
 

公 表 資 料 
 

平成２９年９月２２日 
防 衛 省 

 
 

自衛隊法第６５条の１３の規定に基づく平成２８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２８年度分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：６，１３０人 
（内訳） 

・１佐～３佐           ８７７人 
   ・１尉～３曹         ３，１２３人 
   ・任期制自衛官（士長～２士） ２，１３０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 星山　良一 56歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（１
等海佐）

平成28年2月9日 平成28年6月23日 今治造船株式会社 船舶製造・修理担当部長

2 池田　一敏 55歳
陸上自衛隊東部方面後方支援隊長
（陸将補）

平成28年3月23日 平成28年4月1日 岡山県庁
防災監（危機管理・防災訓練
業務）

3 阿南　哲也 55歳
自衛隊鹿児島地方協力本部付（２等
陸佐）

平成28年4月1日 平成28年5月1日 鹿児島県薩摩川内市役所 地方行政事務

4 堀　博幸 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊司令（海
将補）

平成28年4月1日 平成28年6月1日 日本生命保険相互会社 特別営業顧問

5 尾島　義貴 55歳
海上自衛隊函館基地隊司令（海将
補）

平成28年4月1日 平成28年5月1日 富国生命保険相互会社 参与（嘱託）

6 副島　尚志 55歳
海上幕僚監部首席会計監査官（海将
補）

平成28年4月1日 平成28年4月2日 日本通運株式会社 顧問（常勤嘱託）

7 北野　修司 55歳
海上自衛隊第１航空修理隊司令（海
将補）

平成28年4月1日 平成28年4月2日
エアバス・ヘリコプターズ・
ジャパン株式会社

顧問（契約社員）

8 篠原　邦雄 55歳
海上自衛隊第２０３教育航空隊航空
教官（２等海佐）

平成28年4月1日 平成28年4月2日 学校法人東京聖徳学園順和寮 学生寮管理人（専任職員）

9 森口　德義 54歳
航空自衛隊第４補給処付（３等空
佐）

平成28年4月1日 平成28年4月2日
ライジング厚生サービス株式
会社

事務職

10 鈴木　德義 55歳
航空自衛隊航空救難団付（２等空
佐）

平成28年4月1日 平成28年4月3日 岐阜県庁 航空安全管理監

11 鮫島　裕幸 55歳
陸上自衛隊西部方面通信群付（２等
陸佐）

平成28年4月2日 平成28年4月3日 熊本県石油商業組合 事務職（課長）

12 山中　治 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（２等空
佐）

平成28年4月2日 平成28年4月3日 北九州農業協同組合 事務（嘱託）

13 江﨑　隆一 54歳
陸上自衛隊都城駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年4月3日 平成28年4月11日 鹿児島県曽於市役所 危機管理監

14 駒井　光也 54歳
航空自衛隊第３補給処付（３等空
佐）

平成28年4月3日 平成28年4月4日 株式会社オートシステム 役員付運転手

15 清原　克美 54歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（３等
空佐）

平成28年4月3日 平成28年4月4日
東京海上日動火災保険株式会
社

主任（特定社員）

16 金築　裕治 55歳 陸上自衛隊輸送学校付（１等陸佐） 平成28年4月5日 平成28年4月6日 日本通運株式会社 リクルート活動

17 大脇　俊朗 55歳
海上自衛隊航空プログラム開発隊付
（３等海佐）

平成28年4月5日 平成28年4月6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）

18 久保　哲治 54歳
陸上自衛隊第７師団第７特科連隊付
（３等陸佐）

平成28年4月6日 平成28年4月7日 医療法人社団哲栄会順天病院 施設管理・運転業務（嘱託）

19 及川　広志 55歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 平成28年4月6日 平成28年4月7日
公益社団法人東京都大田区大
森歯科医師会

会計事務

20 藤川　雅美 55歳
海上自衛隊小月教育航空隊付（２等
海佐）

平成28年4月6日 平成28年4月7日 株式会社にししんビジネス 金庫車両運転手

21 関内　一裕 55歳
海上自衛隊第４航空群司令部付（２
等海佐）

平成28年4月6日 平成28年4月7日 弘済企業株式会社 保険営業

22 丸山　貴司 56歳
陸上自衛隊富士学校開発実験団装備
実験隊副隊長（１等陸佐）

平成28年4月7日 平成28年4月8日 エクセン株式会社 部長

23 杉本　弘志 55歳
陸上自衛隊関西補給処祝園支処付
（３等陸佐）

平成28年4月7日 平成28年5月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

24 谷野　正雄 55歳
陸上自衛隊第５旅団第２７普通科連
隊付（２等陸佐）

平成28年4月8日 平成28年4月9日 北海道釧路市役所 防災危機管理

25 田﨑　雅崇 55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
通信中隊副中隊長（２等陸佐）

平成28年4月8日 平成28年4月9日
富士通ネットワークソリュー
ションズ株式会社

システムエンジニア担当課長
（嘱託）

26 森廣　好晃 55歳
航空自衛隊第３輸送航空隊付（３等
空佐）

平成28年4月8日 平成28年4月11日 太平ビルサービス株式会社
施設設備運転監視員（契約社
員）

27 平田　勝人 54歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊第
５特科大隊本部第４科係（３等陸
佐）

平成28年4月9日 平成28年5月1日
公益社団法人長洲町シルバー
人材センター

事務局長（一般事務）

28 山口　正之 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年4月9日 平成28年4月10日
社会福祉法人江寿会アゼリー
学園

総務職員

29 谷口　興一 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団付（２等
空佐）

平成28年4月9日 平成28年4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）

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２８年度）



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

30 山野　正志 55歳
陸上自衛隊北部方面混成団第１陸曹
教育隊付（２等陸佐）

平成28年4月10日 平成28年4月11日 株式会社ほくやく 医薬品の保管管理・配送員

31 菊地　秀雄 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年4月10日 平成28年4月11日 水上印刷株式会社 総務部長付

32 福原　幸博 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年4月10日 平成28年4月11日
株式会社日本アメニティライ
フ協会

介護職員

33 田中　克郎 54歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（３等
空佐）

平成28年4月10日 平成28年4月11日
全国共済農業協同組合連合会
愛知県本部

損害調査員

34 濱　泰嗣 54歳
海上自衛隊幹部候補生学校付（３等
海佐）

平成28年4月11日 平成28年4月12日
くれしんビジネスサービス株
式会社

一般職

35 片桐　弘康 55歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 平成28年4月11日 平成28年4月12日 株式会社日本サーモエナー 営業職

36 伊藤　智公 55歳
陸上自衛隊東北方面混成団本部付
（２等陸佐）

平成28年4月12日 平成28年4月18日 松月産業株式会社 施設管理員

37 奥田　寿 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年4月12日 平成28年4月13日 マリンソフト株式会社 担当部長

38 筒井　紀詔 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 平成28年4月13日 平成28年5月16日 三菱電機株式会社鎌倉製作所 品質管理

39 岩尾　典子 54歳
自衛隊熊本病院看護部付（３等陸
佐）

平成28年4月14日 平成28年4月15日 学校法人君が淵学園 看護職員（嘱託）

40 熊谷　浩 55歳
陸上自衛隊第６師団第２２普通科連
隊付（２等陸佐）

平成28年4月15日 平成28年4月18日
公益財団法人仙台市水道サー
ビス公社

簡易専用水道検査員

41 鳥嶋　潔 55歳 陸上自衛隊化学学校付（１等陸佐） 平成28年4月15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

