社
災害危機管理、安全業務（嘱
託職員）
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120 佐々木　茂 55歳
陸上自衛隊研究本部第３研究課長
（陸将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日
学校法人都築第一学園横浜薬
科大学

学校事務職員

121 花田　順一朗 55歳 陸上自衛隊通信団副団長（陸将補） 平成27年12月1日 平成27年12月2日
日本電気株式会社航空宇宙シ
ステム

参与

122 田村　洋二 55歳
陸上自衛隊小平学校会計教育部長
（陸将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 学校法人城西大学 一般職員

123 阿部　浩 55歳
海上自衛隊教育航空集団司令部幕僚
長（海将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 株式会社マテックス 副工場長

124 高橋　孝途 55歳
海上自衛隊幹部学校運用教育研究部
長（海将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日
学校法人村崎学園徳島文理大
学

総合政策学部教授（国際部副
部長兼務）

125 山本　克也 55歳
海上自衛隊システム通信隊群司令
（海将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 株式会社日立国際電気
特機関連製品の指導、助言
（嘱託）

126 佐藤　俊也 55歳
防衛大学校防衛学教育学群国防論教
育室長兼防衛大学校教授（海将補）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 京濱港運株式会社 港務事業部副部長

127 藤原　明治 46歳
航空自衛隊航空救難団百里救難隊安
全班長（２等空佐）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 バニラ・エア株式会社 操縦士

128 小屋敷　隆 45歳
航空自衛隊第１航空団飛行群第３１
飛行教育隊（２等空佐）

平成27年12月1日 平成27年12月2日 バニラ・エア株式会社 操縦士

129 池原　伸浩 55歳
陸上自衛隊小平学校総務部長（陸将
補）

平成27年12月1日 平成27年12月11日
学校法人城西大学城西国際大
学

一般職員

130 麻生　和彦 55歳
陸上自衛隊武山駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成27年12月1日 平成28年1月1日 株式会社東芝 担当部長

131 山下　隆男 55歳
陸上自衛隊関西補給処整備部長（１
等陸佐）

平成27年12月1日 平成28年1月1日 奈良県奈良市役所 主幹

132 山田　昭正 54歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団司令
部人事部（３等空佐）

平成27年12月1日 平成28年1月21日 日本テクサ株式会社 警備員

133 原　圭三 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校副校長兼
企画室長（陸将補）

平成27年12月1日 平成28年2月1日 日本生命保険相互株式会社 熊本支社特別営業顧問

134 綱澤　武吉 55歳
陸上自衛隊研究本部管理課長補佐
（２等陸佐）

平成27年12月1日 平成28年4月1日 内閣府迎賓館 施設警備

135 十河　浩 55歳 第２普通科連隊副隊長（１等陸佐） 平成27年12月1日 平成28年4月1日 新潟県燕市役所 危機管理主任

136 兒嶋　幸運 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１飛行隊
副隊長（２等陸佐）

平成27年12月2日 平成28年4月1日 学校法人相愛学園大通幼稚園 運転員

137 鈴木　潔 55歳
海上自衛隊航空補給処付（１等海
佐）

平成27年12月2日 平成27年12月3日
公益財団法人防衛基盤整備協
会

事務職

138 迫田　耕広 54歳
海上自衛隊佐世保造修補給所付（３
等海佐）

平成27年12月2日 平成27年12月3日 株式会社ヨネイ 常勤嘱託

139 柴田　有三 55歳
海上自衛隊横須賀教育隊司令（海将
補）

平成27年12月3日 平成27年12月4日 阪和興業株式会社 工場管理業務

140 渡邊　敬治 55歳
陸上自衛隊多賀城駐屯地業務隊総務
科長補佐（３等陸佐）

平成27年12月3日 平成27年12月7日 イシイ株式会社 商品の管理

141 森重　秀幸 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１後方支
援隊本部業務支援幹部（２等陸佐）

平成27年12月4日 平成27年12月5日 株式会社北海道銀行 外務員（嘱託職員）

142 貝原　嘉規 55歳 情報本部計画部付（２等陸佐） 平成27年12月4日 平成28年1月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

143 岡本　秀樹 54歳
自衛隊山口地方協力本部付（３等陸
佐）

平成27年12月5日 平成27年12月6日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

144 杉山　義和 56歳
海上自衛隊横須賀地方総監部付（１
等海佐）

平成27年12月5日 平成28年2月1日 学校法人関東学園 総務課主任

145 松金　富治 55歳
陸上自衛隊帯広駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成27年12月6日 平成27年12月7日 北海道セイカン工業株式会社 小型機械修理スタッフ

146 佐藤　修悦 55歳
陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊総務科
業務幹部（２等陸佐）

平成27年12月6日 平成28年1月1日 山加電業株式会社 用地交渉及びパトロール業務

147 阿部　喜久男 55歳
陸上自衛隊東北方面通信群教育隊長
（１等陸佐）

平成27年12月7日 平成27年12月8日
株式会社ジョイント・システ
ムズ・サービス

システム維持

148 櫻川　淳一 54歳 航空自衛隊第５航空団付（３等空佐）平成27年12月7日 平成27年12月8日 株式会社宮崎放送 放送の送出管理業務員

149 笹嶋　信浩 55歳
陸上自衛隊第９師団第３９普通科連
隊第１科長（２等陸佐）

平成27年12月8日 平成28年1月4日
株式会社弘前セレモニーホー
ル眞照堂

葬祭施行担当
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150 大迫　耕太郎 54歳
航空自衛隊航空気象群付（３等空
佐）

平成27年12月9日 平成27年12月10日 株式会社静環検査センター
環境測定補助等業務員（嘱託
社員）

151 笹本　浩二 55歳
航空自衛隊第４補給処木更津支処付
（２等空佐）

平成27年12月13日 平成27年12月14日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

152 松岡　力 55歳
陸上自衛隊西部方面航空隊（目達
原）付（２等陸佐）

平成27年12月13日 平成28年1月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

賠償主事

153 橋本　光明 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群群本部付
（２等陸佐）

平成27年12月14日 平成27年12月15日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス（特定社員）

154 山田　尚 54歳
陸上自衛隊東北方面混成団第１１９
教育大隊教養幹部（３等陸佐）

平成27年12月14日 平成27年12月15日 弘済企業株式会社 大和保険出張所副所長

155 古賀　敏明 55歳
陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊長補
佐（２等陸佐）

平成27年12月14日 平成27年12月15日 株式会社トーヤハウス 営業職

156 辻奥　清一 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成27年12月14日 平成28年1月16日
三菱電機特機システム株式会
社

社員（嘱託）

157 萩原　　浩 55歳
陸上自衛隊郡山駐屯地業務隊長（２
等陸佐）

平成27年12月15日 平成27年12月16日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

158 鈴木　典之 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊補充部
付（２等海佐）

平成27年12月15日 平成27年12月16日 丸の内熱供給株式会社 ボイラーオペレーター

159 伊藤　公一 55歳
海上自衛隊第９１航空隊（２等海
佐）

平成27年12月16日 平成27年12月17日
株式会社せとうちＳＥＡＰＬ
ＡＮＥＳ

飛行機操縦士

160 太田　　岳 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成27年12月16日 平成28年1月1日 三菱電機株式会社 社員（嘱託）

161 森崎　賢治 55歳
海上自衛隊横須賀造修補給所付（１
等海佐）

平成27年12月17日 平成27年12月18日 三波工業株式会社 主幹（常勤嘱託）

162 山本　正彦 55歳
海上自衛隊幹部候補生学校付（２等
海佐）

平成27年12月17日 平成27年12月18日
全国共済農業協同組合連合会
広島県本部

調査員（嘱託）

163 吉井　武 54歳
陸上自衛隊九州補給処整備部管理課
業務管理班管理幹部（３等陸佐）

平成27年12月18日 平成27年12月19日 株式会社シンコー 事業所責任者

164 上田　和博 54歳
航空自衛隊第２輸送航空隊隊本部付
（３等空佐）

平成27年12月18日 平成27年12月22日
東京計器アビエーション株式
会社

整備員（嘱託）

165 住吉　一俊 55歳
陸上自衛隊北海道補給処副処長（陸
将補）

平成27年12月18日 平成28年1月1日
株式会社エムエイチアイロジ
テック

所長代理

166 元脇　康司 55歳
陸上自衛隊幹部学校研究課長（陸将
補）

平成27年12月18日 平成28年1月1日 医療法人社団葵会 総務部長兼事務長

167 堀田　浩一 55歳
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊付
（２等陸佐）

平成27年12月19日 平成27年12月20日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

168 福永　淳一 54歳
航空自衛隊第７航空団（司令部）付
（２等空佐）

平成27年12月21日 平成27年12月22日 大京工業株式会社 業務課長

169 千田　宗人 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成27年12月22日 平成27年12月23日 株式会社アクティオ 専任課長（嘱託）

170 荒木　達生 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等
空佐）

平成27年12月22日 平成27年12月23日
学校法人都築学園日本薬科大
学

学校事務職員

171 寺村　正彦 55歳
陸上自衛隊東部方面指揮所訓練支援
隊付（１等陸佐）

平成27年12月22日 平成28年1月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

172 小手川　敦 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊総務部長
（１等陸佐）

平成27年12月23日 平成27年12月24日 学校法人城西大学 人事管理

173 田中　文康 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成27年12月23日 平成27年12月24日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

174 河田　泰明 56歳
航空自衛隊航空保安管制群付（１等
空佐）

平成27年12月24日 平成27年12月25日 日本電気株式会社 シニアエキスパート（嘱託）

175 福島　恵 55歳
陸上自衛隊補給統制本部化学部付
（２等陸佐）

平成27年12月24日 平成28年1月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

176 上村　利広 55歳
陸上自衛隊中央会計隊審査科長（２
等陸佐）

平成27年12月24日 平成28年1月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

177 濱田　秀 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等
陸佐）

平成27年12月27日 平成27年12月28日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

178 金武　和徳 55歳
航空自衛隊第１２飛行教育団付（２
等空佐）

平成27年12月27日 平成27年12月28日 株式会社ピーエー 生活サポート員

179 赤松　桂士 55歳
航空自衛隊第２高射群付（３等空
佐）

平成27年12月27日 平成28年1月1日 東芝電波プロダクツ株式会社
装備品の九州地区サービス窓
口（常勤嘱託）
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180 山本　喜行 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成27年12月27日 平成28年1月4日 モン・サン琴海村松 運転業務等

181 繪島　浩光 55歳
陸上自衛隊補給統制本部装備課検査
官（３等陸佐）

平成27年12月28日 平成28年1月1日 学校法人学習院 守衛

182 平木　重臣 56歳
陸上自衛隊需品学校副校長兼企画室
長（１等陸佐）

平成27年12月28日 平成28年2月1日 丸紅株式会社 顧問

183 諸石　修 55歳
 陸上自衛隊第２高射特科団第７高
射特科群本部教養幹部（２等陸佐）

平成27年12月29日 平成28年1月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

184 伊藤　清 55歳
陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成27年12月30日 平成27年12月31日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

185 針場　建彦 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（２等
陸佐）

平成27年12月31日 平成28年1月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

186 中原　房彦 54歳
陸上自衛隊第６師団第６飛行隊第１
飛行班長（３等陸佐）

平成28年1月1日 平成28年1月2日 社会福祉法人徳良会 介護員

187 長友　俊幸 54歳
陸上自衛隊西部方面航空隊本部付隊
航空操縦士（３等陸佐）

平成28年1月1日 平成28年1月2日 菊池地域農業協同組合
自動車共済交通事故処理（嘱
託職員）

188 清水　隆 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年1月1日 平成28年1月2日 株式会社フジクラ 担当部長（嘱託社員）

189 大草　久幸 54歳
海上自衛隊第３術科学校付（３等海
佐）

平成28年1月1日 平成28年1月2日 株式会社ビケンテクノ 設備管理員

190 土肥　敬治 54歳
海上自衛隊舞鶴地方総監部付（３等
海佐）

平成28年1月1日 平成28年1月16日
西日本高速道路サービス関西
株式会社

料金収受スタッフ（契約社
員）

191 下田　　修 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団北部
防空管制群警戒通信隊総括班長（３
等空佐）

平成28年1月1日 平成28年1月21日 日本テクサ株式会社 警備員

192 宮田　敏 55歳
海上自衛隊阪神基地隊付（１等海
佐）

平成28年1月1日 平成28年2月1日
ライジング厚生サービス株式
会社

庶務職社員

193 八木　良平 55歳
海上自衛隊開発隊群司令部付（２等
海佐）

平成28年1月1日 平成28年2月1日 日鉄住金大径鋼管株式会社 技術室副長

194 菅野　良忠 55歳
自衛隊東京地方協力本部援護課市ヶ
谷駐屯地援護室長（２等陸佐）

平成28年1月1日 平成28年3月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

195 澁谷　光明 55歳
航空自衛隊第２航空団付（２等空
佐）

平成28年1月2日 平成28年1月15日
セイコーリテールサービス株
式会社

店舗運営サポートメンバー
（契約社員）

196 井　恵治 56歳
陸上自衛隊幹部学校主任教官（１等
陸佐）

平成28年1月2日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

197 渡邉　　明 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成28年1月3日 平成28年1月4日 武蔵野美装株式会社 事業部参事

198 阿南　博文 55歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年1月3日 平成28年1月21日 九州航空株式会社 操縦士（嘱託）

199 富岡　勲 55歳
陸上自衛隊第７師団司令部付（３等
陸佐）

平成28年1月3日 平成28年2月1日 セイコーエプソン株式会社 総務係（契約社員）

200 横田　郁 55歳
自衛隊中央病院看護部第１看護課看
護幹部（２等陸佐）

平成28年1月3日 平成28年2月1日
日本私立学校振興共済事業団
東京臨海病院

看護師長

201 佐藤　敏光 55歳
陸上自衛隊東北補給処補給部業務管
理班業務管理幹部（３等陸佐）

平成28年1月4日 平成28年1月5日
株式会社ジョイント・システ
ムズ・サービス

システム維持

202 福島　　睦 56歳
航空自衛隊幹部学校航空研究セン
ター長（空将補）

平成28年1月4日 平成28年1月5日 株式会社エム・シー・シー 顧問（嘱託）

203 田栗　鉄也 54歳
陸上自衛隊第３師団第３特科隊本部
総務幹部（３等陸佐）

平成28年1月4日 平成28年4月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

204 家原　昭人 55歳
航空自衛隊作戦情報隊情報資料群司
令（１等空佐）

平成28年1月5日 平成28年1月6日
ＮＡＡセーフティサポート株
式会社

顧客対応係（契約社員）

205 西　和宏 55歳
海上自衛隊佐世保教育隊付（２等海
佐）

平成28年1月5日 平成28年1月16日 株式会社タクマテクノス 副所長

206 村上　正彦 55歳
統合幕僚監部運用部運用第２課運用
室運用班（２等空佐）

平成28年1月5日 平成28年3月6日 一般財団法人防衛弘済会 施設管理

207 平　　養一 55歳 航空自衛隊補給本部付（１等空佐） 平成28年1月6日 平成28年1月7日
公益財団法人防衛基盤整備協
会

事務職（常勤職員）

208 新尺　俊勝 55歳
陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊付
（２等陸佐）

平成28年1月6日 平成28年1月7日
全国共済農業協同組合連合会
広島県本部

損害調査員（嘱託）

209 島崎　誠 55歳
海上自衛隊横須賀地方総監部付（２
等海佐）

平成28年1月6日 平成28年1月7日
学校法人都築第一学園横浜薬
科大学

事務職員（事務、広報）
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210 佐伯　幸夫 54歳
陸上自衛隊北恵庭駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年1月6日 平成28年1月11日 株式会社アサヒセキュリティ 警備員（契約社員）

211 玉野　一郎 54歳
海上自衛隊第２４航空隊付（３等海
佐）

平成28年1月6日 平成28年4月1日
阿波銀ビジネスサービス株式
会社

嘱託社員

212 塩冶　　豊 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団電子作戦
群レーダー評価隊長（２等空佐）