42 中原　洋 55歳
陸上自衛隊システム開発隊付（２等
陸佐）

平成28年4月16日 平成28年4月17日 学校法人都築育英学園 学校事務

43 新妻　賢司 54歳
航空自衛隊教材整備隊付（３等空
佐）

平成28年4月16日 平成28年4月18日 株式会社吉和田浜松 メンテナンスエンジニア

44 長岡　英二 55歳
陸上自衛隊中部方面会計隊本部付
（２等陸佐）

平成28年4月17日 平成28年4月18日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

45 五十洲　昭仁 54歳
陸上自衛隊東北補給処反町弾薬支処
補給科長（３等陸佐）

平成28年4月17日 平成28年5月1日
青森総合警備保障株式会社弘
前支社

輸送業務

46 川﨑　一成 54歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（３
等海佐）

平成28年4月19日 平成28年5月1日 福博建設株式会社 施設維持管理業務

47 齋藤　安廣 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 平成28年4月20日 平成28年4月21日 日本アルコール物流株式会社 アルコール入出庫

48 秋元　康浩 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年4月20日 平成28年5月1日 日本ハーデス株式会社 支店長代理

49 本橋　彰仁郎 55歳
航空自衛隊中部航空管制団第４４警
戒隊付（２等空佐）

平成28年4月21日 平成28年4月22日 株式会社東京エネシス マネージャー

50 松本　厚 55歳
陸上自衛隊小平学校人事教育部法務
教官室長（１等陸佐）

平成28年4月22日 平成28年4月25日
一般社団法人全国軽自動車協
会連合会

一般事務

51 斎藤　光浩 55歳
陸上自衛隊東北補給処総務部企画調
整官（２等陸佐）

平成28年4月23日 平成28年8月1日 社会福祉法人富谷福祉会 一般事務

52 伊藤　英幸 54歳 陸上自衛隊航空学校付（３等陸佐） 平成28年4月24日 平成28年5月1日 明和クレーン株式会社 クレーンオペレーター

53 野田　光久 55歳
自衛隊長崎地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年4月24日 平成28年4月25日
長崎県アジア産業交流協同組
合

事務局長

54 福岡　哲也 55歳
航空自衛隊第１航空団付（１等空
佐）

平成28年4月24日 平成28年4月25日 愛知県高浜市役所 防災専門員

55 三塚　佳祐 54歳
陸上自衛隊西部方面混成団第１９普
通科連隊第４科長（３等陸佐）

平成28年4月25日 平成28年4月26日 株式会社大島組 総合職員（社長付）

56 杉山　武 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊（２等空
佐）

平成28年4月25日 平成28年5月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

主任（特定社員）

57 渡邉　道行 55歳
航空自衛隊特別輸送航空隊付（１等
空佐）

平成28年4月26日 平成28年5月1日 日本航空株式会社 専門職（嘱託）

58 入木　忠一 56歳
航空自衛隊補給本部計画部企画課長
（１等空佐）

平成28年4月26日 平成28年5月1日
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社

顧問（常勤嘱託）

59 秋 　啓行 55歳 航空自衛隊第６航空団（２等空佐） 平成28年4月26日 平成28年5月1日
メタウォーターテック株式会
社

人事総務関連業務（契約）
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60 海藤　勝次 54歳 陸上自衛隊化学学校付（３等陸佐） 平成28年4月27日 平成28年5月1日 一般社団法人シーソック 運用専門家

61 梅津　宏良 55歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成28年4月28日 平成28年4月29日
ＮＥＣネットワーク・センサ
株式会社

維持整備事業における営業活
動の支援業務（嘱託）

62 枇杷　利政 56歳
陸上自衛隊西部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年4月30日 平成28年5月1日 吉原建設株式会社 事務員

63 田中　裕 55歳
航空自衛隊航空教育隊付（１等空
佐）

平成28年4月30日 平成28年5月1日
全国共済農業共同組合連合会
山口県本部

自動車共済損害調査
嘱託職員

64 宗岡　己行 55歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処付（２
等陸佐）

平成28年5月1日 平成28年5月9日 フジモト運輸株式会社 課長職

65 髙橋　弘典 56歳
陸上自衛隊第１２旅団司令部付（１
等陸佐）

平成28年5月1日 平成28年5月9日 医療法人社団葵会 事務長補佐（常勤）

66 中森　善樹 55歳
海上自衛隊対潜資料隊付（２等海
佐）

平成28年5月3日 平成28年5月4日
羽田エアポートセキュリ
ティー株式会社

施設警備業務（嘱託契約社
員）

67 入江　弘起 54歳
航空自衛隊第２補給処付（３等空
佐）

平成28年5月3日 平成28年5月4日 日本飛行機株式会社 営業（嘱託）

68 三木　秀展 54歳
自衛隊兵庫地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年5月4日 平成28年5月5日
学校法人擢河学園ハーベスト
医療福祉専門学校

一般事務員

69 岡田　一男 55歳
海上自衛隊第３術科学校付（２等海
佐）

平成28年5月5日 平成28年6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

70 高橋　雅 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年5月5日 平成28年5月6日 グローブシップ株式会社 設備管理

71 本　享 55歳 海上自衛隊幹部学校付（２等海佐） 平成28年5月7日 平成28年5月21日 株式会社石川製作所 総務課長

72 馬渕　清秀 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（３等空佐）

平成28年5月7日 平成28年5月8日
株式会社シー・キューブド・
アイ・システムズ

システム管理・保守作業（嘱
託社員）

73 荻原　洋聡 56歳
海上自衛隊八戸航空基地隊付（１等
海佐）

平成28年5月8日 平成28年5月9日 株式会社エヌ・ワイ・ケイ 営業部長付（契約社員）

74 慶留間　真次 54歳
航空自衛隊南西航空警戒管制隊付
（３等空佐）

平成28年5月8日 平成28年5月9日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害調査員

75 楠本　浩司 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等
陸佐）

平成28年5月9日 平成28年5月10日 大和探査技術株式会社 営業

76 関川　覚 55歳
海上自衛隊第２５航空隊付（２等海
佐）

平成28年5月9日 平成28年5月10日 下北自動車協会 事務局長

77 藤田　光紀 55歳
自衛隊青森地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年5月10日 平成28年6月1日 青森県深浦町役場 危機管理専門官

78 清川　愛一郎 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年5月10日 平成28年5月11日
株式会社航空システムコンサ
ルタンツ

技術担当部長

79 河上　誠 55歳
航空自衛隊航空保安管制群付（２等
空佐）

平成28年5月10日 平成28年5月11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）

80 田中　明 56歳
防衛大学校防衛学教育学群国防論教
育室教授（１等海佐）

平成28年5月11日 平成28年5月12日 応用地質株式会社 技術参事

81 清水　克洋 55歳
陸上自衛隊松山駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成28年5月12日 平成28年5月13日 弘済企業株式会社 松山駐屯地保険出張所副所長

82 切通　英次 54歳
自衛隊福岡地方協力本部北九州出張
所長（３等陸佐）

平成28年5月12日 平成28年5月13日 介護老人保健施設博愛苑 施設管理員

83 林　欣哉 55歳
陸上自衛隊八尾駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年5月14日 平成28年5月15日 カネヒラ鉄鋼株式会社 南港鋼材センター所長

84 冨田　伸也 55歳
陸上自衛隊西部方面情報隊西部方面
通信情報隊副隊長（２等陸佐）

平成28年5月14日 平成28年5月15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）

85 酒井　利勝 55歳
陸上自衛隊高田駐屯地業務隊長（１
等陸佐）

平成28年5月14日 平成28年5月15日 株式会社ＴＢＳサンワーク 保安担当部長

86 村上　和彦 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（空将
補）

平成28年5月14日 平成28年6月1日
株式会社東芝インフラシステ
ムソリューション社

担当部長

87 横須賀　輝昭 54歳
航空自衛隊第７航空団付（３等空
佐）

平成28年5月15日 平成28年5月16日
全国共済農業協同組合連合会
茨城県本部

嘱託職員

88 紫藤　力男 55歳
航空自衛隊第４補給処付（２等空
佐）

平成28年5月15日 平成28年6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

89 遠目塚　進 56歳 航空自衛隊第３補給処付（空将補） 平成28年5月15日 平成28年5月16日 日本無線株式会社 嘱託
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90 山本　信且 55歳
陸上自衛隊第１２旅団司令部監察幹
部（２等陸佐）