平成28年1月7日 平成28年1月21日 株式会社山元 業務職（契約社員）

213 村上　利雅 54歳
陸上自衛隊北海道補給処総務部付
（３等陸佐）

平成28年1月8日 平成28年1月12日 札幌牛乳運輸株式会社 運転手

214 志田　隆幸 55歳
陸上自衛隊第２高射特科群付（１等
陸佐）

平成28年1月9日 平成28年1月10日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

215 平尾　尚文 56歳
海上自衛隊第３術科学校付（１等海
佐）

平成28年1月9日 平成28年2月1日 日本管財株式会社 人事担当部長

216 荻田　省二 55歳
陸上自衛隊第１０師団第１０特科連
隊本部教育隊長（３等陸佐）

平成28年1月9日 平成28年1月10日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

217 佐藤　正宏 54歳
航空自衛隊第４航空団整備補給群車
両器材隊長（３等空佐）

平成28年1月9日 平成28年1月11日 有限会社興洋建設
重機オペレーター
土木作業員

218 原田　秀幸 54歳
自衛隊島根地方協力本部募集課募集
班長（３等陸佐）

平成28年1月9日 平成28年2月1日
合銀ビジネスサービス株式会
社

外勤事務従事者

219 泊　　泰光 55歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成28年1月9日 平成28年4月1日 学校法人雙葉学園 用務職員

220 菊川　功 54歳
陸上自衛隊西部方面特科隊第５地対
艦ミサイル連隊付（３等陸佐）

平成28年1月10日 平成28年1月12日 菊池自動車学校 運転手

221 白田　進 54歳
陸上自衛隊第１特科団第４特科群第
１２０特科大隊本部４係（３等陸
佐）

平成28年1月11日 平成28年1月12日
上富良野町吹上温泉保養セン
ター白銀荘

施設管理（長期臨時職員）

222 越猪　美寿佐 55歳
陸上自衛隊航空学校宇都宮校教育課
第２教官室長（２等陸佐）

平成28年1月11日 平成28年1月12日 医療法人山柳会塩味病院 人事管理

223 諏訪　裕 55歳
陸上自衛隊開発実験団本部（２等陸
佐）

平成28年1月11日 平成28年1月21日 株式会社マースプランニング ホテル従業員

224 清水　且義 55歳
海上自衛隊第３術科学校付（２等海
佐）

平成28年1月11日 平成28年3月21日
株式会社エー・エム・サポー
ト

機器センター供用官支援員

225 大前　收司 54歳
陸上自衛隊第１特科団第１特科群付
（３等陸佐）

平成28年1月12日 平成28年1月13日 学校法人千歳科学技術大学 総務係（嘱託職員）

226 池端　良孝 55歳
陸上自衛隊第５旅団第５後方支援隊
本部第４科長（３等陸佐）

平成28年1月12日 平成28年4月1日 一般財団法人日本気象協会 観測員（契約社員）

227 髙橋　裕文 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年1月14日 平成28年1月15日 大東通商株式会社
シニアアドバイザー（契約社
員）

228 小此木　順一 55歳
航空自衛隊第４術科学校付（２等空
佐）

平成28年1月15日 平成28年1月16日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

229 高橋　英典 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部幕僚
長（空将補）

平成28年1月15日 平成28年2月1日 日本航空株式会社 マネージャー

230 山口　浩樹 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団副司
令（空将補）

平成28年1月15日 平成28年3月28日 日本電気株式会社 参与（嘱託）

231 笠谷　誠 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１後方支
援隊付（１等陸佐）

平成28年1月16日 平成28年1月17日 北菱産業埠頭株式会社 安全衛生管理

232 石黒　久幸 55歳 陸上自衛隊研究本部付（２等陸佐） 平成28年1月16日 平成28年1月18日
広友ホールディングス株式会
社

安全管理

233 北原　照己 55歳
自衛隊佐賀地方協力本部援護課佐賀
地域援護センター長（２等陸佐）

平成28年1月16日 平成28年1月18日 佐賀県農業共同組合 事故処理（嘱託）

234 輪瀨　司 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊補充部
付（２等海佐）

平成28年1月16日 平成28年1月29日
全国共済農業協同組合連合会
神奈川県本部

常勤嘱託員

235 泉　肇 55歳
陸上自衛隊高射学校第１教育部戦術
科教官（１等陸佐）

平成28年1月17日 平成28年1月18日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

236 工藤　康之 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成28年1月17日 平成28年1月25日 信和株式会社 企画部

237 岩切　史郎 55歳
航空自衛隊西部航空方面隊司令部付
（３等空佐）

平成28年1月18日 平成28年1月19日 株式会社正興電機製作所 社有車運転等

238 塩沢　昌博 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（空将
補）

平成28年1月18日 平成28年1月19日
オフショアエンジニアリング
株式会社

担当部長

239 山口　和彦 55歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成28年1月18日 平成28年2月1日
東京計器アビエーション株式
会社

防衛関連機器の維持管理要員
（嘱託）
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240 井上　健 56歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成28年1月19日 平成28年1月20日
ＪＫホールディングス株式会
社

チーフマネージャー

241 國仲　彰 55歳
海上自衛隊対潜資料隊付（１等海
佐）

平成28年1月19日 平成28年1月20日
イーストウエストコンサル
ティング株式会社

リサーチャー

242 上村　祐二 55歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（２等
海佐）

平成28年1月19日 平成28年2月1日 関東航空計器株式会社 顧問

243 荒生　邦博 55歳
陸上自衛隊北部方面航空隊付（２等
陸佐）

平成28年1月20日 平成28年1月21日
全国共済農業協同組合連合会
北海道本部

損害調査員（嘱託）

244 一戸　利美 55歳
陸上自衛隊西部方面通信群付（３等
陸佐）

平成28年1月20日 平成28年2月1日 株式会社ケーネス 直営点検員

245 川野　拓也 54歳
海上自衛隊指揮通信開発隊付（３等
海佐）

平成28年1月20日 平成28年2月1日 株式会社徳島ジャムコ 物品等管理員

246 代崎　祐治 54歳
陸上自衛隊札幌駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年1月20日 平成28年4月1日 北海道地域暖房株式会社 営業（臨時職員）

247 大嶌　浩直 55歳
陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊司令職
務室長（２等陸佐）

平成28年1月20日 平成28年4月1日 宮城県仙台市役所 防災関連業務

248 新谷　昭浩 55歳
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年1月21日 平成28年2月1日 株式会社コープ・アイ 建物管理（嘱託）

249 立山　正一 54歳
陸上自衛隊第８師団第４３普通科連
隊連隊本部教養幹部（３等陸佐）

平成28年1月21日 平成28年2月1日 つやげん九州株式会社 設備運転管理者

250 森川　達朗 55歳
 陸上自衛隊北海道補給処付（２等
陸佐）

平成28年1月21日 平成28年2月15日 ほくでんサービス株式会社 作業員（パート）

251 塚本　義彦 56歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成28年1月22日 平成28年1月23日 マリンソフト株式会社
推進・電気システム部担当部
長

252 小野寺　浩之 55歳
陸上自衛隊需品学校総務部総務課長
（２等陸佐）

平成28年1月22日 平成28年2月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

253 朝川　嘉一 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（３等海
佐）

平成28年1月23日 平成28年1月24日 株式会社北澤電機製作所 艦艇専任部長

254 生江　純 54歳
陸上自衛隊名寄駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年1月23日 平成28年1月25日 川原クレーン株式会社 移動式クレーンオペレーター

255 吉冨　弘 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校学生隊訓
練科訓練科長（２等陸佐）

平成28年1月23日 平成28年3月1日
全国共済農業組合連合会福岡
県本部

損害調査員（嘱託）

256 内野　正広 55歳
海上自衛隊第２術科学校付（２等海
佐）

平成28年1月24日 平成28年1月25日
東洋マリーンサービス株式会
社

船舶管理、工務業務全般（契
約社員）

257 佐藤　浩二 54歳
陸上自衛隊第１４旅団第１４特科隊
第３科教養幹部（３等陸佐）

平成28年1月25日 平成28年1月26日 学校法人愛光学園 事務員

258 平石　義和 55歳
陸上自衛隊川内駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年1月25日 平成28年1月26日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

259 赤坂　敦浩 54歳
海上自衛隊自衛艦隊司令部付（３等
海佐）

平成28年1月25日 平成28年1月26日 郵船ナブテック株式会社 管理職員

260 山根　初 55歳 自衛隊佐世保病院付（２等海佐） 平成28年1月25日 平成28年2月16日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

賠償主事

261 川村　茂幸 55歳
陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊総務
科教養幹部（２等陸佐）

平成28年1月26日 平成27年1月27日 富士通特機システム株式会社 電子機器維持整備員（嘱託）

262 平子　淸二 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊補充部
付（２等海佐）

平成28年1月26日 平成28年1月27日 丸の内熱供給株式会社 ボイラーオペレーター

263 岩田　　智 54歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（３等
空佐）

平成28年1月26日 平成28年1月27日 株式会社パーソナック 品質保証の教官

264 溝口　敏郎 54歳
海上自衛隊佐世保教育隊付（３等海
佐）

平成28年1月26日 平成28年2月1日
佐世保マリン・アンド・ポー
トサービス株式会社

営業

265 堂元　隆司 54歳
航空自衛隊第２高射群付（３等空
佐）

平成28年1月26日 平成28年4月1日
一般財団法人日本モーター
ボート競走会

雑用係（嘱託）

266 佐藤　達也 55歳
航空自衛隊航空気象群付（３等空
佐）

平成28年1月27日 平成28年1月28日 日本総合住生活株式会社
受付・案内事務（特定従業
員）

267 松尾　賀章 54歳
陸上自衛隊札幌駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年1月28日 平成28年1月29日
株式会社エネサンス北海道物
流

オートガススタンドスタッフ
兼緊急対応員（契約社員）

268 吉原　　実 55歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成28年1月28日 平成28年1月29日 富士通特機システム株式会社
システム運用支援要員（嘱
託）

269 樋園　良作 54歳
陸上自衛隊第１５旅団第５１普通科
連隊本部第４科長（３等陸佐）

平成28年1月29日 平成28年2月1日 株式会社東洋土木工業 重機オペレーター
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270 中谷　泰久 55歳
海上自衛隊小月航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年1月29日 平成28年3月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

271 清水　俊和 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成28年1月29日 平成28年3月1日 株式会社ＩＨＩ 調査役（嘱託）

272 荒井　彰一 55歳
航空自衛隊第２補給処付（２等空
佐）

平成28年2月1日 平成28年2月2日
三井住友海上火災保険株式会
社

一般事務

273 鈴木　亨 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年2月1日 平成28年5月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

274 小川　秀樹 54歳
航空自衛隊航空システム通信隊付
（３等空佐）

平成28年2月2日 平成28年2月3日
ライジング厚生サービス株式
会社

寮施設管理

275 北里　広幸 55歳
陸上自衛隊第８師団第８偵察隊付
（２等陸佐）

平成28年2月2日 平成28年2月15日
全国共済農業協同組合連合会
熊本県本部

損害調査員（嘱託）

276 伊藤　　満 55歳
航空自衛隊第７航空団（司令部）付
（１等空佐）

平成28年2月2日 平成28年3月1日 三菱重工株式会社 事務（嘱託）

277 松山　善昭 54歳
航空自衛隊第５航空団付（３等空
佐）

平成28年2月2日 平成28年4月1日 株式会社くえびこ山田 公園管理員

278 髙橋　敦彦 55歳
陸上自衛隊東部方面会計隊付（２等
陸佐）

平成28年2月3日 平成28年2月4日 株式会社富士ダイナミクス 部品管理業務員

279 田畑　俊英 55歳
陸上自衛隊第２施設団本部付隊総務
幹部（２等陸佐）

平成28年2月3日 平成28年2月5日 長谷川建設株式会社 施工管理等補佐

280 森　清喜 55歳
自衛隊仙台病院総務部管理課長（２
等陸佐）

平成28年2月3日 平成28年2月8日 株式会社トスネット 常駐警備スタッフ

281 黒木　浩二 55歳
海上自衛隊第５１航空隊付（１等海
佐）

平成28年2月3日 平成28年3月1日 富士重工業株式会社 試験飛行操縦士（常勤嘱託）

282 藤岡　正徳 54歳
陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊庶務
幹部（３等陸佐）

平成28年2月5日 平成28年4月1日
日本赤十字社島根県赤十字血
液センター

操縦手（嘱託）

283 紺野　秀司 55歳
海上自衛隊第１術科学校付（２等海
佐）

平成28年2月6日 平成28年2月7日 白井汽船株式会社 甲板員

284 佐藤　義彦 55歳
陸上自衛隊福島駐屯地業務隊補給科
長（２等陸佐）

平成28年2月7日 平成28年2月8日 株式会社パスク 道路情報連絡員（契約社員）

285 田邉　明彦 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年2月7日 平成28年2月8日
東洋マリーンサービス株式会
社

海務業務担当（契約社員）

286 梶　外志樹 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成28年2月7日 平成28年2月8日 学校法人星美学園 事務職員

287 江島　孝昭 55歳
陸上自衛隊九州補給処装備計画部計
画課課長補佐（２等陸佐）

平成28年2月7日 平成28年3月1日 九州電力株式会社 集金員

288 野口　浩一 55歳
航空自衛隊第６航空団基地業務群飛
行場勤務隊長（２等空佐）

平成28年2月7日 平成28年3月1日 学校法人日本航空学園輪島校 教員（学生部長）

289 野口　恵子 54歳
自衛隊札幌病院看護部付（３等陸
佐）

平成28年2月8日 平成28年2月9日
医療法人社団五風会さっぽろ
香雪病院

看護師

290 蔵元　明広 55歳
航空自衛隊第５航空団付（２等空
佐）

平成28年2月8日 平成28年3月1日 医療法人善仁会市民の森病院 総務員

291 村上　篤 54歳
陸上自衛隊東北方面航空隊本部通信
幹部（３等陸佐）

平成28年2月9日 平成28年2月10日 一般財団法人防衛弘済会
東北担当事業係長（契約社
員）

292 伊藤　正顕 56歳
海上自衛隊第２整備補給隊付（１等
海佐）

平成28年2月9日 平成28年2月10日 三八五流通株式会社 事務管理

293 西野　彰一 55歳
海上自衛隊第５整備補給隊付（２等
海佐）

平成28年2月9日 平成28年2月10日 弘済企業株式会社 保険営業

294 菅　　浩一 55歳
陸上自衛隊弘前駐屯地業務隊長（１
等陸佐）

平成28年2月9日 平成28年4月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

地域開拓営業（嘱託）

295 橋本　博喜 54歳
海上自衛隊呉地方総監部付（３等海
佐）

平成28年2月9日 平成28年4月1日 有限会社マルカ運輸商事 警備員

296 福永　充史 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成28年2月9日 平成28年4月1日 三菱電機株式会社 電子企画部長付（嘱託）

297 山口　隆幸 55歳
陸上自衛隊第８師団第８後方支援連
隊付（２等陸佐）

平成28年2月9日 平成28年4月1日 九州電力株式会社 集金員

298 野元　次男 55歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（２等
海佐）

平成28年2月10日 平成28年2月21日
株式会社エー・エム・サポー
ト

整備補給支援員

299 松原　高廣 55歳
陸上自衛隊帯広駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年2月11日 平成28年2月12日 株式会社かちまいサービス 販売員（契約社員）
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300 平田　喜彦 56歳
陸上自衛隊第１５旅団司令部付（１
等陸佐）

平成28年2月11日 平成28年4月1日 大同火災海上保険株式会社 営業担当部長

301 田代　康司 55歳
航空自衛隊第５航空団付（２等空
佐）

平成28年2月12日 平成28年3月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

損害調査員

302 小濃　勇司 54歳
陸上自衛隊東北方面特科隊本部教養
幹部（３等陸佐）

平成28年2月13日 平成28年2月14日
ケイ･エイチ･ビー開発株式会
社

設備保守（嘱託）

303 澤口　進 55歳
陸上自衛隊北部方面混成団冬季戦技
教育隊訓練科長補佐（２等陸佐）

平成28年2月13日 平成28年4月1日
三菱マテリアル不動産株式会
社

土地管理及び監督業務

304 伊藤　達夫 55歳 陸上自衛隊小平学校付（２等陸佐） 平成28年2月14日 平成28年2月15日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

305 稲倉　岩雄 54歳
陸上自衛隊第４師団第４高射特科大
隊付（３等陸佐）

平成28年2月14日 平成28年3月1日
全国共済農業協同組合連合会
福岡県本部

損害調査員（嘱託）

306 柳川　憲司 56歳 陸上自衛隊化学学校付（１等陸佐） 平成28年2月15日 平成28年2月16日
学校法人都築学園日本薬科大
学

事務・広報係

307 松本　隆雄 55歳
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊補給
科長（３等陸佐）

平成28年2月15日 平成28年4月1日
公益財団法人競馬保安協会美
浦保安会

副隊長

308 西野　敬貴 55歳
陸上自衛隊北千歳駐屯地業務隊教務
幹部（３等陸佐）

平成28年2月16日 平成28年2月17日 大西基礎工業株式会社 土木作業員

309 白石　政毅 55歳
陸上自衛隊中央輸送業務隊管理科長
（２等陸佐）

平成28年2月17日 平成28年2月18日 日本テクノ株式会社 高圧電気設備保守

310 尾﨑　拓彦 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年2月17日 平成28年2月18日 株式会社ヤシマキザイ 海外営業

311 木村　　茂 55歳
航空自衛隊第１２飛行教育団付（１
等空佐）

平成28年2月17日 平成28年2月18日
全国共済農業協同組合連合会
山口県本部

事務職（嘱託）

312 上谷　　恵 54歳
航空自衛隊航空気象群付（小牧）
（３等空佐）

平成28年2月17日 平成28年2月18日
百五ビジネスサービス株式会
社

技術社員

313 足立　敏 55歳
海上自衛隊海洋業務・対潜支援群司
令部付（１等海佐）

平成28年2月18日 平成28年3月1日
住友重機械マリンエンジニア
リング株式会社

船渠長（嘱託）

314 黒田　久徳 55歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊付
（２等陸佐）

平成28年2月18日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

315 外枦保　実 56歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部付
（空将補）

平成28年2月18日 平成28年4月1日
株式会社ＪＡＬエンジニアリ
ング

部長

316 段　　浩二 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等
空佐）

平成28年2月19日 平成28年2月20日
一般財団法人日本品質保証機
構

参与

317 渡邊　浩二 55歳
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊補給
科長（３等陸佐）

平成28年2月19日 平成28年2月20日 弘済企業株式会社 大宮保険出張所副所長

318 田　佳郎 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成28年2月19日 平成28年2月20日 株式会社井口一世 事務職

319 江口　光徳 55歳
陸上自衛隊中央即応集団第１ヘリコ
プター団本部付（２等陸佐）

平成28年2月19日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

320 小森　武彦 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊副隊長
（１等陸佐）

平成28年2月20日 平成28年3月1日 警視庁 課長補佐

321 本間　伸夫 54歳
海上自衛隊東京業務隊付（３等海
佐）

平成28年2月20日 平成28年3月1日
ＡＮＡスカイビルサービス株
式会社

施設警備

322 久東　浩樹 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成28年2月20日 平成28年3月1日 三菱電機株式会社 指導助言員（嘱託）

323 芹川　未利 55歳
自衛隊熊本病院企画室付（３等陸
佐）

平成28年2月20日 平成28年4月1日
医療法人社団坂梨会阿蘇温泉
病院

事務（契約社員）

324 薬丸　勝梓 55歳
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊補給科
長（２等陸佐）

平成28年2月21日 平成28年2月22日
全国共済農業協同組合連合会
愛知県本部

損害調査員（嘱託）

325 田原　幸広 55歳
陸上自衛隊第３師団第３通信大隊付
（３等陸佐）

平成28年2月21日 平成28年3月1日 野村證券株式会社 庶務・事務員

326 伊藤　誠 55歳
陸上自衛隊東部方面後方支援隊東部
方面輸送隊副隊長（２等陸佐）

平成28年2月21日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

327 帆苅　健治 54歳
自衛隊情報保全隊（秋田）付（３等
陸佐）

平成28年2月22日 平成28年2月24日 大洋ビル管理株式会社 トラック運転手

328 青木　譲司 55歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部総
務部援護業務課（２等空佐）

平成28年2月22日 平成28年4月1日
学校法人越生学園武蔵越生高
等学校

用務員（嘱託）

329 瀬　英三 55歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年2月23日 平成28年2月24日 株式会社大分銀行 使送業務等（嘱託社員）



連番 氏名
離職時
の年齢

離職時の職及び階級 離職日 再就職日 再就職先の名称 再就職先における地位

330 牧之口　秀幸 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊付（２
等海佐）

平成28年2月23日 平成28年2月24日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

331 青戸　信一 55歳
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年2月23日 平成28年3月25日 企業警備保障株式会社 消防隊員

332 大森　康 55歳
陸上自衛隊中央情報隊地理情報隊付
（１等陸佐）

平成28年2月24日 平成28年4月1日
株式会社日立製作所ディフェ
ンスシステム社

技術職員

333 深山　純一 56歳
防衛監察本部統括監察官付第４監察
班長（１等海佐）

平成28年2月25日 平成28年3月1日 株式会社日本サーモエナー 顧問

334 邊牟木　正浩 55歳
航空自衛隊飛行点検隊先任幹部（２
等空佐）

平成28年2月26日 平成28年2月26日 独立行政法人航空大学校
操縦教官（航空機操縦士の養
成）

335 渡辺　浩二 56歳
陸上自衛隊関東補給処付（１等陸
佐）

平成28年2月27日 平成28年3月1日 東芝電波プロダクツ株式会社 参事（常勤嘱託）

336 坂田　耕一郎 56歳
陸上自衛隊西部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年2月27日 平成28年3月1日
川崎重工業株式会社航空宇宙
カンパニー

事務技術員（嘱託）

337 小島　昌二 56歳
海上自衛隊システム通信隊群司令部
付（１等海佐）

平成28年2月27日 平成28年3月1日 株式会社光電製作所 理事役（契約社員）

338 村田　雄三 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１特科隊
本部衛生幹部（２等陸佐）

平成28年2月27日 平成28年4月1日 第一生命保険株式会社 契約業務士（嘱託職員）

339 吹原　世浩 55歳
航空自衛隊第５航空団司令部基地援
護室（２等空佐）

平成28年2月28日 平成28年3月1日
全国共済農業協同組合連合会
宮崎県本部

自動車事故対人査定員（嘱託
員）

340 平間　純 54歳
自衛隊情報保全隊（仙台）付（３等
陸佐）

平成28年2月28日 平成28年4月1日 宮城県信用保証協会
役員公用車運転及び庶務（嘱
託）

341 上田　直広 45歳
航空自衛隊航空戦術教導団飛行教導
群教導隊飛行班長（２等空佐）

平成28年2月29日 平成28年3月1日
株式会社フジドリームエアラ
インズ

操縦士

342 芳賀　広 55歳
陸上自衛隊関東補給処総務部司令業
務室長（２等陸佐）

平成28年3月1日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

343 二階堂　岳志 54歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（３等
海佐）

平成28年3月1日 平成28年4月1日
一般社団法人パブリックサー
ビス

河川巡視員（有期雇用）

344 堀田　政治 54歳
航空自衛隊第３術科学校付（３等空
佐）

平成28年3月2日 平成28年3月3日 日鐵住金物流八幡株式会社 事務

345 岩根　和彦 54歳
自衛隊熊本病院総務部会計課契約班
長（３等陸佐）

平成28年3月2日 平成28年3月3日 一般財団法人防衛弘済会 経理係長

346 前川　幸弘 55歳
陸上自衛隊中部方面通信群第１０４
指揮所通信大隊副大隊長（２等陸
佐）

平成28年3月2日 平成28年3月7日 株式会社ビケンテクノ 管理課長

347 西川　佳男 55歳
陸上自衛隊航空学校第２教育部教務
課長（２等陸佐）

平成28年3月2日 平成28年4月1日 日本通運株式会社 社員採用員（嘱託社員）

348 奥　憲治 54歳
陸上自衛隊西部方面衛生隊第４科長
（３等陸佐）

平成28年3月3日 平成28年3月4日 医療法人社団松下会 通所リハビリ運転手

349 隅田　秀浩 55歳
海上自衛隊阪神基地隊付（２等海
佐）

平成28年3月3日 平成28年4月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

営業主任

350 半澤　章範 54歳
航空自衛隊第４航空団付（３等空
佐）

平成28年3月3日 平成28年4月1日
医療法人社団葵会仙台・太白
病院

総務員

351 伊藤　春夫 55歳
陸上自衛隊第４師団第４０普通科連
隊付（３等陸佐）

平成28年3月4日 平成28年3月5日 濱田重工株式会社 マネージャー（人材開発）

352 村上　勝美 55歳
陸上自衛隊第８師団第４２普通科連隊連
隊本部改編準備室長（２等陸佐）

平成28年3月4日 平成28年3月5日 フクワ物流株式会社 事務員

353 平尾　覚 55歳
陸上自衛隊第１２旅団司令部第２部
総括班長（２等陸佐）

平成28年3月4日 平成28年4月1日 株式会社群馬銀行 メールカー添乗員

354 岡本　　実 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団土佐
清水通信隊付（２等空佐）

平成28年3月4日 平成28年4月1日 高知春野農業協同組合 一般事務（嘱託）

355 河野　光昭 55歳
陸上自衛隊第８師団第８高射特科大隊副
大隊長（２等陸佐）

平成28年3月5日 平成28年3月6日 株式会社お菓子の香梅 総務係

356 日影舘　茂俊 54歳
陸上自衛隊第１特科団第１特科群第
１０２特科大隊副大隊長（３等陸
佐）

平成28年3月5日 平成28年4月1日 石狩東部広域水道企業団 浄水場運転管理（嘱託社員）

357 星　信利 56歳 陸上自衛隊輸送学校付（１等陸佐） 平成28年3月6日 平成28年3月7日 日本通運株式会社 仙台支店調査役（常勤嘱託）

358 引田　隆司 55歳
陸上自衛隊中央情報隊地理情報隊付
（１等陸佐）

平成28年3月6日 平成28年3月7日 アジア航測株式会社 技術部長

359 古賀　章堂 54歳
航空自衛隊第４術科学校学生隊（３
等空佐）

平成28年3月6日 平成28年3月7日 有隣興業株式会社 セメント製造補助員（嘱託）
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360 齋藤　和彦 55歳
陸上自衛隊関東補給処火器車両部補
給整備課補給整備幹部（２等陸佐）

平成28年3月6日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

361 分造　幸一 55歳
陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年3月7日 平成28年3月8日
全国共済農業協同組合連合会
熊本県本部

共済業務（嘱託職員）

362 中川　浩 54歳
自衛隊情報保全隊（札幌）副隊長
（２等陸佐）

平成28年3月7日 平成28年4月1日 広島県東広島市役所 防災担当参事

363 加藤　雅彦 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成28年3月7日 平成28年4月1日 明治安田生命保険相互会社 常勤嘱託

364 後藤　孝広 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年3月8日 平成28年3月9日 大和電子サービス株式会社 官給品管理業務（嘱託）

365 岩佐　晴彦 55歳
陸上自衛隊需品学校総務部長補佐
（１等陸佐）

平成28年3月8日 平成28年3月14日
日本通運株式会社関東警送支
店

警乗員

366 志賀　禎昭 54歳
陸上自衛隊多賀城駐屯地業務隊本部
班長（３等陸佐）

平成28年3月8日 平成28年4月1日 学校法人仙台育英学園 講師（嘱託）

367 榛原　聡 55歳
陸上自衛隊東部方面混成団女性自衛
官教育隊副隊長（１等陸佐）

平成28年3月9日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

368 黒澤　保之 55歳
陸上自衛隊施設学校施設教導隊第２
科長（２等陸佐）

平成28年3月11日 平成28年3月12日 株式会社ナスカ 警備員

369 千葉　正昭 55歳
自衛隊情報保全隊（大和）付（２等
陸佐）

平成28年3月11日 平成28年4月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

損害調査員

370 小田倉　丈夫 55歳
陸上自衛隊施設学校教育部共通教官
室（３等陸佐）

平成28年3月12日 平成28年3月13日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

371 小枝　宏幸 54歳
自衛隊青森地方協力本部青森地区援
護センター長（３等陸佐）

平成28年3月12日 平成28年4月1日 株式会社角弘 営業職

372 浅尾　智昭 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団第１
７警戒隊副隊長（兼）総括班長（２
等空佐）

平成28年3月12日 平成28年4月1日 福岡北九州高速道路公社 交通司令業務（常勤嘱託員）

373 工藤　修一郎 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成28年3月13日 平成28年3月15日 西武ハイヤー株式会社 事業所副所長

374 丸田　和彦 55歳
海上自衛隊第２術科学校付（２等海
佐）

平成28年3月13日 平成28年4月1日 ＪＦＥ環境株式会社 営業事務員

375 小林　喜朗 55歳
陸上自衛隊基礎情報隊付（２等陸
佐）

平成28年3月13日 平成28年5月20日 一般財団法人防衛弘済会 施設管理

376 大久保　康裕 55歳
自衛隊体育学校総務課総務幹部（３
等陸佐）

平成28年3月14日 平成28年4月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

377 清水　博 54歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊連
隊本部付（３等陸佐）

平成28年3月15日 平成28年3月16日 学校法人湖東学園 専門学校学科長

378 櫻庭　稔 55歳
陸上自衛隊会計監査隊東部方面分遣
隊監査班（２等陸佐）

平成28年3月16日 平成28年3月17日
ライジング厚生サービス株式
会社

寮施設管理

379 加藤　智明 55歳
航空自衛隊第２輸送航空隊飛行場勤
務隊長（２等空佐）

平成28年3月16日 平成28年3月17日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

380 川口　和也 55歳
陸上自衛隊中央即応集団第１ヘリコ
プター団本部付（２等陸佐）

平成28年3月16日 平成28年4月1日 株式会社アイアール 本部長補佐

381 縄　義生 56歳
陸上自衛隊通信団本部付（１等陸
佐）

平成28年3月18日 平成28年3月19日 池上通信機械株式会社 部長

382 引地　　功 56歳
航空自衛隊航空気象群付（１等空
佐）

平成28年3月18日 平成28年3月19日 株式会社ハレックス 営業企画、管理部門、管理職

383 瀬戸山  弘 55歳
自衛隊宮崎地方協力本部援護課都城
地域援護センター長（２等陸佐）

平成28年3月18日 平成28年3月19日
全国共済農業協同組合連合会
宮崎県本部

損害調査員（嘱託）

384 工藤　剛 55歳
自衛隊情報保全隊（岩手）付（３等
陸佐）

平成28年3月18日 平成28年4月1日 岩手県花巻市役所 防災監

385 上原　義一 55歳
陸上自衛隊西部方面航空隊付（２等
陸佐）

平成28年3月18日 平成28年4月1日
一般財団法人九州電気保安協
会

調査員（嘱託）

386 石川　肇 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群群本部付
（２等陸佐）

平成28年3月19日 平成28年3月20日
札幌パブリック警備保障株式
会社

貴重品運送業務及び管理監督
業務

387 渡部　誠一 54歳
自衛隊宮城地方協力本部援護課仙台地区
援護センター援護班長（３等陸佐）

平成28年3月19日 平成28年3月21日 株式会社三浦商店 営業及び配送

388 山本　　浩 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成28年3月19日 平成28年3月21日 多摩川精機株式会社
スペーストロニクス研究所長
付（非常勤嘱託）

389 池田　康彦 54歳
陸上自衛隊第２高射特科団第７高射
特科群本部第４科長（３等陸佐）

平成28年3月19日 平成28年4月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）
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390 佐々木　賢博 54歳
自衛隊情報保全隊（郡山）付（３等
陸佐）

平成28年3月20日 平成28年3月21日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

391 狩野　光明 55歳
海上自衛隊第６１航空隊付（２等海
佐）

平成28年3月20日 平成28年3月21日 三八五流通株式会社 事務管理（嘱託）

392 岡野　耕士 54歳
陸上自衛隊東北補給処装備計画部通
信電子課計画班長（３等陸佐）

平成28年3月20日 平成28年4月1日 ワールド管財株式会社 電気、消防設備工

393 湯川　悦司 55歳
陸上自衛隊通信団中央野外通信群副
群長（１等陸佐）

平成28年3月20日 平成28年4月1日 菊水電子工業株式会社 営業支援

394 亀田　喜和人 55歳
陸上自衛隊航空学校宇都宮校付（２
等陸佐）

平成28年3月22日 平成28年3月23日 弘済企業株式会社 保険業務

395 佐藤　均 57歳
自衛隊新潟地方協力本部高田駐屯地
援護室長（２等陸佐）

平成28年3月22日 平成28年4月1日
全国共済農業協同組合連合会
新潟県本部

損害調査員（嘱託）

396 新貝　一洋 57歳
陸上自衛隊会計監査隊第１監査科
（３等陸佐）

平成28年3月22日 平成28年6月1日 一般財団法人防衛弘済会 技術職員

397 加藤　正美 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団第４
５警戒群通信電子隊長（２等空佐）