平成28年5月16日 平成28年6月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

保険事務員

91 南　新作 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊総務部総
務科長（１等陸佐）

平成28年5月17日 平成28年6月1日
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ

上下水道管理

92 白鳥　日佐幸 55歳
陸上自衛隊第５旅団第５通信隊付幹
部（２等陸佐）

平成28年5月18日 平成28年5月19日
株式会社オズホールディング
ス

車両運送・搬入業務

93 大西　功明 55歳
陸上自衛隊第１１旅団司令部付（２
等陸佐）

平成28年5月18日 平成28年6月1日 野村證券株式会社
一般労務、店舗管理業務（契
約社員）

94 野田　政幸 54歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１通信隊
付（３等陸佐）

平成28年5月18日 平成28年6月1日 北開工営株式会社 電気・通信系技術者

95 吉田　剛三 55歳
陸上自衛隊通信団本部付（１等陸
佐）

平成28年5月18日 平成28年5月19日
学校法人都築学園日本薬科大
学

学校事務

96 奧石　憲昭 54歳
航空自衛隊第３輸送航空隊付（３等
空佐）

平成28年5月18日 平成28年6月1日 鳥取県境港市役所 自治防災課主査

97 木村　哲 55歳
航空自衛隊第４航空団付（１等空
佐）

平成28年5月19日 平成28年5月20日
全国共済農業協同組合連合会
宮城県本部

自動車損害調査員（嘱託）

98 岩下　毅 55歳
航空自衛隊第５航空団付（２等空
佐）

平成28年5月20日 平成28年5月21日 東京海上火災保険株式会社 損害サービス

99 橋口　裕則 56歳 航空自衛隊幹部学校付（空将補） 平成28年5月21日 平成28年5月22日
株式会社アイ・エヌ・シー・
エンジニアリング

顧問（嘱託）

100 千貝　一彦 54歳
陸上自衛隊第２師団第２施設大隊付
（３等陸佐）

平成28年5月22日 平成28年5月23日 医療法人社団創成旭川南病院 施設整備員

101 宮元　達郎 54歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（３等
海佐）

平成28年5月22日 平成28年5月23日 日興建設株式会社 現場管理者

102 嶋口　英樹 55歳
陸上自衛隊会計監査隊付（３等陸
佐）

平成28年5月23日 平成28年6月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

103 大西　峰博 55歳
自衛隊京都地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年5月24日 平成28年5月25日 フジモト運輸株式会社 運行業務員

104 佐々木　彰 55歳
陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年5月24日 平成28年8月1日 一般財団法人自衛隊援護協会 事務員

105 竹下　博文 55歳
航空自衛隊第４補給処木更津支処付
（１等空佐）

平成28年5月24日 平成28年5月25日 株式会社高田工業所君津支社 係長

106 高橋　亨 55歳
陸上自衛隊研究本部研究部研究員
（２等陸佐）

平成28年5月25日 平成28年5月26日 学校法人啓明学園 管財・営繕業務

107 石堂　健一 55歳
航空自衛隊第１術科学校付（２等空
佐）

平成28年5月25日 平成28年6月16日 富士航空整備株式会社 航空機整備員

108 足達　信之 55歳
自衛隊静岡地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年5月26日 平成28年5月27日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス

109 松浦　一弘 55歳
陸上自衛隊第１４旅団第１４施設隊
付（２等陸佐）

平成28年5月27日 平成28年8月1日 徳島県阿波市役所 防災監

110 清水　和典 55歳 自衛隊体育学校付（２等陸佐） 平成28年5月27日 平成28年5月28日
ＳＭＢＣデリバリーサービス
株式会社

メール仕分け

111 小崎　一登師 55歳
陸上自衛隊第７師団第７３戦車連隊
付（２等陸佐）

平成28年5月28日 平成28年5月30日
ファーマーズファクトリー株
式会社

運搬業務

112 長友　尚博 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成28年5月28日 平成28年6月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

対人折衝保険

113 山　裕一郎 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年5月28日 平成28年5月29日 株式会社帝国機械製作所 技術部顧問（常勤嘱託）

114 江藤　裕之 56歳
海上自衛隊下総航空基地隊付（１等
海佐）

平成28年5月28日 平成28年6月1日 株式会社不二工機 宇都宮事業所次長待遇

115 大園　幸夫 55歳 海上自衛隊呉教育隊付（２等海佐） 平成28年5月28日 平成28年6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）

116 湯浅　秀世 55歳
航空自衛隊作戦システム運用隊付
（入間）（２等空佐）

平成28年5月28日 平成28年5月29日
株式会社シー・キューブド・
アイ・システムズ

システム維持等関連業務、調
査研究及び提案（常勤嘱託）

117 松下　義一 55歳
航空自衛隊西部航空方面隊司令部付
（２等空佐）

平成28年5月29日 平成28年5月30日 学校法人東福岡学園 事務職員

118 工藤　昇 55歳
陸上自衛隊第６師団第６後方支援連
隊付（３等陸佐）

平成28年5月30日 平成28年6月1日
全国共済農業協同組合連合会
山形県本部

自動車損害調査員（臨時社
員）

119 鮫島　幸一 55歳
陸上自衛隊西方航空隊西部方面ヘリ
コプター隊第１飛行隊航空操縦士
（２等陸佐）

平成28年5月30日 平成28年5月31日 学校法人都築育英学園 日本経済大学事務員（嘱託）
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120 宇野　克介 55歳
陸上自衛隊幹部学校教育部語学教育
室教官（２等陸佐）

平成28年5月30日 平成28年5月31日 学校法人都築教育学園 事務員

121 坂根　弘一 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団付
（３等陸佐）

平成28年5月30日 平成28年6月1日
一般財団法人空港環境整備協
会

駐車場管理員

122 吉本　祐一 54歳
航空自衛隊第６航空団付（３等空
佐）

平成28年5月30日 平成28年6月1日 野村證券株式会社 店舗管理

123 児玉　浩 55歳
航空自衛隊第５航空団付（２等空
佐）

平成28年5月30日 平成28年6月1日 宮崎県総合農業試験場
農作物の栽培管理、試験補助
員

124 當瀬　友一 55歳
陸上自衛隊第１師団第１戦車大隊付
（３等陸佐）

平成28年5月31日 平成28年6月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

保険賠償

125 横山　寛 55歳
航空自衛隊偵察航空隊司令（空将
補）

平成28年6月1日 平成28年6月2日
株式会社ハウスメイトパート
ナーズ

不動産物件管理運営・仲介斡
旋業務担当

126 岩本　英樹 54歳
航空自衛隊航空教育集団司令部付
（３等空佐）

平成28年6月3日 平成28年6月4日 文丘建設株式会社 現場作業員

127 笹川　淳 55歳
海上自衛隊航空補給処付（２等海
佐）

平成28年6月4日 平成28年6月5日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

128 藤野原　正敏 54歳
航空自衛隊第２航空団付（３等空
佐）

平成28年6月4日 平成28年6月5日 ムトウ建設工業株式会社 建築営繕技術者

129 高松　克之 54歳
航空自衛隊第６航空団付（３等空
佐）

平成28年6月4日 平成28年6月5日
東京海上日動火災保険株式会
社

営業

130 奥西　誠 55歳
陸上自衛隊第１０師団第３３普通科
連隊付（２等陸佐）

平成28年6月5日 平成28年7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

131 伊藤　徳彦 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年6月5日 平成28年6月6日
西部ガス・カスタマーサービ
ス株式会社

ガスメーターの検針業務

132 森　健二 55歳
航空自衛隊第３航空団司令部付（２
等空佐）

平成28年6月6日 平成28年6月16日 株式会社青森テクノロジー 事務員

133 山本　正浩 55歳 航空自衛隊幹部学校付（２等空佐） 平成28年6月6日 平成28年6月7日 株式会社ダイニチ 営業部長

134 遠田　憲行 55歳
航空自衛隊飛行点検隊付（２等空
佐）

平成28年6月6日 平成28年6月7日 弘済企業株式会社 保険営業業務

135 米岡　康孝 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（１等空
佐）

平成28年6月7日 平成28年7月1日 福岡給油施設株式会社 顧問（有期契約）

136 林　克巳 55歳
陸上自衛隊第１３旅団司令部付（２
等陸佐）

平成28年6月8日 平成28年7月1日 山口県和木町役場 防災担当係長

137 浜田　浩一 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団付
（１等陸佐）

平成28年6月8日 平成28年7月15日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サービス

138 森谷　正仁 54歳
海上自衛隊第３術科学校付（３等海
佐）

平成28年6月8日 平成28年6月9日 山形県朝日町役場 防災専門員（臨時職員）

139 川久保　泉 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成28年6月8日 平成28年7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（契約社
員）

140 佐藤　祐行 55歳
海上自衛隊第２整備補給隊付（２等
海佐）

平成28年6月10日 平成28年6月11日
青森コミュニティビジネス株
式会社

青森市民図書館業務管理責任
者（契約社員）

141 鮫島　裕二 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年6月13日 平成28年6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

142 千葉　寿和 55歳
自衛隊札幌地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年6月14日 平成28年6月15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）

143 近藤　健二 55歳
自衛隊札幌地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年6月14日 平成28年6月15日 札幌商工会議所付属専門学校 就職推進（嘱託社員）

144 石川　伸夫 55歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（２等
空佐）

平成28年6月15日 平成28年7月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

主任（特定社員）

145 小﨑　浩範 55歳
陸上自衛隊西部方面衛生隊第１０３
野外病院隊副隊長（２等陸佐）

平成28年6月16日 平成28年6月17日 熊本赤十字病院
メデイカルサプライヤー業務
（嘱託）

146 石野　義彦 54歳
陸上自衛隊関西補給処付（３等陸
佐）

平成28年6月17日 平成28年6月20日
ＳＭＢＣデリバリーサービス
株式会社

外勤事務従事者（嘱託）

147 河田　英行 54歳
海上自衛隊第９１航空隊付（３等海
佐）

平成28年6月17日 平成28年6月18日 周南農業協同組合 調査員（嘱託）

148 市川　章夫 55歳
陸上自衛隊大和駐屯地業務隊総務科
長（２等陸佐）

平成28年6月18日 平成28年6月21日 富士通特機システム株式会社 保守管理（嘱託）

149 吉武　重智 55歳
陸上自衛隊第４師団第４後方支援連
隊連隊本部付（１等陸佐）

平成28年6月18日 平成28年6月19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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150 柴谷　淳志 55歳
陸上自衛隊小平学校システム・戦術
教育部戦闘シミュレーション教官グ
ループ長（２等陸佐）

平成28年6月18日 平成28年6月19日 学校法人都築教育学園 事務職員

151 武田　秀法 54歳
陸上自衛隊第９師団第９偵察隊付
（３等陸佐）

平成28年6月20日 平成28年6月21日 弘済企業株式会社 保険営業業務

152 澤井　康二 55歳
航空自衛隊第４航空団付（１等空
佐）

平成28年6月20日 平成28年7月1日 本田航空株式会社 操縦教官

153 市來　毅 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊広報セ
ンター長（２等陸佐）

平成28年6月21日 平成28年7月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

154 益田　環 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6月21日 平成28年7月1日 学校法人越生学園 事務長

155 下田　孝治 55歳
航空自衛隊第５航空団付（１等空
佐）

平成28年6月21日 平成28年6月22日 クリップウェア株式会社 営業職

156 古田　直樹 55歳
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊付
（１等陸佐）

平成28年6月22日 平成28年7月1日 岐阜県美濃加茂市役所
防災安全課長補佐・危機管理
専門官

157 池田　英夫 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成28年6月22日 平成28年6月23日 横須賀艦船造修事業協同組合 品質保証部長

158 千葉　茂 56歳
陸上自衛隊北部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年6月23日 平成28年6月24日 一般財団法人防衛弘済会 北海道支部長

159 神之田　裕幸 55歳
陸上自衛隊第８師団第８通信大隊大
隊本部大隊付（２等陸佐）

平成28年6月23日 平成28年6月24日
株式会社ジョイント・システ
ムズ・サービス

システム維持業務

160 冨吉　誠 54歳
陸上自衛隊第２高射特科団第３高射
特科群本部管理中隊長（３等陸佐）

平成28年6月23日 平成28年7月1日 医療法人吉祥会 支援相談員

161 布川　眞理 55歳
陸上自衛隊小平学校会計教育部経理
教官室長（１等陸佐）

平成28年6月23日 平成28年6月24日 西濃運輸株式会社 営業

162 髙尾　昌弘 55歳
海上自衛隊第１術科学校付（１等海
佐）

平成28年6月23日 平成28年6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

163 長谷川　一巳 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成28年6月23日 平成28年6月25日 静岡県庁 公務（任期付職員）

164 佐藤　哲 56歳
海上自衛隊艦船補給処付（海上自衛
隊艦船補給処副処長）（１等海佐）

平成28年6月24日 平成28年7月1日
ヨコハマゴム・マリン＆エア
ロスペース株式会社

販売部担当部長（嘱託）

165 小佐井　達也 54歳
陸上自衛隊西部方面総監部付隊付
（３等陸佐）

平成28年6月25日 平成28年7月1日
一般財団法人熊本県スポーツ
振興事業団

施設の管理・運営（嘱託職
員）

166 川端　康之 55歳
陸上自衛隊東部方面通信群付（３等
陸佐）

平成28年6月25日 平成28年7月20日
ＮＥＣファシリティーズ株式
会社

常駐警備

167 佐藤　剛 55歳
陸上自衛隊中部情報保全隊千僧情報
保全派遣隊付（２等陸佐）

平成28年6月26日 平成28年7月1日 株式会社全日警 課長代理

168 門前　照吉 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校教育部第
１教育科戦術教官（２等陸佐）

平成28年6月26日 平成28年6月27日 学校法人都築育英学園 事務職員（嘱託）

169 川口　徳信 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年6月26日 平成28年7月1日 鹿島道路株式会社 安全専任（契約社員）

170 長渡　吉英 55歳
航空自衛隊第３輸送航空隊付（２等
空佐）

平成28年6月26日 平成28年6月27日
学校法人ヒラタ学園航空事業
部

固定翼操縦士

171 須藤　恭二 55歳
陸上自衛隊中央会計隊業務科長（２
等陸佐）

平成28年6月27日 平成28年6月28日 学校法人都築第１学園 学校事務

172 森永　治 55歳
陸上自衛隊システム開発隊付（３等
陸佐）

平成28年6月27日 平成28年8月1日 株式会社千葉銀行 庶務業務

173 池田　圭一 54歳
陸上自衛隊第１１旅団第１８普通科
連隊付（３等陸佐）

平成28年6月28日 平成28年6月29日 株式会社山田組 運転手

174 吉田　賢一郎 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等
陸佐）

平成28年6月28日 平成28年6月29日
株式会社データ・キーピン
グ・サービス

事務総括

175 西本　恒雄 54歳
航空自衛隊西部航空施設隊付（３等
空佐）

平成28年6月28日 平成28年6月29日 福岡京築農業協同組合
自動車事故査定業務（嘱託職
員）

176 渡邉　茂明 55歳
陸上自衛隊富士教導団本部教養幹部
（３等陸佐）

平成28年6月29日 平成28年6月30日 東富士観光自動車株式会社 運転手

177 持永　秀雄 54歳
海上自衛隊第２２整備補給隊付（３
等海佐）

平成28年6月29日 平成28年7月1日 九州日野自動車株式会社 倉庫整理員

178 岩下　英生 56歳 陸上自衛隊九州補給処（１等陸佐） 平成28年6月30日 平成28年7月1日 日鋼特機株式会社 担当部長

179 亀山　明彦 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年6月30日 平成28年7月1日
ＳＭＢＣデリバリーサービス
株式会社