平成28年3月23日 平成28年3月24日
全国共済農業協同組合連合会
北海道本部

事務職（嘱託員）

398 椎名　敏明 56歳
陸上自衛隊富士学校管理部長（１等
陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 栃木県庁 防災局危機対策課主幹

399 大崎　達也 56歳
陸上自衛隊第２普通科連隊長（１等
陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 新潟県庁 防災局危機対策課参事

400 廣岡　慶長 55歳
陸上自衛隊習志野駐屯地業務隊長
（１等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年3月31日 原子力規制委員会 環境技官

401 髙橋　正州 55歳
陸上自衛隊東部方面混成団長（陸将
補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 三菱マテリアル株式会社
労働安全衛生教育教官（嘱
託）

402 渡　純一 55歳
陸上自衛隊研究本部第１研究課長
（陸将補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日
学校法人城西大学城西国際大
学

一般事務（専任職員）

403 藤本　憲司 55歳
陸上自衛隊高射学校副校長（陸将
補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 日本アビオニクス株式会社 顧問

404 荒井　博友 55歳
陸上自衛隊関東補給処古河支処長
（陸将補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 千葉県庁 防災局危機対策課副参事

405 和田　信之 56歳
陸上自衛隊関東補給処松戸支処長
（陸将補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 学校法人暁星学園 事務長

406 原　友孝 56歳
陸上自衛隊関西補給処副処長（陸将
補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 山梨県庁 防災対策専門官

407 河井　繁樹 56歳
陸上自衛隊第１３旅団副旅団長（陸
将補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 千葉県浦安市役所 防災危機管理監

408 仲　司 56歳
陸上自衛隊東北方面混成団副団長
（１等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 埼玉県和光市役所 防災危機管理担当職員

409 長谷川　光成 55歳 陸上自衛隊会計監査隊長（陸将補） 平成28年3月23日 平成28年4月1日 東芝電波プロダクツ株式会社 システム技術部参事

410 藤本　康之 55歳
陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 大阪府大阪市役所 危機管理室参与

411 島瀬　達也 55歳
陸上自衛隊会計監査隊中方分遣隊長
（１等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 鳥取県庁 危機管理専門官

412 北山　隆茂 54歳
陸上自衛隊北部方面ヘリコプター隊
副隊長（２等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 奈良県奈良市役所 主幹

413 河合　良晃 54歳
陸上自衛隊航空学校第２教育部操縦
教官（２等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 奈良県五條市役所 危機管理専門主幹

414 一色　広一 54歳
陸上自衛隊中部方面総監部人事部援
護業務課援護幹部（２等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 大阪府大東市役所 課長補佐

415 山田　康二 54歳
陸上自衛隊関西補給処衛生課長（３
等陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 大阪府茨木市役所 主幹

416 栗之丸　一也 55歳
自衛隊鹿児島地方協力本部付（１等
陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 学校法人鹿児島学園 技能職（寮監）

417 田村　浩仁 55歳
陸上自衛隊化学学校主任教官（１等
陸佐）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 大分県庁 防災危機対策監

418 井上　敦稔 55歳
自衛隊札幌病院総務部長（１等陸
佐）

平成28年3月23日 平成28年4月3日 愛知県庁 総括専門員（任期付職員）

419 北原　秀章 55歳
陸上自衛隊第５旅団副旅団長（陸将
補）

平成28年3月23日 平成28年5月1日 富国生命保険相互会社 顧問（嘱託）
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420 関町　明廣 55歳
陸上自衛隊武器学校副校長兼企画室
長（陸将補）

平成28年3月23日 平成28年5月1日
株式会社日立製作所ディフェ
ンスシステム社

顧問（嘱託）

421 小松　進 55歳
陸上自衛隊竹松駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年3月24日 平成28年3月25日 大村市管工業協同組合 事務局長

422 石田　昇 56歳
海上自衛隊第３術科学校付（１等海
佐）

平成28年3月24日 平成28年3月25日 株式会社アネシス 現場所長

423 市橋　大樹 55歳 陸上自衛隊高射学校付（１等陸佐） 平成28年3月24日 平成28年4月1日
公益財団法人日本建築衛生管
理教育センター

水道検査業務

424 萩本　久人 54歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊補給科
補給科長（３等陸佐）

平成28年3月24日 平成28年4月4日 国際警備保障株式会社 警備職

425 前田　陽一 54歳
陸上自衛隊中部方面航空隊第５対戦車ヘ
リコプター隊飛行班長（３等陸佐）

平成28年3月25日 平成28年4月1日 山口県山口市
防災危機管理課防災危機管理
専門員（非常勤）

426 石田　祥一郎 55歳
航空自衛隊作戦情報隊副司令（１等
空佐）

平成28年3月25日 平成28年4月1日 学校法人星美学園 事務局長

427 春日　重信 54歳
航空自衛隊第５術科学校付（３等空
佐）

平成28年3月25日 平成28年4月1日 株式会社全日警 施設警備、空港保安検査員

428 勝利　圭史 55歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（２等
空佐）

平成28年3月26日 平成28年3月27日 住友電気工業株式会社 管理人（嘱託）

429 則武　政彦 55歳
陸上自衛隊衛生学校研究部長（１等
陸佐）

平成28年3月26日 平成28年4月1日 医療法人豊信会 事務長

430 中野　哲明 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部人事部付
（２等陸佐）

平成28年3月26日 平成28年4月30日 株式会社オートシステム 車両管理者

431 髙田　和彦 55歳
航空自衛隊第２補給処十条支処業務
課長（２等空佐）

平成28年3月28日 平成28年3月29日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サービス主任（特定社
員）

432 黒田　　修 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団（１
等空佐）

平成28年3月28日 平成28年4月1日 宮崎県延岡市役所 防災推進員

433 三浦　省 54歳
海上自衛隊東京業務隊付（３等海
佐）

平成28年3月29日 平成28年4月1日 学校法人三島学園 用務員

434 長谷川　忠行 54歳
陸上自衛隊東千歳駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年3月30日 平成28年4月1日 クボタ環境サービス株式会社 一般事務（嘱託）

435 和氣　隆 55歳
陸上自衛隊化学学校総務部警備課長
（３等陸佐）

平成28年3月30日 平成28年4月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

436 武内　三郎 55歳
陸上自衛隊第６師団司令部付（２等
陸佐）

平成28年3月31日 平成28年4月1日
株式会社ネクスコ・トール東
北

料金収受業務

437 安永　昌得 54歳
南関東防衛局調達部装備課（３等空
佐）

平成28年3月31日 平成28年4月1日 日本飛行機株式会社 一般事務

438 池田　　純 43歳
航空自衛隊飛行開発実験団飛行実験
群飛行隊教育班長（２等空佐）

平成28年3月31日 平成28年4月1日 三菱重工業株式会社 フライトテスト部員

439 安齋　　茂 42歳
航空自衛隊第１航空団飛行群第３２
飛行隊教官室（３等空佐）

平成28年3月31日 平成28年4月1日 Peach Aviation株式会社 操縦士

440 岡本　雅樹 43歳
航空自衛隊第８航空団司令部監理部
（２等空佐）

平成28年3月31日 平成28年4月1日 Peach Aviation株式会社 操縦士
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1 統合幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2 統合幕僚監部 株式会社長野銀行

3 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート北海道

4 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

5 陸上幕僚監部 有限会社コスモファーム

6 陸上幕僚監部 社会福祉法人名寄みどりの郷

7 陸上幕僚監部 医療法人社団五風会

8 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

9 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

10 陸上幕僚監部 社会福祉法人北ひろしま福祉会

11 陸上幕僚監部 一般財団法人名寄市体育協会

12 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社

13 陸上幕僚監部 日東石油株式会社

14 陸上幕僚監部 学校法人北海道櫻井産業学園

15 陸上幕僚監部 株式会社苫信ビジネスサプライ

16 陸上幕僚監部 北央貨物運輸株式会社

17 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

18 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

19 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

20 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

21 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

22 陸上幕僚監部 株式会社鈴与カーゴネット北海道

23 陸上幕僚監部 株式会社ステリサイクル放射線サービス

24 陸上幕僚監部 エムワイ総合企画株式会社

25 陸上幕僚監部 株式会社セーヴ・エナジー

26 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

27 陸上幕僚監部 一般財団法人日本森林林業振興会

28 陸上幕僚監部 東海物産株式会社

29 陸上幕僚監部 株式会社マインドステーション

30 陸上幕僚監部 千歳空港モーターサービス株式会社

31 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

32 陸上幕僚監部 社会福祉法人聖母会特別養護老人ホーム奄美の園

33 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

34 陸上幕僚監部 一般財団法人札幌市環境事業公社

35 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

36 陸上幕僚監部 千歳市管工事業協同組合

37 陸上幕僚監部 株式会社札総

38 陸上幕僚監部 ミツミ電機株式会社

39 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

40 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

41 陸上幕僚監部 株式会社テクノス北海道

42 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

43 陸上幕僚監部 新和産業株式会社

44 陸上幕僚監部 ジケイ・スペース株式会社

１等陸尉、１等海尉又は１等空尉以下の階級（任期制隊員以外）にあった若年定年等隊員の就職の援助の実施結果
（平成２７年度）
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45 陸上幕僚監部 恵庭リサーチ・ビジネスパーク株式会社