メール仕分け



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

180 谷内　伸 55歳
海上自衛隊舞鶴基地業務隊付（３等
海佐）

平成28年6月30日 平成28年7月1日 北陸綜合警備保障株式会社 警備員

181 福永　浩司 54歳
海上自衛隊第１航空隊付（３等海
佐）

平成28年6月30日 平成28年8月16日 三菱プレシジョン株式会社
フライトシュミレータ常駐整
備員（嘱託）

182 釜崎　貴徳 55歳
陸上自衛隊北部方面会計隊本部付
（２等陸佐）

平成28年7月1日 平成28年7月2日
東京海上日動火災保険株式会
社

主任

183 古川　睦美 54歳
自衛隊熊本病院看護部付（３等陸
佐）

平成28年7月1日 平成28年9月1日 医療法人室原会菊南病院 看護職員

184 日隈　光 54歳
陸上自衛隊西部方面航空隊本部付隊
本部班長（３等陸佐）

平成28年7月1日 平成28年7月2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）

185 工藤　和利 54歳
陸上自衛隊西部方面航空隊西部方面
管制気象隊特命幹部（３等陸佐）

平成28年7月1日 平成28年7月2日 損害保険リサーチ株式会社 調査員（嘱託）

186 鈴木　峰浩 54歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 平成28年7月1日 平成28年7月2日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サービス

187 田川　和幸 55歳
海上自衛隊第２潜水隊群司令（海将
補）

平成28年7月1日 平成28年7月14日 日本電気株式会社 参与（嘱託）

188 網　常博 56歳
海上自衛隊第２術科学校付（１等海
佐）

平成28年7月1日 平成28年7月2日 川崎重工業株式会社 基幹職（嘱託従業員）

189 内村　弘久 55歳
海上自衛隊第７２航空隊付（２等海
佐）

平成28年7月1日 平成28年7月2日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（契約社
員）

190 守田　鮮一 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年7月2日 平成28年7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）

191 片山　博雅 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊印刷補給
部補給科長（１等陸佐）

平成28年7月3日 平成28年7月4日 リコーエレメックス株式会社 射撃試験の検査

192 首藤　方宏 55歳
航空自衛隊作戦システム運用隊付
（２等空佐）

平成28年7月3日 平成28年7月4日 関越ソフトウェア株式会社
総務業務・自衛隊関連採用業
務担当

193 山口　正高 55歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（２等海
佐）

平成28年7月4日 平成28年7月5日 株式会社佐藤総合計画
意匠・設備・構造設計（嘱託
社員）

194 五十嵐　一之 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成28年7月5日 平成28年7月6日
公益財団法人防衛基盤整備協
会

事務員

195 冨吉　裕之 55歳
航空自衛隊第２術科学校付（２等空
佐）

平成28年7月5日 平成28年7月6日
大和リゾート株式会社浜名湖
ロイヤルホテル

営業部販売課員

196 高橋　伸 55歳
陸上自衛隊第７師団第７３戦車連隊
付（１等陸佐）

平成28年7月6日 平成28年7月11日
セーフティーガード警備株式
会社

社長室長

197 島田　圭一 55歳
陸上自衛隊中部情報保全隊付（２等
陸佐）

平成28年7月6日 平成28年7月7日
奈良県鉄構建設業協同組合事
務局

事務員（嘱託）

198 益留　干正 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成28年7月6日 平成28年8月1日 昭和飛行機工業株式会社 装備品の維持管理

199 林　芳男 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成28年7月7日 平成28年8月1日 株式会社千葉銀行 庶務業務

200 山下　健 55歳
陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊教養幹
部（２等陸佐）

平成28年7月8日 平成28年7月9日
ライジング厚生サービス株式
会社

施設管理員

201 飯森　一之 55歳
陸上自衛隊中央会計隊副隊長付（３
等陸佐）

平成28年7月8日 平成28年7月11日
学校法人城西大学城西国際大
学

事務員

202 門馬　幸浩 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成28年7月10日 平成28年7月11日
株式会社日立国際八木ソ
リューションズ

営業

203 根本　哲男 54歳
航空自衛隊第４術科学校付（３等空
佐）

平成28年7月10日 平成28年7月29日
ＮＥＣファシリティーズ株式
会社

警備職

204 戸上　義隆 56歳
陸上自衛隊北部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年7月11日 平成28年8月1日 ジブラルタ生命保険株式会社 顧問（契約社員）

205 寺内　芳成 54歳 陸上自衛隊航空学校付（３等陸佐） 平成28年7月11日 平成28年7月12日
百五ビジネスサービス株式会
社

操縦手、現金整理員

206 椛田　一弘 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成28年7月11日 平成28年7月18日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職（契約社
員）

207 川邉　浩一 55歳
陸上自衛隊国分駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年7月11日 平成28年7月12日
全国共済農業協同組合連合会
鹿児島県本部

自動車損害調査員（嘱託）

208 藤原　基 55歳
陸上自衛隊小平学校総務部管理課補
給班長（２等陸佐）

平成28年7月11日 平成28年7月12日 信用中金ビジネス株式会社 庶務

209 中谷　智徳 55歳
陸上自衛隊第５施設団第９施設群付
（２等陸佐）

平成28年7月13日 平成28年7月14日 学校法人都築育英学園 寮監（嘱託職員)
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210 藤原　孝仁 55歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 平成28年7月13日 平成28年8月1日
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

対人賠償

211 泉谷　栄 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団付（１等
空佐）

平成28年7月13日 平成28年7月14日 参議院議員伊達忠一事務所 私設秘書（嘱託社員）

212 両角　俊祐 54歳 陸上自衛隊武器学校付（３等陸佐） 平成28年7月14日 平成28年8月1日 一般社団法人シーソック 運用専門家

213 高橋　康利 55歳
陸上自衛隊関東補給処用賀支処付
（３等陸佐）

平成28年7月14日 平成28年8月1日 凸版警備保障株式会社 常駐警備

214 渡邉　知光 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部情報部付
（２等陸佐）

平成28年7月15日 平成28年7月16日 北新建設株式会社 労務安全部次長

215 種子田　潔美 55歳
自衛隊佐賀地方協力本部副本部長
（１等陸佐）

平成28年7月17日 平成28年7月18日
三井住友海上火災保険株式会
社

賠償事故の損害調査（契約社
員）

216 大西　浩一 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年7月17日 平成28年7月18日 日本ハーデス株式会社 支店長代理

217 開田　智徳 55歳
海上自衛隊小月航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年7月17日 平成28年8月1日 富士重工業株式会社 整備士

218 太田　博志 54歳
自衛隊福岡病院企画室企画幹部（３
等陸佐）

平成28年7月18日 平成28年7月19日 福岡電気サービス株式会社 東営業所交渉業務員

219 今武　孝之 56歳
陸上自衛隊東部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年7月18日 平成28年7月19日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

220 塚本　敬一 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１８普通科
連隊付（２等陸佐）

平成28年7月20日 平成28年8月1日 株式会社アスビック 警備部輸送業務室主任

221 戸本　修身 54歳
陸上自衛隊第１０師団司令部付（３
等陸佐）

平成28年7月20日 平成28年8月1日 東邦ガス株式会社 役員運転手

222 仁禮　勝行 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7月20日 平成28年8月1日 株式会社セレモニー宮崎 顧客開拓・営業

223 島藤　点 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年7月20日 平成28年7月21日 株式会社竹中 総務部主査

224 惣 　英生 55歳
海上自衛隊大湊基地業務隊付（２等
海佐）

平成28年7月20日 平成29年4月1日 株式会社北海道銀行 外務員（嘱託）

225 三宅　匠 56歳
陸上自衛隊中部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年7月21日 平成28年7月22日
株式会社成通・ソフトシステ
ムズ

総務担当

226 守田　篤次 55歳
陸上自衛隊中部方面航空隊付（２等
陸佐）

平成28年7月22日 平成28年7月23日
株式会社エル・スエヒロフー
ドサービス

専任寮管理者（契約社員）

227 吉葉　優 55歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校飛行教
育室長補佐（２等陸佐）

平成28年7月22日 平成28年7月23日 株式会社ニッソウ ビルメンテナンス

228 周藤　辰三 54歳
陸上自衛隊丘珠駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年7月23日 平成28年7月24日 札新開発株式会社 教習生送迎車運転業務

229 山田　敏夫 55歳
陸上自衛隊第１３旅団第１３特科隊
付（２等陸佐）

平成28年7月23日 平成28年7月24日 弘済企業株式会社 日本原駐屯地保険出張所所長

230 荒木　賢治 55歳
自衛隊神奈川地方協力本部市ヶ尾募
集案内所長（３等陸佐）

平成28年7月23日 平成28年8月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

231 市来　久和 54歳
航空自衛隊航空気象群本部付（３等
空佐）

平成28年7月23日 平成28年8月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備職

232 小金丸　雅光 55歳
航空自衛隊航空救難団付（２等空
佐）

平成28年7月23日 平成28年7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）

233 樋口　裕 55歳
陸上自衛隊第５施設団本部付隊付
（１等陸佐）

平成28年7月24日 平成28年7月25日 学校法人都築学園 事務員

234 高本　真一郎 55歳
陸上自衛隊会計監査隊本部第２監査
科長（１等陸佐）

平成28年7月24日 平成28年7月25日
株式会社イズミ・コンストラ
クション

施行管理

235 中村　昌幸 55歳
航空自衛隊航空気象群付（２等空
佐）

平成28年7月24日 平成28年7月25日 東京美化株式会社 清掃責任者

236 永田　洋一 54歳
陸上自衛隊第４施設団付（３等陸
佐）

平成28年7月25日 平成28年8月1日 アサヒサンクリーン株式会社 採用・教育担当員

237 水　慎一郎 55歳
海上自衛隊第７２航空隊付（２等海
佐）

平成28年7月25日 平成28年7月26日 中日本航空株式会社 運航管理職（契約社員）

238 中島　浩一 54歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１高射特
科中隊付（３等陸佐）

平成28年7月26日 平成28年7月27日 株式会社エッセ
マンション及び駐車場巡回管
理（契約社員）

239 井上　俊弘 54歳
自衛隊札幌地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年7月27日 平成28年7月28日 株式会社ホクアイ 工場作業（嘱託社員）
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240 石鉢　康浩 55歳
陸上自衛隊第１師団第１高射特科大
隊付（２等陸佐）

平成28年7月27日 平成28年7月28日
株式会社全日本ガードシステ
ム

警備員

241 谷守　俊哉 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊総務部車
両科長（２等陸佐）

平成28年7月27日 平成28年8月1日 株式会社証券ジャパン 庶務業務

242 柏本　博司 55歳
航空自衛隊第２航空団付（１等空
佐）

平成28年7月27日 平成28年7月28日 弘済企業株式会社 千歳保険出張副所長

243 磯田　靜男 54歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（３等
空佐）

平成28年7月27日 平成28年8月1日 京都御池地下街株式会社 管理人（嘱託社員）

244 佐々木　孝昌 54歳 航空自衛隊第６高射群（３等空佐） 平成28年7月27日 平成28年8月1日 株式会社ツガルサイコー 施設管理員

245 佐々木　正晴 55歳
自衛隊宮城地方協力本部宮城地域援
護センター長（１等陸佐）

平成28年7月28日 平成28年8月1日
東日本エンジニアリング株式
会社

技術部員

246 島田　友和 55歳
自衛隊広島地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年7月28日 平成28年8月1日 広島県海田町役場 防災監

247 鈴木　良 55歳
陸上自衛隊東北補給処付（１等陸
佐）

平成28年7月29日 平成28年8月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス

248 髙瀬　 行 55歳
海上自衛隊佐伯基地分遣隊付（１等
海佐）

平成28年7月29日 平成28年7月30日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

249 三佐尾　泰臣 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年7月30日 平成28年7月31日 富士通特機システム株式会社 システム保守管理員

250 勝浦　功 55歳
海上自衛隊第２術科学校付（２等海
佐）

平成28年7月30日 平成28年7月31日 マリンソフト株式会社 次長

251 折戸　優 55歳
航空自衛隊航空救難団副司令（空将
補）

平成28年7月31日 平成28年8月1日 学校法人君が淵学園 技術員（教務職員）

252 中井　徳浩 55歳
航空自衛隊第２術科学校副校長（空
将補）

平成28年7月31日 平成28年8月1日 富国生命保険相互会社 嘱託

253 遠藤　智之 55歳
航空自衛隊補給本部総務部長（空将
補）

平成28年7月31日 平成28年8月1日 株式会社コナカ 部長職

254 大久保　英樹 55歳
防衛大学校グローバルセキュリ
ティーセンター研究部門員兼教授
（１等陸佐）

平成28年8月1日 平成28年8月22日 富士ソフト株式会社 嘱託

255 豊田　和男 55歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦分校長
（陸将補）

平成28年8月1日 平成28年9月1日 三菱電機株式会社 電子企画部専任（嘱託）

256 熊谷　文秀 55歳
陸上自衛隊研究本部総合研究部第２
研究課長（１等陸佐）

平成28年8月1日 平成28年8月16日 株式会社日本製鋼所 担当部長

257 菅野　茂 55歳
陸上自衛隊北部方面混成団長（陸将
補）

平成28年8月1日 平成28年9月1日 弘済企業株式会社 保険営業業務

258 西條　建一 55歳
陸上自衛隊第１高射特科団本部改編
ＰＪ担当幕僚（２等陸佐）

平成28年8月1日 平成28年8月2日 株式会社山三ふじや
移動図書館車の運転、管理、
庶務等

259 宮島　真 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（２等
陸佐）

平成28年8月1日 平成28年9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）

260 三上　繁 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊副隊長
（陸将補）

平成28年8月1日 平成28年9月1日 株式会社佐賀銀行 営業（嘱託）

261 日根野　伸一 55歳
陸上自衛隊第１２旅団副旅団長（陸
将補）

平成28年8月1日 平成28年8月2日 第一生命保険株式会社 顧問（嘱託）

262 青木　泰憲 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成28年8月1日 平成28年8月2日 住友生命保険相互会社 顧問（常勤）

263 宮本　浩 55歳
陸上自衛隊中部方面航空隊副隊長
（１等陸佐）

平成28年8月1日 平成28年8月3日 大分県大分市役所 防災危機管理課政策監

264 宍戸　勇 56歳
陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成28年8月1日 平成28年9月1日
医療法人社団葵会仙台・太白
病院