46 陸上幕僚監部 学校法人札幌北斗学園

47 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

48 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

49 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

50 陸上幕僚監部 株式会社繁富工務店

51 陸上幕僚監部 一般財団法人札幌市環境事業公社

52 陸上幕僚監部 医療法人社団幸樹会千歳脳神外科

53 陸上幕僚監部 幸和運輸株式会社

54 陸上幕僚監部 よつ葉乳業株式会社

55 陸上幕僚監部 千歳空港モーターサービス株式会社

56 陸上幕僚監部 社会福祉法人北ひろしま福祉会

57 陸上幕僚監部 札新開発株式会社桑園自動車学校

58 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

59 陸上幕僚監部 有限会社コスモファーム

60 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

61 陸上幕僚監部 イオンディライトセキュリティ株式会社

62 陸上幕僚監部 大丸北海道陸送株式会社

63 陸上幕僚監部 岩見沢市教育委員会

64 陸上幕僚監部 学校法人北海道櫻井産業学園

65 陸上幕僚監部 有限会社名寄衛生公社

66 陸上幕僚監部 学校法人聖ヴィアンネ学園旭川しらゆり幼稚園

67 陸上幕僚監部 学校法人北海道カトリック学園岩見沢天使幼稚園

68 陸上幕僚監部 日本赤十字社旭川赤十字病院

69 陸上幕僚監部 三ツ輪建設工業株式会社

70 陸上幕僚監部 有限会社ひまわり

71 陸上幕僚監部 一般財団法人日本気象協会

72 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社

73 陸上幕僚監部 大成有楽不動産株式会社

74 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

75 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

76 陸上幕僚監部 医療法人臨生会介護老人保険施設そよかぜ館

77 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

78 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

79 陸上幕僚監部 有限会社フジ・メデイコ

80 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

81 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

82 陸上幕僚監部 学校法人帯広大谷学園

83 陸上幕僚監部 株式会社静岡園

84 陸上幕僚監部 株式会社旭川国際ゴルフ場

85 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージェンシー

86 陸上幕僚監部 不二建設株式会社

87 陸上幕僚監部 株式会社細川

88 陸上幕僚監部 新日本環境開発株式会社

89 陸上幕僚監部 学校法人聖ヴィアンネ学園旭川しらゆり幼稚園

90 陸上幕僚監部 大虎運輸株式会社

91 陸上幕僚監部 株式会社セノン



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

92 陸上幕僚監部 宗教法人大宥寺

93 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

94 陸上幕僚監部 株式会社しらかば

95 陸上幕僚監部 株式会社合食

96 陸上幕僚監部 社会福祉法人緑星の里

97 陸上幕僚監部 北旺運輸株式会社

98 陸上幕僚監部 株式会社ニチイ学館

99 陸上幕僚監部 東札幌輸送株式会社

100 陸上幕僚監部 拓進商行株式会社

101 陸上幕僚監部 株式会社マンション管理サービス

102 陸上幕僚監部 ぐるめ食品株式会社

103 陸上幕僚監部 株式会社ホッコー資材

104 陸上幕僚監部 医療法人社団にれの杜クリニック

105 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

106 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

107 陸上幕僚監部 北興運輸株式会社

108 陸上幕僚監部 鶴雅観光開発株式会社

109 陸上幕僚監部 有限会社北海道新聞橘販売所

110 陸上幕僚監部 セコム株式会社

111 陸上幕僚監部 株式会社田中工業

112 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人美幌町体育協会

113 陸上幕僚監部 日本森林林業振興会

114 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

115 陸上幕僚監部 株式会社西塚清掃社

116 陸上幕僚監部 野村ツーリスト有限会社

117 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート北海道

118 陸上幕僚監部 株式会社札幌観光会館

119 陸上幕僚監部 株式会社厚友会

120 陸上幕僚監部 北海道郵便逓送株式会社

121 陸上幕僚監部 株式会社トランシス

122 陸上幕僚監部 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ

123 陸上幕僚監部 恵庭環境保全事業協同組合

124 陸上幕僚監部 日本森林林業振興会

125 陸上幕僚監部 千歳市管工事業協同組合

126 陸上幕僚監部 大昭電気工業株式会社

127 陸上幕僚監部 釧路航空気象観測所

128 陸上幕僚監部 日興美装工業株式会社

129 陸上幕僚監部 長門建設株式会社

130 陸上幕僚監部 北日本石油株式会社

131 陸上幕僚監部 アサヒロジ株式会社

132 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

133 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

134 陸上幕僚監部 北海ダイプラ株式会社

135 陸上幕僚監部 学校法人北海道科学大学北海道自動車学校

136 陸上幕僚監部 イオンディライトセキュリティ株式会社

137 陸上幕僚監部 株式会社東急コミュミティー

138 陸上幕僚監部 花本建設株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

139 陸上幕僚監部 有限会社大山

140 陸上幕僚監部 株式会社コアズ

141 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

142 陸上幕僚監部 千歳相互観光バス株式会社

143 陸上幕僚監部 日本赤十字社北海道赤十字血液センター

144 陸上幕僚監部 株式会社伊藤組

145 陸上幕僚監部 遠軽通運株式会社

146 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

147 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

148 陸上幕僚監部 株式会社広成産業

149 陸上幕僚監部 三井物産フォーサイト株式会社

150 陸上幕僚監部 札陸運輸株式会社

151 陸上幕僚監部 一般財団法人日本気象協会

152 陸上幕僚監部 クボタ環境サービス株式会社

153 陸上幕僚監部 タイムズモビリティネットワークス株式会社

154 陸上幕僚監部 医療法人愛全会介護老人保健施設アートヒルズ

155 陸上幕僚監部 道銀ビジネスサービス株式会社

156 陸上幕僚監部 株式会社データベース

157 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

158 陸上幕僚監部 美瑛清掃株式会社

159 陸上幕僚監部 株式会社サンテックス

160 陸上幕僚監部 エコ・マネジメント株式会社

161 陸上幕僚監部 宗教法人上川神社

162 陸上幕僚監部 株式会社いたがき

163 陸上幕僚監部 千歳市管工事業共同組合

164 陸上幕僚監部 美瑛町農協農機研修センター

165 陸上幕僚監部 社会福祉法人旭川ねむのき会

166 陸上幕僚監部 環境コンサルタント株式会社

167 陸上幕僚監部 有限会社エム・シー

168 陸上幕僚監部 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ

169 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

170 陸上幕僚監部 三井物産フォーサイト株式会社

171 陸上幕僚監部 千歳市管工事業協同組合

172 陸上幕僚監部 株式会社クリーン開発

173 陸上幕僚監部 大平洋建業株式会社

174 陸上幕僚監部 特別養護老人ホーム緑ヶ丘あさひ園

175 陸上幕僚監部 株式会社キョクイチロジ

176 陸上幕僚監部 株式会社アルク

177 陸上幕僚監部 株式会社フジフィールド

178 陸上幕僚監部 株式会社竹内組

179 陸上幕僚監部 学校法人千葉学園

180 陸上幕僚監部 東北三吉工業株式会社

181 陸上幕僚監部 岩手県滝沢市役所

182 陸上幕僚監部 医療法人菅野愛生会

183 陸上幕僚監部 株式会社メックステクノ東北

184 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

185 陸上幕僚監部 株式会社ツクイ



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

186 陸上幕僚監部 株式会社郡山自動車学校

187 陸上幕僚監部 株式会社アサヒビルサービス

188 陸上幕僚監部 株式会社弘前セレモニーホール眞照堂

189 陸上幕僚監部 ハロックス株式会社

190 陸上幕僚監部 日本赤十字社八戸赤十字病院

191 陸上幕僚監部 青森県五戸町役場

192 陸上幕僚監部 全国共済農業共同組合連合会青森県本部

193 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ･トール東北

194 陸上幕僚監部 若葉建設株式会社

195 陸上幕僚監部 山形ビジネスサービス株式会社 

196 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会福島県本部

197 陸上幕僚監部 拓進運輸株式会社

198 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

199 陸上幕僚監部 青森明の星中学・高等学校

200 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

201 陸上幕僚監部 株式会社竹内組

202 陸上幕僚監部 株式会社さくらの社

203 陸上幕僚監部 ニッカウヰスキー株式会社

204 陸上幕僚監部 株式会社斉藤酒造店

205 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

206 陸上幕僚監部 日本赤十字社八戸赤十字病院

207 陸上幕僚監部 社会福祉法人同伸会特別養護老人ホーム瑞光園

208 陸上幕僚監部 株式会社シー・リンク

209 陸上幕僚監部 株式会社松本鐵工所

210 陸上幕僚監部 野村證券株式会社

211 陸上幕僚監部 丹内建設株式会社

212 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

213 陸上幕僚監部 日本赤十字社宮城県赤十字血液センター

214 陸上幕僚監部 トヨタ自動車東日本株式会社

215 陸上幕僚監部 日本赤十字社宮城県赤十字血液センター

216 陸上幕僚監部 株式会社トークス

217 陸上幕僚監部 学校法人常盤木学園

218 陸上幕僚監部 医療法人菅野愛生会

219 陸上幕僚監部 鴻池運輸株式会社

220 陸上幕僚監部 観光第一交通株式会社

221 陸上幕僚監部 秋田信用金庫

222 陸上幕僚監部 株式会社トップス

223 陸上幕僚監部 秋田テレビ株式会社

224 陸上幕僚監部 株式会社ピーシーコックセンター

225 陸上幕僚監部 郡山信用金庫

226 陸上幕僚監部 株式会社マインドステーション

227 陸上幕僚監部 公益財団法人福島県労働保険センター

228 陸上幕僚監部 近物レックス株式会社

229 陸上幕僚監部 株式会社東邦銀行

230 陸上幕僚監部 青森県青森市役所

231 陸上幕僚監部 国際貸切自動車株式会社

232 陸上幕僚監部 医療法人芙蓉会



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

233 陸上幕僚監部 東洋建物管理株式会社

234 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

235 陸上幕僚監部 株式会社ディーエス開発

236 陸上幕僚監部 株式会社加藤商会

237 陸上幕僚監部 株式会社産交

238 陸上幕僚監部 株式会社木村食品工業

239 陸上幕僚監部 タグボート株式会社

240 陸上幕僚監部 シルバークリニック

241 陸上幕僚監部 株式会社合食

242 陸上幕僚監部 社会福祉法人ゆきわり会

243 陸上幕僚監部 有限会社三沢警備保障

244 陸上幕僚監部 スターゼンミートプロセッサー株式会社

245 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

246 陸上幕僚監部 株式会社北日本銀行

247 陸上幕僚監部 株式会社北日本銀行

248 陸上幕僚監部 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

249 陸上幕僚監部 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

250 陸上幕僚監部 東北ビジネスサービス株式会社

251 陸上幕僚監部 医療福祉法人藤実会あけぼの荘

252 陸上幕僚監部 盛岡セイコー工業株式会社

253 陸上幕僚監部 横河電子機器株式会社

254 陸上幕僚監部 医療法人友仁会松島病院

255 陸上幕僚監部 山田運送株式会社

256 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

257 陸上幕僚監部 木戸浦造船株式会社

258 陸上幕僚監部 有限会社フラワード

259 陸上幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

260 陸上幕僚監部 イオンスーパーセンター株式会社

261 陸上幕僚監部 株式会社弥生物資

262 陸上幕僚監部 株式会社飯島興産

263 陸上幕僚監部 株式会社飯島興産

264 陸上幕僚監部 株式会社飯島興産

265 陸上幕僚監部 株式会社ラインサービス　

266 陸上幕僚監部 社会福祉法人徳良会　

267 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ福島株式会社

268 陸上幕僚監部 株式会社倉伸

269 陸上幕僚監部 有限会社旭バス

270 陸上幕僚監部 株式会社八代建材

271 陸上幕僚監部 株式会社東北装美

272 陸上幕僚監部 ゼビオ株式会社

273 陸上幕僚監部 株式会社ピュアスポーツ

274 陸上幕僚監部 社会福祉法人平元会

275 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

276 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

277 陸上幕僚監部 株式会社角弘

278 陸上幕僚監部 有限会社八洲交通

279 陸上幕僚監部 株式会社角弘
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280 陸上幕僚監部 株式会社角弘

281 陸上幕僚監部 公益財団法人青森県建設技術センター

282 陸上幕僚監部 弘前航空電子株式会社

283 陸上幕僚監部 サンライズ産業株式会社

284 陸上幕僚監部 中島エンヂニアリング株式会社

285 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

286 陸上幕僚監部 日本原燃株式会社

287 陸上幕僚監部 サンライズ産業株式会社

288 陸上幕僚監部 株式会社合食

289 陸上幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

290 陸上幕僚監部 有限会社東北ビル総合管理

291 陸上幕僚監部 社会福祉法人奥入瀬会特別養護老人ホーム百石荘

292 陸上幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

293 陸上幕僚監部 日本赤十字社八戸赤十字病院

294 陸上幕僚監部 日本赤十字社八戸赤十字病院

295 陸上幕僚監部 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会メディカルコー付属八戸西健診プラザ