事務管理者候補

265 武本　茂 55歳
陸上自衛隊幹部学校教育部作戦運用
教育室第３室長（１等陸佐）

平成28年8月1日 平成28年9月1日 明治記念館 事務職

266 小坂　明彦 55歳
海上自衛隊第１潜水隊群司令（海将
補）

平成28年8月1日 平成28年9月1日 株式会社東芝 参事（嘱託）

267 安藤　哲夫 55歳 防衛研究所教育部長（海将補） 平成28年8月1日 平成28年9月1日 新明和工業株式会社 顧問（嘱託）

268 中園　博文 55歳
海上自衛隊徳島教育航空群司令（海
将補）

平成28年8月1日 平成28年8月2日 大草薬品株式会社 総務部長

269 鈴木　裕 55歳
航空自衛隊航空救難団付（２等空
佐）

平成28年8月1日 平成28年8月2日 株式会社セノン千歳支社 事務・警備職
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270 鴻上　富男 55歳
自衛隊情報保全隊西部情報保全隊長
（１等陸佐）

平成28年8月1日 平成28年8月3日 徳島県庁 企画幹（課長級）

271 村越　靖晃 55歳
海上自衛隊補給本部管理部長（１等
海佐）

平成28年8月1日 平成29年1月1日 防衛省職員生活協同組合 部長職（参事）

272 吉田　孝司 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部情報部付
（２等陸佐）

平成28年8月2日 平成28年8月3日 株式会社アスビック ビル警備業務

273 宗岡　仁 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 平成28年8月3日 平成28年8月4日 学校法人城西国際学校 事務員

274 福井　国広 55歳
海上自衛隊誘導武器教育訓練隊付
（３等海佐）

平成28年8月3日 平成28年8月4日
ジェイ・アール・シー特機株
式会社

技術員（嘱託）

275 池田　保一 54歳
航空自衛隊第３補給処付（３等空
佐）

平成28年8月3日 平成28年8月4日 飯能信用金庫 防災センター職員（嘱託）

276 中谷　吉宏 55歳
航空自衛隊第２術科学校付（１等空
佐）

平成28年8月4日 平成28年9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）

277 富田　清浩 56歳
海上幕僚監部防衛部施設課長（１等
海佐）

平成28年8月5日 平成28年8月6日
株式会社ドラムエンジニアリ
ング

顧問（特別社員）

278 田嶋　裕之 55歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 平成28年8月5日 平成28年10月1日 株式会社信号器材 技術指導職

279 中村　俊一 56歳 航空自衛隊幹部学校付（空将補） 平成28年8月5日 平成28年8月16日
三菱電機特機システム株式会
社

営業本部長付（嘱託）

280 川上　利男 54歳 陸上自衛隊航空学校付（３等陸佐） 平成28年8月6日 平成28年8月16日 三菱プレシジョン株式会社 フライトシミュレータ整備員

281 荒木　優子 55歳 自衛隊阪神病院付（１等陸佐） 平成28年8月6日 平成28年8月7日
兵庫県宝塚市教育委員会事務
局

看護師

282 矢坂　英昭 55歳
陸上自衛隊会計監査隊北部方面分遣
隊監査班直轄監査幹部（２等陸佐）

平成28年8月7日 平成28年8月8日
ＶｉｎｅｙａｒｄＷｏｒｋｓ
株式会社

ＳＥ／プログラマー

283 小林　巧 54歳
陸上自衛隊北部方面情報隊付（３等
陸佐）

平成28年8月7日 平成28年8月8日 株式会社北海道銀行 外務員（嘱託）

284 松本　誠司 55歳
陸上自衛隊第１２後方支援隊付（２
等陸佐）

平成28年8月7日 平成28年8月9日 静岡県島田市役所 危機管理業務

285 松尾　剛志 55歳
陸上自衛隊習志野駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年8月7日 平成28年8月8日 株式会社ロジ・レックス ケータリング

286 清瀨　羊司 56歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 平成28年8月8日 平成28年9月1日 一般社団法人シーソック
中国遺棄化学兵器処理員（契
約職員）

287 平　夏樹 55歳
自衛隊鹿児島地方協力本部付（２等
陸佐）

平成28年8月8日 平成28年8月9日 鹿児島綜合警備保障株式会社 方面隊長

288 口　輝久 54歳
海上自衛隊掃海業務支援隊付（３等
海佐）

平成28年8月8日 平成28年8月9日
いわぎんビジネスサービス株
式会社

施設管理員（嘱託）

289 藤村　洋 54歳
航空自衛隊航空気象群付（３等空
佐）

平成28年8月8日 平成28年8月9日 東芝セキュリティー株式会社 警備員

290 大居　一之 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成28年8月9日 平成28年8月10日 日本無線株式会社 課長

291 大貫　登 54歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（３等
海佐）

平成28年8月9日 平成28年9月1日
株式会社ＪＡＬメンテナンス
サービス

倉庫管理員

292 太田　久光 56歳
陸上自衛隊中部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年8月10日 平成28年8月11日 三和ハイドロテック株式会社 総務部長

293 古田　祐章 55歳
陸上自衛隊高射教導隊付（２等陸
佐）

平成28年8月10日 平成28年8月15日 日本通運株式会社 警乗員

294 平古場　和久 54歳
海上自衛隊第１術科学校付（３等海
佐）

平成28年8月11日 平成28年9月1日
くれしんビジネスサービス株
式会社

貴重品運搬業務

295 八下田　和夫 55歳
陸上自衛隊東北補給処付（２等陸
佐）

平成28年8月12日 平成28年9月1日
全国共済農業協同組合連合会
宮城県本部

自動車損害調査員（嘱託）

296 山本　秀樹 54歳
陸上自衛隊東北方面総監部防衛部運
用室運用幹部（３等陸佐）

平成28年8月12日 平成28年9月1日 中央プラント建設株式会社 労務安全業務

297 帯川　茂 54歳
陸上自衛隊第９師団第３９普通科連
隊付（３等陸佐）

平成28年8月12日 平成28年9月1日 青森県鯵ヶ沢町役場 危機管理業務

298 新井　英雄 55歳
陸上自衛隊第１３旅団司令部付（２
等陸佐）

平成28年8月13日 平成28年8月14日 有限会社木下組 総務管理業務員

299 近藤　亨 54歳
航空自衛隊第２補給処付（３等空
佐）

平成28年8月13日 平成28年8月21日 株式会社和興 検査員
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300 宮本　賢二 55歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成28年8月13日 平成28年8月14日 住重特機サービス株式会社
防衛装備品の整備等に係る原
価管理員（嘱託）

301 熊原　俊博 55歳 航空自衛隊第４航空団（１等空佐） 平成28年8月13日 平成28年8月17日 学校法人龍澤学館 総務人事員

302 及川　正洋 55歳
陸上自衛隊第６師団第６特科連隊付
（２等陸佐）

平成28年8月14日 平成28年9月1日 株式会社常陽銀行 集金員（嘱託）

303 外山　孝志 55歳
陸上自衛隊開発実験団飛行実験隊隊
本部班長（２等陸佐）

平成28年8月14日 平成28年8月15日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

304 閑田　勲 55歳
陸上自衛隊第４師団第４後方支援連
隊輸送隊副隊長（２等陸佐）

平成28年8月15日 平成28年8月16日 日本通運株式会社 営業・事務職

305 岡澤　武彦 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（２等
陸佐）

平成28年8月15日 平成28年8月16日 富士ソフト株式会社 コンサルティング業務

306 森　博史 56歳
陸上自衛隊東部方面総監部監察官
（１等陸佐）

平成28年8月16日 平成28年8月17日
学校法人都築学園日本薬科大
学

課長補佐

307 鎌田　博文 54歳
陸上自衛隊久留米駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年8月17日 平成28年8月18日 福岡県南広域水道企業団
水道施設の２４時間運転監視、設
備機器の保守点検、場外施設の巡
回・保守点検（嘱託職員）