296 陸上幕僚監部 エムワイ総合企画株式会社

297 陸上幕僚監部 社会福祉法人一葉会

298 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

299 陸上幕僚監部 いわぎんビジネスサービス株式会社

300 陸上幕僚監部 株式会社アクティオ

301 陸上幕僚監部 医療社団法人恵仁会三愛病院

302 陸上幕僚監部 医療社団法人恵仁会三愛病院

303 陸上幕僚監部 宗教法人釜石大観音石応禅寺

304 陸上幕僚監部 学校法人龍澤学館

305 陸上幕僚監部 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

306 陸上幕僚監部 株式会社ムラキ

307 陸上幕僚監部 株式会社小山田工業所

308 陸上幕僚監部 東北第一交通株式会社

309 陸上幕僚監部 株式会社リンカイ物流

310 陸上幕僚監部 有限会社千田清掃

311 陸上幕僚監部 株式会社宮本組

312 陸上幕僚監部 宮城トヨタ自動車株式会社

313 陸上幕僚監部 株式会社ミヤコーバス

314 陸上幕僚監部 有限会社ＡＧテクノ

315 陸上幕僚監部 学校法人北杜学園

316 陸上幕僚監部 みやぎ仙南農業協同組合

317 陸上幕僚監部 第一ホテルサービス株式会社

318 陸上幕僚監部 株式会社仙台商産

319 陸上幕僚監部 いすゞ自動車東北株式会社

320 陸上幕僚監部 株式会社太陽デパート

321 陸上幕僚監部 弘進ゴム株式会社

322 陸上幕僚監部 株式会社環境開発公社エムシーエム

323 陸上幕僚監部 宇都宮化成工業株式会社

324 陸上幕僚監部 環境アセスメント有限会社

325 陸上幕僚監部 学校法人朴沢学園

326 陸上幕僚監部 株式会社タケヤ交通



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

327 陸上幕僚監部 株式会社塩釜魚市場

328 陸上幕僚監部 株式会社スリーエス

329 陸上幕僚監部 弘進ゴム株式会社

330 陸上幕僚監部 ニッカウヰスキー株式会社

331 陸上幕僚監部 東北綜警常駐株式会社

332 陸上幕僚監部 株式会社ジェイエイ大館

333 陸上幕僚監部 ユーアイ警備保障株式会社

334 陸上幕僚監部 ALSOK秋田管財株式会社

335 陸上幕僚監部 株式会社たけや製パン

336 陸上幕僚監部 大洋ビル管理株式会社

337 陸上幕僚監部 医療法人久盛会

338 陸上幕僚監部 社会福祉法人村山光厚生会

339 陸上幕僚監部 株式会社山形環境エンジニアリング

340 陸上幕僚監部 株式会社山形環境エンジニアリング

341 陸上幕僚監部 株式会社でん六

342 陸上幕僚監部 株式会社タイヨウ

343 陸上幕僚監部 河西建設株式会社

344 陸上幕僚監部 高谷建設株式会社

345 陸上幕僚監部 有限会社疋田建設

346 陸上幕僚監部 さがえ西村山農業協同組合

347 陸上幕僚監部 学校法人山形学院

348 陸上幕僚監部 山形警備保障株式会社

349 陸上幕僚監部 寒河江仮設工業

350 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

351 陸上幕僚監部 天童タクシー株式会社

352 陸上幕僚監部 株式会社ティスコ運輸

353 陸上幕僚監部 医療法人誠励会

354 陸上幕僚監部 ゼビオ株式会社

355 陸上幕僚監部 株式会社アクティオ

356 陸上幕僚監部 株式会社JAアグリサポートたむら

357 陸上幕僚監部 株式会社ショートク

358 陸上幕僚監部 株式会社塩田組

359 陸上幕僚監部 井田興業株式会社

360 陸上幕僚監部 福島日産自動車株式会社

361 陸上幕僚監部 株式会社郡山自動車学校

362 陸上幕僚監部 井田興業株式会社

363 陸上幕僚監部 石橋建設工業株式会社

364 陸上幕僚監部 株式会社ショートク

365 陸上幕僚監部 公益財団法人福島保険衛生協会

366 陸上幕僚監部 有限会社ゼスト

367 陸上幕僚監部 株式会社ショートク

368 陸上幕僚監部 福島観光自動車株式会社

369 陸上幕僚監部 有限会社鈴木農園

370 陸上幕僚監部 株式会社合食

371 陸上幕僚監部 株式会社トークス

372 陸上幕僚監部 株式会社トークス

373 陸上幕僚監部 株式会社寿広



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

374 陸上幕僚監部 株式会社カナモト

375 陸上幕僚監部 日本メックス株式会社

376 陸上幕僚監部 ニッカウヰスキー株式会社

377 陸上幕僚監部 日誠工業株式会社

378 陸上幕僚監部 医療法人菅野愛生会

379 陸上幕僚監部 日誠工業株式会社

380 陸上幕僚監部 旭車両整備株式会社

381 陸上幕僚監部 有限会社会津建設

382 陸上幕僚監部 学校法人福島文化学園

383 陸上幕僚監部 株式会社カナモト

384 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ岩手管財株式会社

385 陸上幕僚監部 株式会社万SAI堂

386 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

387 陸上幕僚監部 株式会社喜代村

388 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

389 陸上幕僚監部 臼幸産業株式会社　

390 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

391 陸上幕僚監部 学校法人旭学園認定こども園すみれ幼稚園

392 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティーサービス

393 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

394 陸上幕僚監部 株式会社北田木材

395 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

396 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社　

397 陸上幕僚監部 株式会社久和

398 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社　

399 陸上幕僚監部 社会福祉法人ユーアイ二十一特別養護老人ホーム太陽の家座間

400 陸上幕僚監部 株式会社ティーエス

401 陸上幕僚監部 東綱橋梁株式会社　

402 陸上幕僚監部 学校法人城北学園

403 陸上幕僚監部 株式会社シムックス

404 陸上幕僚監部 医療法人群栄会

405 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社　

406 陸上幕僚監部 富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社　

407 陸上幕僚監部 一般社団法人シーソック

408 陸上幕僚監部 有限会社天昇堂

409 陸上幕僚監部 第一生命保険株式会社　

410 陸上幕僚監部 学校法人横須賀学院

411 陸上幕僚監部 さんしんビジネス株式会社　

412 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

413 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社　

414 陸上幕僚監部 豊栄コンクリート株式会社　

415 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

416 陸上幕僚監部 株式会社セ－フティ

417 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

418 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

419 陸上幕僚監部 学校法人三浦学苑

420 陸上幕僚監部 一般社団法人自衛隊人材活用センター



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

421 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社　

422 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

423 陸上幕僚監部 株式会社スズラン企画

424 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

425 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティーサービス

426 陸上幕僚監部 ＮＥＣ株式会社

427 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

428 陸上幕僚監部 アイング株式会社　

429 陸上幕僚監部 学校法人桐誠学園府中新町幼稚園

430 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

431 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

432 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

433 陸上幕僚監部 協和警備保障株式会社　

434 陸上幕僚監部 株式会社第四銀行

435 陸上幕僚監部 原電エンジニアリング株式会社

436 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

437 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

438 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

439 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

440 陸上幕僚監部 株式会社ＮＳロジ東日本

441 陸上幕僚監部 常盤海運株式会社　

442 陸上幕僚監部 横浜ビルシステム株式会社　

443 陸上幕僚監部 株式会社ダイヤビルサービス

444 陸上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社　

445 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

446 陸上幕僚監部 エスジー・スタッフ株式会社　

447 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

448 陸上幕僚監部 株式会社有沢製作所

449 陸上幕僚監部 学校法人東京梨の実学園梨花幼稚園

450 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社　

451 陸上幕僚監部 ＪＡ御殿場協同サービス株式会社　

452 陸上幕僚監部 学校法人健友学園

453 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

454 陸上幕僚監部 株式会社ナマイ建機

455 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

456 陸上幕僚監部 学校法人都築第一学園

457 陸上幕僚監部 キャリアビジネス株式会社　

458 陸上幕僚監部 有限会社二葉ダイカスト

459 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

460 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

461 陸上幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社　

462 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

463 陸上幕僚監部 学校法人鎌倉女子大学

464 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

465 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

466 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

467 陸上幕僚監部 株式会社笠原建設



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

468 陸上幕僚監部 株式会社ＣＨＳ

469 陸上幕僚監部 富士通特機システム株式会社　

470 陸上幕僚監部 富士スピードウェイ株式会社　

471 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社　

472 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

473 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

474 陸上幕僚監部 株式会社東和銀行

475 陸上幕僚監部 三井生命保険株式会社　

476 陸上幕僚監部 新安全警備保障株式会社　

477 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社　

478 陸上幕僚監部 みずほドリームパートナー株式会社　

479 陸上幕僚監部 東京バス株式会社　

480 陸上幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社　

481 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

482 陸上幕僚監部 学校法人西部学園かまくら幼稚園

483 陸上幕僚監部 信金中金ビジネス株式会社　

484 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

485 陸上幕僚監部 学校法人栄学園さかえ幼稚園

486 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社　

487 陸上幕僚監部 株式会社ゴアズ

488 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

489 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社　

490 陸上幕僚監部 株式会社ダイヤビルサービス

491 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会群馬県本部

492 陸上幕僚監部 株式会社三和

493 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

494 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社　

495 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

496 陸上幕僚監部 凸版警備保障株式会社　

497 陸上幕僚監部 株式会社西しばた自動車学校

498 陸上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

499 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

500 陸上幕僚監部 北関東警備保障株式会社　

501 陸上幕僚監部 学校法人北豊島学園

502 陸上幕僚監部 藤壺技研工業株式会社　

503 陸上幕僚監部 ＨＩＴＺ環境サービス株式会社　

504 陸上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社　

505 陸上幕僚監部 学校法人長友学園

506 陸上幕僚監部 京成自動車整備株式会社　

507 陸上幕僚監部 株式会社ベストロジ栃木

508 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

509 陸上幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社　

510 陸上幕僚監部 医療法人橘会上之原病院

511 陸上幕僚監部 菱葉運送株式会社　

512 陸上幕僚監部 アサガミ物流株式会社　

513 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

514 陸上幕僚監部 新潟環境整備株式会社　



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

515 陸上幕僚監部 株式会社エーライフ矢崎

516 陸上幕僚監部 ＪＸ日鉱日石サイトセキュリティー株式会社　

517 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

518 陸上幕僚監部 セコムジャスティック上信越株式会社　

519 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社　

520 陸上幕僚監部 学校法人都築学園日本薬科大学

521 陸上幕僚監部 株式会社日警

522 陸上幕僚監部 小松自動車工業株式会社　

523 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

524 陸上幕僚監部 学校法人城西大学

525 陸上幕僚監部 学校法人長友学園

526 陸上幕僚監部 有限会社東富士クリーンサービス

527 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

528 陸上幕僚監部 富士屋ホテル株式会社

529 陸上幕僚監部 株式会社湘南オフィスサービス

530 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社

531 陸上幕僚監部 株式会社青木重機

532 陸上幕僚監部 三共観光開発株式会社　

533 陸上幕僚監部 株式会社大光

534 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

535 陸上幕僚監部 株式会社二宮造園土木

536 陸上幕僚監部 学校法人所沢第二文化幼稚園

537 陸上幕僚監部 株式会社日立セキュリティーサービス

538 陸上幕僚監部 関矢産業株式会社　

539 陸上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

540 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社

541 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

542 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ千葉株式会社　

543 陸上幕僚監部 千葉センコー運輸整備株式会社　

544 陸上幕僚監部 株式会社天野回漕店

545 陸上幕僚監部 学校法人都築学園日本薬科大学

546 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

547 陸上幕僚監部 株式会社東和銀行

548 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

549 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

550 陸上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

551 陸上幕僚監部 株式会社埼玉りそな銀行

552 陸上幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社　

553 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

554 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

555 陸上幕僚監部 株式会社名古屋銀行

556 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

557 陸上幕僚監部 株式会社ＥＪサービス

558 陸上幕僚監部 株式会社アネシス

559 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

560 陸上幕僚監部 株式会社きらやか銀行

561 陸上幕僚監部 新安全警備保障株式会社　



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

562 陸上幕僚監部 学校法人都築第一学園

563 陸上幕僚監部 株式会社竹田工務店

564 陸上幕僚監部 横浜ビルシステム株式会社　

565 陸上幕僚監部 日東アリマン株式会社　

566 陸上幕僚監部 株式会社トヨタエンタープライズ

567 陸上幕僚監部 内閣府迎賓館

568 陸上幕僚監部 株式会社ウッド

569 陸上幕僚監部 日本アルコール物流株式会社　

570 陸上幕僚監部 富士急行株式会社

571 陸上幕僚監部 株式会社馬渕商事

572 陸上幕僚監部 医療法人清陽会富士山麓病院

573 陸上幕僚監部 株式会社NAAコミュニケーションズ

574 陸上幕僚監部 八十二スタッフサービス株式会社　

575 陸上幕僚監部 一般社団法人東京都総合組合保険施設振興協会

576 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社　

577 陸上幕僚監部 株式会社オサコー計画

578 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

579 陸上幕僚監部 曹友刊行事務局

580 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

581 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

582 陸上幕僚監部 常陽銀行株式会社　

583 陸上幕僚監部 防衛省職員生活協同組合

584 陸上幕僚監部 株式会社森秋旅館

585 陸上幕僚監部 千葉県庁

586 陸上幕僚監部 株式会社東和銀行

587 陸上幕僚監部 国際ビルサービス株式会社　

588 陸上幕僚監部 株式会社日警保安

589 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

590 陸上幕僚監部 ＧＧブレーンズ株式会社　

591 陸上幕僚監部 宗教法人靖国神社

592 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

593 陸上幕僚監部 豊永興業株式会社　

594 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社　

595 陸上幕僚監部 富士屋ホテル株式会社　

596 陸上幕僚監部 株式会社とちぎんビジネスサービス

597 陸上幕僚監部 有限会社サンロジスティクス

598 陸上幕僚監部 東京三八五流通株式会社　

599 陸上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

600 陸上幕僚監部 御殿場タクシー株式会社　

601 陸上幕僚監部 株式会社上越商会

602 陸上幕僚監部 宗教法人靖国神社

603 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社　

604 陸上幕僚監部 株式会社ワーキングスタッフ

605 陸上幕僚監部 山九中部サービス株式会社　

606 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人なまずの里福祉会

607 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会群馬県本部

608 陸上幕僚監部 ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社　



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

609 陸上幕僚監部 株式会社シムックス

610 陸上幕僚監部 株式会社共進社

611 陸上幕僚監部 瀬戸信用金庫

612 陸上幕僚監部 愛知県東浦町役場

613 陸上幕僚監部 株式会社原商

614 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

615 陸上幕僚監部 株式会社総合防災ソリューション

616 陸上幕僚監部 東邦ガス株式会社

617 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

618 陸上幕僚監部 株式会社四国銀行

619 陸上幕僚監部 日東電工株式会社

620 陸上幕僚監部 株式会社関電パワーテック

621 陸上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

622 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

623 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

624 陸上幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

625 陸上幕僚監部 株式会社横山重機工業

626 陸上幕僚監部 三銀ビジネス・サービス株式会社

627 陸上幕僚監部 ヤマトエアーカーゴエキスプレス株式会社

628 陸上幕僚監部 三銀ビジネス・サービス株式会社

629 陸上幕僚監部 株式会社トーホーセキュリティサービス

630 陸上幕僚監部 愛知県北名古屋市役所

631 陸上幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会

632 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

633 陸上幕僚監部 岡山県津山市役所

634 陸上幕僚監部 長田タイヤ株式会社

635 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

636 陸上幕僚監部 有限会社広藤鉄筋

637 陸上幕僚監部 鉄道りねん株式会社

638 陸上幕僚監部 新栄陸運株式会社

639 陸上幕僚監部 ホクショー株式会社

640 陸上幕僚監部 社会福祉法人よい子の広場福祉会特別養護老人ホーム書写ひまわりホーム

641 陸上幕僚監部 株式会社山口銀行

642 陸上幕僚監部 株式会社オアシスＭＳＣ

643 陸上幕僚監部 北陸中部自動車工業株式会社

644 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

645 陸上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

646 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

647 陸上幕僚監部 株式会社日車ビジネスアソシエイツ

648 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

649 陸上幕僚監部 タキイ種苗株式会社

650 陸上幕僚監部 尼崎信用金庫

651 陸上幕僚監部 株式会社セキサン

652 陸上幕僚監部 株式会社太陽家具百貨店

653 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部

654 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

655 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ高知株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

656 陸上幕僚監部 株式会社ピーアンドピー

657 陸上幕僚監部 黒部警備株式会社

658 陸上幕僚監部 きんしん総合サービス株式会社

659 陸上幕僚監部 株式会社ベイオーク

660 陸上幕僚監部 株式会社福寿園

661 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

662 陸上幕僚監部 山九株式会社

663 陸上幕僚監部 知多信用金庫

664 陸上幕僚監部 有限会社ジャパン・ネットワークシステムズ

665 陸上幕僚監部 入江株式会社

666 陸上幕僚監部 学校法人津山基督教学園沼自動車学校

667 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

668 陸上幕僚監部 ヒメジギコー株式会社

669 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

670 陸上幕僚監部 ムサシ工業株式会社

671 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

672 陸上幕僚監部 株式会社島根ワイナリー

673 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

674 陸上幕僚監部 学校法人名進研学園

675 陸上幕僚監部 阪神ロジテム株式会社

676 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

677 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

678 陸上幕僚監部 学校法人愛知産業大学

679 陸上幕僚監部 株式会社大垣共立銀行

680 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

681 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

682 陸上幕僚監部 株式会社日車ビジネスアソシエイツ

683 陸上幕僚監部 スリーテイ運輸株式会社

684 陸上幕僚監部 きんしん総合サービス株式会社

685 陸上幕僚監部 讃岐リース株式会社

686 陸上幕僚監部 有限会社スサノオ観光

687 陸上幕僚監部 水野建設株式会社

688 陸上幕僚監部 宇都宮化成工業株式会社

689 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

690 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

691 陸上幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

692 陸上幕僚監部 株式会社名古屋銀行

693 陸上幕僚監部 米子共同生コン株式会社

694 陸上幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会

695 陸上幕僚監部 株式会社メックステクノ東海

696 陸上幕僚監部 医療法人社団笠置記念胸部外科松山笠置記念心臓血管病院

697 陸上幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

698 陸上幕僚監部 大阪デリバリー株式会社

699 陸上幕僚監部 日本赤十字社愛媛県赤十字血液センター

700 陸上幕僚監部 ニッコー厚産株式会社

701 陸上幕僚監部 コマツ教習所株式会社

702 陸上幕僚監部 東和運送株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

703 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

704 陸上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

705 陸上幕僚監部 竹本油脂株式会社

706 陸上幕僚監部 株式会社メックステクノ東海

707 陸上幕僚監部 大新東株式会社

708 陸上幕僚監部 株式会社名古屋銀行

709 陸上幕僚監部 医療法人養和会

710 陸上幕僚監部 エムケイ観光バス株式会社

711 陸上幕僚監部 安全重機株式会社

712 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社

713 陸上幕僚監部 株式会社藤原モータース

714 陸上幕僚監部 学校法人聖英学園

715 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

716 陸上幕僚監部 山陰酸素工業株式会社

717 陸上幕僚監部 社会福祉法人大阪自彊館角川ヴィラ

718 陸上幕僚監部 株式会社樹運輸

719 陸上幕僚監部 広島綜合警備保障株式会社

720 陸上幕僚監部 株式会社ダイワ

721 陸上幕僚監部 有限会社日興タクシー

722 陸上幕僚監部 株式会社長谷工ライフ

723 陸上幕僚監部 明石警備保障株式会社

724 陸上幕僚監部 医療法人仁医会井口医院

725 陸上幕僚監部 ニッコー厚産株式会社

726 陸上幕僚監部 ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社

727 陸上幕僚監部 きのくに信用金庫

728 陸上幕僚監部 レンテック大敬株式会社

729 陸上幕僚監部 三銀ビジネス・サービス株式会社

730 陸上幕僚監部 社会福祉法人かも福祉会

731 陸上幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

732 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

733 陸上幕僚監部 レンテック大敬株式会社

734 陸上幕僚監部 有限会社ジャパン・ネットワークシステムズ

735 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

736 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

737 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

738 陸上幕僚監部 滋賀県下水道保全事業協同組合

739 陸上幕僚監部 日本赤十字社岐阜県赤十字血液センター

740 陸上幕僚監部 医療法人社団岡倉会高島クリニック

741 陸上幕僚監部 株式会社メディアサポート

742 陸上幕僚監部 株式会社サイガ

743 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社

744 陸上幕僚監部 株式会社基住

745 陸上幕僚監部 新見市森林組合

746 陸上幕僚監部 香川ビジネスサービス株式会社

747 陸上幕僚監部 岡山中央陸運倉庫株式会社

748 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

749 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス中国株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

750 陸上幕僚監部 是則北陸運輸株式会社

751 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

752 陸上幕僚監部 株式会社水本機械製作所

753 陸上幕僚監部 しまなみ信用金庫

754 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

755 陸上幕僚監部 株式会社コアズ

756 陸上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

757 陸上幕僚監部 トクデン株式会社

758 陸上幕僚監部 株式会社スリーエス

759 陸上幕僚監部 いっしん総合サービス株式会社

760 陸上幕僚監部 ジェイアール金沢警備保障株式会社

761 陸上幕僚監部 株式会社名古屋銀行

762 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

763 陸上幕僚監部 レンテック大敬株式会社

764 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

765 陸上幕僚監部 宗教法人出雲大社教出雲大社

766 陸上幕僚監部 播信ビジネスサービス株式会社

767 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社

768 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス中国株式会社

769 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

770 陸上幕僚監部 学校法人三木学園

771 陸上幕僚監部 名鉄ビル管理ディング株式会社

772 陸上幕僚監部 社会医療法人尾中病院

773 陸上幕僚監部 三協貨物株式会社

774 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

775 陸上幕僚監部 株式会社広成産業

776 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス中国株式会社

777 陸上幕僚監部 日本赤十字社島根県赤十字血液センター

778 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

779 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

780 陸上幕僚監部 豊臣機工株式会社

781 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

782 陸上幕僚監部 大東自動車株式会社

783 陸上幕僚監部 滋賀県津市役所

784 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

785 陸上幕僚監部 中日本エクストール名古屋株式会社

786 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

787 陸上幕僚監部 株式会社アサヒファシリティズ

788 陸上幕僚監部 岡山県津山市役所

789 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

790 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

791 陸上幕僚監部 中日本エクストール名古屋株式会社

792 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ愛知株式会社

793 陸上幕僚監部 近畿警備保障株式会社

794 陸上幕僚監部 株式会社鶴見製作所

795 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

796 陸上幕僚監部 株式会社関電パワーテック



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

797 陸上幕僚監部 尼崎信用金庫

798 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

799 陸上幕僚監部 国際警備保障株式会社

800 陸上幕僚監部 株式会社グリーンテック

801 陸上幕僚監部 株式会社ビーシーロジスティクス

802 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社

803 陸上幕僚監部 香川県丸亀市役所

804 陸上幕僚監部 株式会社セキュリティエヒメ

805 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

806 陸上幕僚監部 特定非営利法人泉州自立支援センターともにー

807 陸上幕僚監部 北電産業株式会社

808 陸上幕僚監部 特定医療法人萬生会合志第一病院

809 陸上幕僚監部 株式会社明和不動産

810 陸上幕僚監部 一般社団法人都城観光協会

811 陸上幕僚監部 あさはら整形外科

812 陸上幕僚監部 株式会社ホシヤマ

813 陸上幕僚監部 社会福祉法人紘徳会

814 陸上幕僚監部 株式会社佐賀銀行

815 陸上幕僚監部 セコム株式会社

816 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

817 陸上幕僚監部 大分ビルサービス株式会社

818 陸上幕僚監部 株式会社大京アステージ

819 陸上幕僚監部 東光石油株式会社

820 陸上幕僚監部 九州総合サービス株式会社

821 陸上幕僚監部 宮銀ビジネスサービス株式会社

822 陸上幕僚監部 株式会社矢野特殊自動車

823 陸上幕僚監部 株式会社国分ハウジング

824 陸上幕僚監部 株式会社東産業

825 陸上幕僚監部 共栄ビル管理株式会社

826 陸上幕僚監部 社会医療法人稲穂会天草慈恵病院

827 陸上幕僚監部 株式会社野毛電気工業

828 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

829 陸上幕僚監部 学校法人江楠学園

830 陸上幕僚監部 社会福祉法人南高愛隣会

831 陸上幕僚監部 西川印刷株式会社

832 陸上幕僚監部 株式会社健康家族

833 陸上幕僚監部 霧島木質燃料株式会社

834 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

835 陸上幕僚監部 福岡県飯塚市役所

836 陸上幕僚監部 西部ガスリビング株式会社

837 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

838 陸上幕僚監部 セコム株式会社

839 陸上幕僚監部 株式会社ヤマト機材

840 陸上幕僚監部 株式会社沖縄丸和

841 陸上幕僚監部 株式会社豊和銀行　

842 陸上幕僚監部 医療法人社団広崎会

843 陸上幕僚監部 株式会社福岡銀行



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

844 陸上幕僚監部 星光ビル管理株式会社

845 陸上幕僚監部 株式会社全日警

846 陸上幕僚監部 社会医療法人黎明会宇城総合病院

847 陸上幕僚監部 一般社団法人菊池郡医師会デイサービスセンター

848 陸上幕僚監部 有限会社具志川ゴルフクラブ

849 陸上幕僚監部 株式会社国際ビル産業

850 陸上幕僚監部 学校法人押野学園

851 陸上幕僚監部 一般社団法人北九州市小倉医師会

852 陸上幕僚監部 九州オーム電機株式会社

853 陸上幕僚監部 株式会社東産業

854 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

855 陸上幕僚監部 筑銀ビジネスサービス株式会社

856 陸上幕僚監部 医療法人社団広崎会桜病院

857 陸上幕僚監部 社会福祉法人有明中央福祉会菊水ひまわり園

858 陸上幕僚監部 星光ビル管理株式会社

859 陸上幕僚監部 医療法人向洋会協和病院

860 陸上幕僚監部 社会福祉法人暘谷福祉会

861 陸上幕僚監部 株式会社筑後生コン

862 陸上幕僚監部 鎌田建設株式会社

863 陸上幕僚監部 石垣メンテナンス株式会社

864 陸上幕僚監部 医療法人カメリア大村共立病院

865 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

866 陸上幕僚監部 有限会社フィットピア

867 陸上幕僚監部 医療法人財団友朋会嬉野温泉病院

868 陸上幕僚監部 社会福祉法人やまなみ会

869 陸上幕僚監部 セコムスタティック西日本株式会社

870 陸上幕僚監部 昭和メンテナンス工業株式会社

871 陸上幕僚監部 有限会社三栄商会

872 陸上幕僚監部 玉名農業協同組合

873 陸上幕僚監部 祐徳自動車株式会社

874 陸上幕僚監部 医療法人カジオ会

875 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

876 陸上幕僚監部 熊本宇城農業協同組合

877 陸上幕僚監部 鴻池運輸株式会社

878 陸上幕僚監部 株式会社リブハウジング

879 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

880 陸上幕僚監部 医療法人松岡会松岡病院

881 陸上幕僚監部 有限会社後藤運送

882 陸上幕僚監部 株式会社メモリードモータース

883 陸上幕僚監部 社会福祉法人奄美の園

884 陸上幕僚監部 有限会社在宅介護サービスひまわり

885 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス株式会社

886 陸上幕僚監部 株式会社緑化センター

887 陸上幕僚監部 株式会社ホシヤマ

888 陸上幕僚監部 株式会社沖一タクシー

889 陸上幕僚監部 医療法人カジオ会

890 陸上幕僚監部 有限会社水本運送



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

891 陸上幕僚監部 社会福祉法人燦燦会

892 陸上幕僚監部 南日本運送株式会社

893 陸上幕僚監部 社会医療法人社団大久保病院

894 陸上幕僚監部 小野田重機株式会社

895 陸上幕僚監部 第一相互警備保障株式会社

896 陸上幕僚監部 ハクゾウメディカルテクノス株式会社

897 陸上幕僚監部 一般社団法人藤本メディカルシステム

898 陸上幕僚監部 熊本部品株式会社

899 陸上幕僚監部 学校法人都築学園

900 陸上幕僚監部 株式会社フチガミ

901 陸上幕僚監部 ＪＸ日鉱日石サイトセキュリティ株式会社

902 陸上幕僚監部 いすゞ自動車九州株式会社

903 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

904 陸上幕僚監部 協同組合鳥栖商工センター

905 陸上幕僚監部 株式会社西原カントリー

906 陸上幕僚監部 社会福祉法人紘徳会

907 陸上幕僚監部 株式会社沖縄産業振興センター

908 陸上幕僚監部 福岡県嘉麻市役所

909 陸上幕僚監部 株式会社キューネット

910 陸上幕僚監部 木村電機株式会社

911 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険代理店保険の匠

912 陸上幕僚監部 株式会社安謝橋電機

913 陸上幕僚監部 医療法人山田会八代厚生病院

914 陸上幕僚監部 大分港運株式会社

915 陸上幕僚監部 学校法人都筑学園

916 陸上幕僚監部 株式会社大分銀行

917 陸上幕僚監部 博洋自動車株式会社

918 陸上幕僚監部 有限会社丸野バンライン

919 陸上幕僚監部 医療法人太田整形外科

920 陸上幕僚監部 総合メディカル株式会社

921 陸上幕僚監部 株式会社にしけい

922 陸上幕僚監部 ヤンマー建機株式会社

923 陸上幕僚監部 学校法人アソカ学園認定こども園アソカ幼稚園

924 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

925 陸上幕僚監部 社会福祉法人紘徳会

926 陸上幕僚監部 福岡第一交通株式会社

927 陸上幕僚監部 大分物流サービス株式会社

928 陸上幕僚監部 梅高建設株式会社

929 陸上幕僚監部 信和鋼板株式会社

930 陸上幕僚監部 株式会社中野建設

931 陸上幕僚監部 一般財団法人長崎県交通安全協会

932 陸上幕僚監部 三島光産株式会社

933 陸上幕僚監部 熊本バス株式会社

934 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

935 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

936 陸上幕僚監部 ヤンマー建機株式会社

937 陸上幕僚監部 株式会社デンケン



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

938 陸上幕僚監部 学校法人鹿児島学園

939 陸上幕僚監部 株式会社エフピー

940 陸上幕僚監部 石垣メンテナンス株式会社

941 陸上幕僚監部 株式会社みらい

942 陸上幕僚監部 株式会社セノン

943 陸上幕僚監部 株式会社矢野特殊自動車

944 陸上幕僚監部 株式会社新興エコ

945 陸上幕僚監部 学校法人九州中村高等学園

946 陸上幕僚監部 一般社団法人福岡県歯科医師会

947 陸上幕僚監部 社会福祉法人白鳳会恵幸園

948 陸上幕僚監部 有限会社大橋受託組合

949 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

950 陸上幕僚監部 社会医療法人ましき会ましき病院

951 陸上幕僚監部 九州綜合サービス株式会社

952 陸上幕僚監部 株式会社ナカノ

953 陸上幕僚監部 株式会社ジャパンライフサポート　

954 陸上幕僚監部 学校法人湖東学園

955 陸上幕僚監部 学校法人浄国高平幼稚園

956 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

957 陸上幕僚監部 社会福祉法人豊寿会

958 陸上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

959 陸上幕僚監部 泉海商運株式会社

960 陸上幕僚監部 東南運輸株式会社

961 陸上幕僚監部 学校法人井島学園

962 陸上幕僚監部 株式会社白屋リネンサービス

963 陸上幕僚監部 宮崎県庁

964 陸上幕僚監部 有限会社大阿蘇農園

965 陸上幕僚監部 臼杵運送株式会社

966 陸上幕僚監部 株式会社大和建設

967 陸上幕僚監部 株式会社ツー・バイ・ツー

968 陸上幕僚監部 都城農業協同組合

969 陸上幕僚監部 学校法人久留米工業大学久留米工業技術専門学校

970 陸上幕僚監部 吉川工業株式会社

971 陸上幕僚監部 ワークシェアー株式会社

972 陸上幕僚監部 株式会社イマナガ

973 陸上幕僚監部 株式会社福岡銀行

974 陸上幕僚監部 株式会社全日警

975 陸上幕僚監部 社会福祉法人クローバー福祉会みつぎ童夢園

976 陸上幕僚監部 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団障害児入所施設高千穂学園

977 陸上幕僚監部 株式会社ＯＥメディカル

978 陸上幕僚監部 株式会社ナトーコンピュータ

979 陸上幕僚監部 グローバルシップ株式会社

980 陸上幕僚監部 株式会社恵

981 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

982 陸上幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

983 陸上幕僚監部 ＪＸ日鉱日石サイトセキュリティ株式会社

984 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

985 陸上幕僚監部 日本テクノ株式会社

986 陸上幕僚監部 日鉄住金環境株式会社

987 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

988 陸上幕僚監部 日本アイ・ビー・エムビズインテック株式会社

989 陸上幕僚監部 学校法人久留米ゼミナール

990 陸上幕僚監部 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター

991 陸上幕僚監部 宮崎県立みやざき学園

992 陸上幕僚監部 一般財団法人化学及血清療法研究所

993 陸上幕僚監部 大牟田柳川信用金庫

994 陸上幕僚監部 株式会社琉球バス交通

995 陸上幕僚監部 株式会社キューネット

996 陸上幕僚監部 株式会社サン・ライフ

997 陸上幕僚監部 梅林建設株式会社

998 陸上幕僚監部 株式会社熊本菓房

999 陸上幕僚監部 医療法人さざなみ鈴木病院

1000 陸上幕僚監部 株式会社麻生飯塚病院

1001 陸上幕僚監部 出田実業株式会社

1002 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

1003 陸上幕僚監部 株式会社大分県農協共済福祉事業社

1004 陸上幕僚監部 株式会社麻生飯塚病院

1005 陸上幕僚監部 社会福祉法人真津山福祉会

1006 陸上幕僚監部 高城町星の里

1007 陸上幕僚監部 株式会社肥銀用度センター

1008 陸上幕僚監部 熊本空港給油施設株式会社

1009 陸上幕僚監部 株式会社佐賀銀行

1010 陸上幕僚監部 株式会社セノン

1011 陸上幕僚監部 ライジングビルメンテナンス株式会社

1012 陸上幕僚監部 学校法人真愛幼稚園

1013 陸上幕僚監部 学校法人三信学園やまばと幼稚園

1014 陸上幕僚監部 株式会社宮崎ヒューマンサービス

1015 陸上幕僚監部 学校法人都築育英学園

1016 陸上幕僚監部 株式会社永野商店

1017 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人ＳＭＩＳ

1018 陸上幕僚監部 株式会社セノン

1019 陸上幕僚監部 社会福祉法人法隆寺福祉園新光保育園

1020 陸上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

1021 陸上幕僚監部 菊陽町教育委員会

1022 陸上幕僚監部 有限会社福伸急送

1023 陸上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

1024 陸上幕僚監部 公益財団法人福岡県スポーツ振興センター

1025 陸上幕僚監部 株式会社志道工務店

1026 陸上幕僚監部 八洲開発株式会社

1027 陸上幕僚監部 日本連合警備株式会社

1028 陸上幕僚監部 一般財団法人空港環境整備協会

1029 陸上幕僚監部 宮崎県庁

1030 陸上幕僚監部 株式会社永野商店

1031 陸上幕僚監部 日通宮崎運輸株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1032 陸上幕僚監部 株式会社ケイディ商事

1033 陸上幕僚監部 株式会社シンコー

1034 陸上幕僚監部 菊池カントリークラブ

1035 陸上幕僚監部 社会福祉法人政典会養護老人ホーム国分舞鶴園

1036 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1037 陸上幕僚監部 有限会社中央リース

1038 陸上幕僚監部 社会福祉法人飯盛会

1039 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1040 陸上幕僚監部 日本赤十字社熊本健康管理センター

1041 陸上幕僚監部 株式会社中央綜合警備保障

1042 陸上幕僚監部 株式会社Ｍウッド

1043 陸上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

1044 陸上幕僚監部 医療法人社団大浦会

1045 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

1046 海上幕僚監部 東洋マリーンサービス株式会社

1047 海上幕僚監部 四電ビジネス株式会社

1048 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1049 海上幕僚監部 株式会社エム・シー・シー

1050 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

1051 海上幕僚監部 株式会社エヌ・サポート

1052 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

1053 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会広島県本部

1054 海上幕僚監部 伸水技研株式会社

1055 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

1056 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1057 海上幕僚監部 神戸装備工業株式会社

1058 海上幕僚監部 株式会社ニコン

1059 海上幕僚監部 長崎県佐世保市役所

1060 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

1061 海上幕僚監部 丸の内熱供給株式会社

1062 海上幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社

1063 海上幕僚監部 特定非営利活動法人あかねの和

1064 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1065 海上幕僚監部 株式会社クリハラント

1066 海上幕僚監部 株式会社東洋トラスト特機

1067 海上幕僚監部 東洋マリーンサービス株式会社

1068 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

1069 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

1070 海上幕僚監部 学校法人聖光学院聖光学院中高等学校

1071 海上幕僚監部 白井汽船株式会社

1072 海上幕僚監部 玄海テック株式会社

1073 海上幕僚監部 熊本空港給油施設株式会社

1074 海上幕僚監部 日吉海運有限会社

1075 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

1076 海上幕僚監部 株式会社東北測量設計社

1077 海上幕僚監部 医療法人カメリア

1078 海上幕僚監部 株式会社マインドステーション



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1079 海上幕僚監部 守谷輸送機工業株式会社

1080 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

1081 海上幕僚監部 岩国市農業協同組合

1082 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1083 海上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

1084 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

1085 海上幕僚監部 鹿児島県庁

1086 海上幕僚監部 ジェイ・アール・シー特機株式会社

1087 海上幕僚監部 九州総合サービス株式会社

1088 海上幕僚監部 三井住友信託銀行株式会社

1089 海上幕僚監部 ニッキフッコー株式会社

1090 海上幕僚監部 ディー・エイチ・シー・サービス株式会社

1091 海上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

1092 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1093 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1094 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1095 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

1096 海上幕僚監部 三国工業株式会社

1097 海上幕僚監部 株式会社ザナショナルカントリー倶楽部

1098 海上幕僚監部 アリアケジャパン株式会社

1099 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1100 海上幕僚監部 湘南ラスカ商事株式会社

1101 海上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

1102 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

1103 海上幕僚監部 アズビル株式会社

1104 海上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

1105 海上幕僚監部 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社

1106 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1107 海上幕僚監部 株式会社行場商店

1108 海上幕僚監部 株式会社広島東洋カープ

1109 海上幕僚監部 三波工業株式会社

1110 海上幕僚監部 株式会社沖電気カスタマアドテック

1111 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

1112 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1113 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1114 海上幕僚監部 エヌ・ティ株式会社

1115 海上幕僚監部 丸の内熱供給株式会社

1116 海上幕僚監部 公益財団法人香川成人医学研究所

1117 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

1118 海上幕僚監部 三波工業株式会社

1119 海上幕僚監部 有限会社システム平野

1120 海上幕僚監部 学校法人鎌倉女子大学

1121 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

1122 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

1123 海上幕僚監部 株式会社税理士会館

1124 海上幕僚監部 日東粉化工業株式会社

1125 海上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1126 海上幕僚監部 呉市教育委員会

1127 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

1128 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1129 海上幕僚監部 有限会社富士石油

1130 海上幕僚監部 室町ビルサービス株式会社

1131 海上幕僚監部 株式会社パセリー菜

1132 海上幕僚監部 サマユー株式会社

1133 海上幕僚監部 後藤運輸株式会社

1134 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1135 海上幕僚監部 三井不動産ビルマネジメント株式会社

1136 海上幕僚監部 株式会社ＴＭＣ

1137 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

1138 海上幕僚監部 リベラ株式会社

1139 海上幕僚監部 トノカワ電業株式会社

1140 海上幕僚監部 立川ブラインド工業株式会社

1141 海上幕僚監部 株式会社サービスセンター共立

1142 海上幕僚監部 岐阜県各務原市役所

1143 海上幕僚監部 株式会社菅原工務店

1144 海上幕僚監部 日本赤十字社八戸赤十字病院

1145 海上幕僚監部 更生保護法人呉清明園

1146 海上幕僚監部 大之木建設株式会社

1147 海上幕僚監部 株式会社エムエスコーポレーション

1148 海上幕僚監部 株式会社ケーシー・エンジニアリング

1149 海上幕僚監部 株式会社十八銀行

1150 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1151 海上幕僚監部 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社

1152 海上幕僚監部 日本通運株式会社

1153 海上幕僚監部 株式会社青森銀行

1154 海上幕僚監部 株式会社エム・エル・エス

1155 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

1156 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1157 海上幕僚監部 川重環境エンジニアリング株式会社

1158 海上幕僚監部 青い森信用金庫

1159 海上幕僚監部 四電ビジネス株式会社

1160 海上幕僚監部 志布志東洋埠頭株式会社

1161 海上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

1162 海上幕僚監部 株式会社富建

1163 海上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

1164 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

1165 海上幕僚監部 中央エンタープライス株式会社

1166 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1167 海上幕僚監部 株式会社東洋食品

1168 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会広島県本部

1169 海上幕僚監部 日本通運株式会社

1170 海上幕僚監部 明治管財株式会社

1171 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1172 海上幕僚監部 社会福祉法人仁栄会



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1173 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1174 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1175 海上幕僚監部 弘済企業株式会社

1176 海上幕僚監部 伊予船舶株式会社

1177 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ福岡株式会社

1178 海上幕僚監部 明治管財株式会社

1179 海上幕僚監部 株式会社エムエイチアイロジテック

1180 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

1181 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

1182 海上幕僚監部 株式会社エヌ・サポート

1183 海上幕僚監部 株式会社ザックス

1184 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

1185 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

1186 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1187 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

1188 海上幕僚監部 大村市モーターボート競走事業所

1189 海上幕僚監部 日本パリソン株式会社

1190 海上幕僚監部 株式会社ヘルストピア延岡

1191 海上幕僚監部 大四マリン株式会社

1192 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

1193 海上幕僚監部 宮崎交通株式会社

1194 海上幕僚監部 四電ビジネス株式会社

1195 海上幕僚監部 マツダエース株式会社

1196 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

1197 海上幕僚監部 正村食品株式会社

1198 海上幕僚監部 マツダエース株式会社

1199 海上幕僚監部 ハウステンボス株式会社

1200 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩビジネスサポート

1201 海上幕僚監部 アリアケジャパン株式会社

1202 海上幕僚監部 利根株式会社

1203 海上幕僚監部 多摩川エアロシステムズ株式会社

1204 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1205 海上幕僚監部 波佐見病院

1206 海上幕僚監部 三洋装備株式会社

1207 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1208 海上幕僚監部 株式会社北日本セーフティクリエイト

1209 海上幕僚監部 宗教法人成田山新栄寺

1210 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

1211 海上幕僚監部 東和環境科学株式会社

1212 海上幕僚監部 下北自動車協会

1213 海上幕僚監部 二豊味噌協業組合

1214 海上幕僚監部 函館どつく株式会社

1215 海上幕僚監部 社会福祉法人十善会

1216 海上幕僚監部 医療法人せいざん

1217 海上幕僚監部 阿波銀ビジネスサービス株式会社

1218 海上幕僚監部 青森綜合警備保障株式会社

1219 海上幕僚監部 広島ガスメイト株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1220 海上幕僚監部 大塚製薬株式会社

1221 海上幕僚監部 株式会社シェルビー

1222 海上幕僚監部 志布志東洋埠頭株式会社

1223 海上幕僚監部 ハウステンボス株式会社

1224 海上幕僚監部 ウッドファースト株式会社

1225 海上幕僚監部 社会福祉法人健祥会

1226 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

1227 海上幕僚監部 株式会社丸野

1228 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

1229 海上幕僚監部 株式会社アクティオ

1230 海上幕僚監部 長崎倉庫株式会社

1231 海上幕僚監部 明治管財株式会社

1232 海上幕僚監部 株式会社オリワン

1233 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

1234 海上幕僚監部 テルウェル西日本株式会社

1235 海上幕僚監部 株式会社関学サービス

1236 海上幕僚監部 一般財団法人徳島県環境整備公社

1237 海上幕僚監部 三井住友信託銀行株式会社

1238 海上幕僚監部 義和産業株式会社

1239 海上幕僚監部 有限会社寿木工

1240 海上幕僚監部 株式会社つくもサービス

1241 海上幕僚監部 株式会社ヘリテイジリゾート

1242 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1243 海上幕僚監部 株式会社つくもサービス

1244 海上幕僚監部 株式会社イレブン

1245 海上幕僚監部 三波工業株式会社

1246 海上幕僚監部 株式会社加藤商会

1247 海上幕僚監部 自由民主党

1248 海上幕僚監部 学校法人八戸工業大学

1249 海上幕僚監部 ニッスイマリン工業株式会社

1250 海上幕僚監部 愛媛綜合警備保障株式会社

1251 海上幕僚監部 四宮タンカー株式会社

1252 海上幕僚監部 四電ビジネス株式会社

1253 海上幕僚監部 株式会社中国警備保障

1254 海上幕僚監部 アリアケジャパン株式会社

1255 海上幕僚監部 株式会社青森銀行

1256 海上幕僚監部 明治管財株式会社

1257 海上幕僚監部 徳島県警察本部

1258 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

1259 海上幕僚監部 東横化学株式会社

1260 海上幕僚監部 社会福祉法人飯盛会

1261 海上幕僚監部 株式会社岩手銀行

1262 海上幕僚監部 ＴＯＨＯ株式会社

1263 海上幕僚監部 湘南ラスカ商事株式会社

1264 海上幕僚監部 株式会社青森銀行

1265 海上幕僚監部 株式会社濱谷建設

1266 海上幕僚監部 社会福祉法人慶長会



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1267 海上幕僚監部 コスモ警備保障株式会社

1268 海上幕僚監部 株式会社リスコム

1269 海上幕僚監部 宗教法人森巖寺

1270 海上幕僚監部 対川製網株式会社

1271 海上幕僚監部 グリーン観光産業株式会社

1272 海上幕僚監部 はねうお食品株式会社

1273 海上幕僚監部 株式会社カナモト

1274 海上幕僚監部 医療法人松寿会

1275 海上幕僚監部 株式会社北陸銀行

1276 海上幕僚監部 有限会社ＮＲ研究所

1277 海上幕僚監部 アクサ生命保険株式会社

1278 海上幕僚監部 東北ビルサービス株式会社

1279 海上幕僚監部 株式会社尻屋観光

1280 海上幕僚監部 東海交通株式会社

1281 海上幕僚監部 大岡海運有限会社

1282 海上幕僚監部 下北交通株式会社

1283 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ双栄株式会社

1284 海上幕僚監部 株式会社下岡タイヤ産業

1285 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

1286 航空幕僚監部 大京整備株式会社 

1287 航空幕僚監部 大京整備株式会社

1288 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

1289 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

1290 航空幕僚監部 川崎重工業株式会社

1291 航空幕僚監部 大京整備株式会社

1292 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

1293 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

1294 航空幕僚監部 学校法人上野塾東京実業高等学校

1295 航空幕僚監部 株式会社応用気象エンジニアリング

1296 航空幕僚監部 川崎重工業株式会社

1297 航空幕僚監部 ディフェンスレイバーソフト株式会社

1298 航空幕僚監部 大京整備株式会社

1299 航空幕僚監部 大京整備株式会社

1300 航空幕僚監部 ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社

1301 航空幕僚監部 三菱地所丸紅住宅サービス株式会社

1302 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

1303 航空幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

1304 航空幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

1305 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

1306 航空幕僚監部 株式会社ナスカ

1307 航空幕僚監部 一般財団法人関東陸運振興センター

1308 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

1309 航空幕僚監部 株式会社アクティブロジスティクス

1310 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

1311 航空幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

1312 航空幕僚監部 茨城交通株式会社

1313 航空幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1314 航空幕僚監部 株式会社沖縄産業振興センター

1315 航空幕僚監部 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社

1316 航空幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社

1317 航空幕僚監部 株式会社毎日急行

1318 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

1319 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ双栄株式会社

1320 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

1321 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

1322 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1323 航空幕僚監部 中日本エクストール名古屋株式会社

1324 航空幕僚監部 中村留精密工業株式会社

1325 航空幕僚監部 中村留精密工業株式会社

1326 航空幕僚監部 株式会社北陸銀行

1327 航空幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

1328 航空幕僚監部 弘済企業株式会社

1329 航空幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

1330 航空幕僚監部 有限会社嵐農産

1331 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

1332 航空幕僚監部 一般財団法人九州健康総合センター

1333 航空幕僚監部 医療法人隆信会遠賀いそべ病院

1334 航空幕僚監部 株式会社福岡ロードサービス

1335 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1336 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

1337 航空幕僚監部 一般財団法人西日本産業衛生会

1338 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

1339 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

1340 航空幕僚監部 学校法人折尾愛真学園

1341 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1342 航空幕僚監部 太田鉄工株式会社

1343 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

1344 航空幕僚監部 株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ

1345 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1346 航空幕僚監部 テプコカスタマーサービス株式会社

1347 航空幕僚監部 加藤木材工業株式会社

1348 航空幕僚監部 学校法人埼玉医科大学

1349 航空幕僚監部 日野自動車株式会社

1350 航空幕僚監部 学校法人杏林学園

1351 航空幕僚監部 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

1352 航空幕僚監部 学校法人盈進学園

1353 航空幕僚監部 株式会社ホテルヘリテイジ

1354 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

1355 航空幕僚監部 内山自動車工業株式会社

1356 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

1357 航空幕僚監部 日本交通株式会社

1358 航空幕僚監部 医療法人勤誠会米子病院

1359 航空幕僚監部 有限会社岡野農場

1360 航空幕僚監部 株式会社共立メンテナンス



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1361 航空幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

1362 航空幕僚監部 株式会社渡辺商会

1363 航空幕僚監部 エスシーエスピー株式会社

1364 航空幕僚監部 埼玉電気工事工業組合

1365 航空幕僚監部 千代田都市開発株式会社

1366 航空幕僚監部 リサール酵産株式会社

1367 航空幕僚監部 太平洋陸送株式会社

1368 航空幕僚監部 日本赤十字社岐阜県赤十字血液センター

1369 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1370 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1371 航空幕僚監部 株式会社Ｊａｐａｎエアロインスペクション

1372 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1373 航空幕僚監部 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社

1374 航空幕僚監部 トーシンリゾート株式会社

1375 航空幕僚監部 天龍エアロコンポーネント株式会社

1376 航空幕僚監部 日本赤十字社岐阜県赤十字血液センター

1377 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1378 航空幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

1379 航空幕僚監部 株式会社にしがき

1380 航空幕僚監部 株式会社帝産観光バス滋賀

1381 航空幕僚監部 住商建物株式会社

1382 航空幕僚監部 株式会社シンキ

1383 航空幕僚監部 四国興業株式会社

1384 航空幕僚監部 萩山口信用金庫

1385 航空幕僚監部 株式会社北海道産直センター

1386 航空幕僚監部 医療法人協生会介護老人保険施設壱岐

1387 航空幕僚監部 綜合警備保障株式会社

1388 航空幕僚監部 株式会社サン・ライフ

1389 航空幕僚監部 福岡昭和タクシー株式会社

1390 航空幕僚監部 昭和メンテナンス工業株式会社

1391 航空幕僚監部 株式会社ジェイアール西日本福岡メンテック

1392 航空幕僚監部 株式会社十八銀行

1393 航空幕僚監部 株式会社健康家族

1394 航空幕僚監部 株式会社シンコー

1395 航空幕僚監部 有限会社クリーン企画

1396 航空幕僚監部 福岡昭和タクシー株式会社

1397 航空幕僚監部 学校法人都築学園

1398 航空幕僚監部 社会福祉法人悠生会

1399 航空幕僚監部 福岡嘉穂農業協同組合

1400 航空幕僚監部 タイキ種苗株式会社

1401 航空幕僚監部 農事組合法人福栄組合

1402 航空幕僚監部 学校法人井島学園

1403 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

1404 航空幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1405 航空幕僚監部 福岡県久留米市役所

1406 航空幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

1407 航空幕僚監部 明工計装株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1408 航空幕僚監部 学校法人都築育英学園

1409 航空幕僚監部 株式会社シンコー

1410 航空幕僚監部 医療法人聖ルチア会聖ルチア病院

1411 航空幕僚監部 株式会社肥後銀行

1412 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

1413 航空幕僚監部 株式会社サカエ

1414 航空幕僚監部 スズキ株式会社

1415 航空幕僚監部 スズキ株式会社

1416 航空幕僚監部 高栄産業株式会社

1417 航空幕僚監部 学校法人タイケン学園

1418 航空幕僚監部 日野自動車株式会社

1419 航空幕僚監部 株式会社オーイーシー

1420 航空幕僚監部 株式会社スターフライヤー

1421 航空幕僚監部 タカラ化成工業株式会社

1422 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

1423 航空幕僚監部 安川コントロール株式会社

1424 航空幕僚監部 安川コントロール株式会社

1425 航空幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

1426 航空幕僚監部 福岡京築農業協同組合

1427 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

1428 航空幕僚監部 ナサフ株式会社

1429 航空幕僚監部 有限会社エコー商会

1430 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

1431 航空幕僚監部 山九プラントテクノ株式会社

1432 航空幕僚監部 株式会社松本組

1433 航空幕僚監部 福岡京築農業協同組合

1434 航空幕僚監部 株式会社ニップス

1435 航空幕僚監部 東亜警備保障株式会社

1436 航空幕僚監部 宗教法人靖國神社

1437 航空幕僚監部 日本通運株式会社

1438 航空幕僚監部 宮崎味岡生コンクリート株式会社

1439 航空幕僚監部 株式会社商工組合中央金庫

1440 航空幕僚監部 株式会社日本剣道具製作所

1441 航空幕僚監部 公益財団法人宮崎県学校給食会

1442 航空幕僚監部 セコム宮崎株式会社

1443 航空幕僚監部 宮崎味岡生コンクリート株式会社

1444 航空幕僚監部 株式会社ケーネス

1445 航空幕僚監部 社会福祉法人南之郷

1446 航空幕僚監部 志布志東洋埠頭株式会社

1447 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1448 航空幕僚監部 宮崎県電気工事事業組合

1449 航空幕僚監部 日本道路興運株式会社

1450 航空幕僚監部 学校法人鹿児島学園

1451 航空幕僚監部 株式会社シミズ

1452 航空幕僚監部 有限会社畑中運送

1453 航空幕僚監部 宮崎県立産業技術専門校高鍋校

1454 航空幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1455 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1456 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1457 航空幕僚監部 株式会社はねや

1458 航空幕僚監部 日本テクサ株式会社

1459 航空幕僚監部 医療法人すみれ会

1460 航空幕僚監部 株式会社一般公害集配センター

1461 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1462 航空幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

1463 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1464 航空幕僚監部 株式会社飯島興産

1465 航空幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

1466 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1467 航空幕僚監部 附田建設株式会社

1468 航空幕僚監部 株式会社青森銀行

1469 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1470 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1471 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

1472 航空幕僚監部 特定非営利活動法人障がい者地域生活支援センターぴあ三沢

1473 航空幕僚監部 株式会社青森銀行

1474 航空幕僚監部 株式会社ネクスト・トール東北

1475 航空幕僚監部 一般財団法人航空機安全運航支援センター

1476 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

1477 航空幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

1478 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路教会

1479 航空幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

1480 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

1481 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

1482 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

1483 航空幕僚監部 名古屋滋賀交通株式会社

1484 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

1485 航空幕僚監部 日本空調サービス株式会社

1486 航空幕僚監部 津総合設備

1487 航空幕僚監部 株式会社百五ビジネスサービス

1488 航空幕僚監部 一般財団法人パブリックサービス

1489 航空幕僚監部 合資会社門口運送店

1490 航空幕僚監部 イオンディライト株式会社

1491 航空幕僚監部 ウツエバブルサービス株式会社

1492 航空幕僚監部 石巻合板株式会社

1493 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＣ宮城管財株式会社

1494 航空幕僚監部 株式会社矢部プロカッティング

1495 航空幕僚監部 株式会社東部環境

1496 航空幕僚監部 株式会社桜八

1497 航空幕僚監部 日本フレートライナー株式会社

1498 航空幕僚監部 学校法人仙台育英学園

1499 航空幕僚監部 地崎道路株式会社

1500 航空幕僚監部 株式会社東部環境

1501 航空幕僚監部 株式会社東部環境
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1502 航空幕僚監部 株式会社トークス

1503 航空幕僚監部 学校法人化度寺学園多賀城高崎幼稚園

1504 航空幕僚監部 学校法人石輝学園矢本はなぶさ幼稚園

1505 航空幕僚監部 仙北富士交通株式会社

1506 航空幕僚監部 有限会社ミヤギ林業

1507 航空幕僚監部 株式会社トークス

1508 航空幕僚監部 株式会社中国銀行

1509 航空幕僚監部 社会福祉法人山口県コロニー協会

1510 航空幕僚監部 西京インテリジェンスパートナーズ株式会社

1511 航空幕僚監部 海陸ビジネスパートナーズ株式会社

1512 航空幕僚監部 レンゴー株式会社

1513 航空幕僚監部 防長交通株式会社

1514 航空幕僚監部 株式会社ウィズワーク

1515 航空幕僚監部 国際航空給油株式会社

1516 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1517 航空幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1518 航空幕僚監部 医療法人渓和会江別病院

1519 航空幕僚監部 株式会社アスビック

1520 航空幕僚監部 北洋ビジネスサービス株式会社

1521 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1522 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1523 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1524 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1525 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1526 航空幕僚監部 株式会社キャスト

1527 航空幕僚監部 一般財団法人札幌市環境事業公社

1528 航空幕僚監部 北海道パワーエンジニアリング株式会社

1529 航空幕僚監部 株式会社アスビック

1530 航空幕僚監部 地崎道路株式会社

1531 航空幕僚監部 一般社団法人札幌地方自動車整備振興会

1532 航空幕僚監部 学校法人江別若葉学園元江別わかば幼稚園

1533 航空幕僚監部 日本テクノ株式会社

1534 航空幕僚監部 北海道電力株式会社

1535 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

1536 航空幕僚監部 株式会社高銀ビジネス

1537 航空幕僚監部 学校法人日本航空学園

1538 航空幕僚監部 一般財団法人日本気象協会

1539 航空幕僚監部 一般財団法人日本気象協会

1540 情報本部 国際自動車株式会社

1541 情報本部 船橋新京成バス株式会社
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１等陸尉、１等海尉又は１等空尉以下の階級（任期制隊員）にあった若年定年等隊員の就職の援助の実施結果
（平成２７年度）

就職の援助を実施した人数