308 神島　浩人 55歳
陸上自衛隊東北方面指揮所訓練支援
隊付（１等陸佐）

平成28年8月18日 平成28年8月19日 株式会社「一の坊」 総合施設管理員

309 硴塚　祐生 55歳
陸上自衛隊相浦駐屯地業務隊改編準
備室長（２等陸佐）

平成28年8月18日 平成28年12月1日 熊本県軽油引取税連絡協議会 専任職員

310 橋口　彰 54歳
陸上自衛隊第８師団第１２普通科連
隊本部連隊服務指導幹部（３等陸
佐）

平成28年8月18日 平成28年8月23日 株式会社大京アステージ
マンション管理業務（嘱託社
員）

311 藤永　映章 56歳 航空自衛隊幹部学校付（空将補） 平成28年8月18日 平成28年11月1日 株式会社東芝
インフラシステムソリュー
ション社担当部長

312 伊藤　基 54歳
陸上自衛隊北部方面施設隊本部付
（３等陸佐）

平成28年8月20日 平成28年8月21日 株式会社北洋銀行
渉外、集配金、店内庶務（嘱
託）

313 藤野　靖久 56歳 陸上自衛隊武器学校付（１等陸佐） 平成28年8月20日 平成28年8月21日 中国化薬株式会社 副参事

314 竹谷　年秋 55歳 陸上自衛隊化学学校付（２等陸佐） 平成28年8月20日 平成28年9月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

315 甲木　千里 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（３等空佐）

平成28年8月20日 平成29年1月1日
昭和メンテナンス工業株式会
社

浄水場運転員

316 佐々木　健 55歳
陸上自衛隊東北方面通信群付（２等
陸佐）

平成28年8月21日 平成28年10月3日
全国共済農業協同組合連合会
宮城県本部

自動車損害調査員（嘱託）

317 二階堂　洋子 54歳
陸上自衛隊東北補給処付（３等陸
佐）

平成28年8月21日 平成28年9月1日 株式会社山形銀行 調査員（嘱託）

318 森山　弘道 55歳
陸上自衛隊西部方面会計隊付（２等
陸佐）

平成28年8月21日 平成28年8月22日 株式会社コーヨー 総務課長

319 佐々木　勝 54歳
航空自衛隊航空気象群付（３等空
佐）

平成28年8月21日 平成28年9月1日
ＪＡＬメンテナンスサービス
株式会社

倉庫・物流関連業務

320 杉田　剛一郎 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団（２
等空佐）

平成28年8月21日 平成28年9月1日
株式会社秋田住宅流通セン
ター

総合職

321 佐藤　明 55歳
陸上自衛隊東北方面混成団本部付
（１等陸佐）

平成28年8月22日 平成28年10月1日 山形県山形市役所 防災アドバイザー（嘱託）

322 鬼柳　一樹 55歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校付（２
等陸佐）

平成28年8月22日 平成28年9月1日 茨城県守谷市役所 副参事

323 増田　公明 55歳 自衛隊体育学校付（１等陸佐） 平成28年8月22日 平成28年8月23日 一般財団法人防衛弘済会 部長補佐

324 髙橋　隆志 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等
海佐）

平成28年8月22日 平成28年9月1日 日本空港ビルデング株式会社 統括マネージャー（嘱託）

325 菅原　康夫 55歳
陸上自衛隊岩手駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年8月23日 平成28年8月24日 弘済企業株式会社 副所長要員

326 平野　次郎 54歳
陸上自衛隊中部情報保全隊大久保情
報保全派遣隊付（３等陸佐）

平成28年8月23日 平成28年9月1日 株式会社京都銀行 集金業務員

327 奥西　勝彦 55歳
航空自衛隊航空気象群付（２等空
佐）

平成28年8月23日 平成28年9月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備職

328 松木　信孝 55歳
陸上自衛隊北部方面施設隊付（１等
陸佐）

平成28年8月24日 平成28年8月25日 弘済企業株式会社 保険営業業務

329 飯畑　道広 55歳
陸上自衛隊中部方面混成団第４７普
通科連隊付（２等陸佐）

平成28年8月25日 平成28年8月26日 広島綜警サービス株式会社 事務員
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330 常田　昇 55歳
陸上自衛隊第１２旅団第１２後方支
援隊副隊長（２等陸佐）

平成28年8月25日 平成28年8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（常勤・
アソシエイト社員)

331 藤井　朗 55歳 陸上自衛隊施設学校付（１等陸佐） 平成28年8月25日 平成28年9月1日 多賀土木株式会社 建設施工管理

332 谷　浩 55歳 海上自衛隊呉警備隊付（２等海佐） 平成28年8月25日 平成28年8月26日 日本海洋株式会社 営業職

333 鈴木　直人 54歳
航空自衛隊航空安全管理隊付（３等
空佐）

平成28年8月25日 平成28年8月26日 武蔵野美装株式会社 設備管理員

334 古庄　一広 56歳 陸上自衛隊高射学校付（１等陸佐） 平成28年8月26日 平成28年8月27日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

335 林　弘 55歳
陸上自衛隊通信保全監査隊付（２等
陸佐）

平成28年8月26日 平成28年9月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

336 岡村　秀平 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年8月26日 平成28年9月1日 福博建設株式会社 維持監視業務（嘱託）

337 長代　明海 55歳
海上自衛隊八戸航空基地隊付（１等
海佐）

平成28年8月27日 平成28年8月28日
社会福祉法人徳望会特別養護
老人ホーム見心園

地域貢献室長（嘱託社員）

338 谷口　浩章 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（２等
陸佐）

平成28年8月28日 平成28年8月29日
株式会社総合防災ソリュー
ション

河川情報システムの運用管理

339 隅　義邦 55歳 航空自衛隊補給本部付（１等空佐） 平成28年8月29日 平成28年8月30日 住商エアロシステム株式会社 営業補佐

340 溝上　博 55歳
陸上自衛隊航空学校宇都宮校総務課
長（１等陸佐）

平成28年8月30日 平成28年9月1日 茨城県常総市役所 危機管理監

341 橋本　俊浩 55歳
海上自衛隊第１術科学校付（２等海
佐）

平成28年9月2日 平成28年9月3日
ジェイ・アール・シー特機株
式会社

整備員（嘱託）

342 後藤　浩司 55歳
航空自衛隊第５術科学校付（２等空
佐）

平成28年9月2日 平成28年11月1日
全国共済農業協同組合連合会
愛知県本部

損害調査員

343 小野寺　利弘 55歳
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成28年9月3日 平成28年9月4日
三井住友海上火災保険株式会
社

示談交渉・損害調査員

344 水越　明 54歳
航空自衛隊第１術科学校付（３等空
佐）

平成28年9月3日 平成28年9月4日 平和産業株式会社 営業員

345 田所　浩 56歳
海上自衛隊横須賀潜水艦基地隊付
（海上自衛隊潜水艦教育訓練隊司
令）（１等海佐）

平成28年9月4日 平成28年9月5日
オフショアエンジニアリング
株式会社

担当部長（常勤委託）

346 有馬　修政 54歳
海上自衛隊幹部候補生学校付（３等
海佐）

平成28年9月4日 平成28年9月5日 株式会社ディスコ 工場営繕員

347 戸邊　真 54歳
航空自衛隊中部航空施設隊付（３等
空佐）

平成28年9月7日 平成28年9月21日 日興美装工業株式会社 正社員

348 市川　秀雄 54歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（３等
空佐）

平成28年9月7日 平成29年1月3日
全国共済農業協同組合連合会
愛知県本部

損害調査員

349 武田　了 54歳
陸上自衛隊第７師団第７飛行隊付
（３等陸佐）

平成28年9月8日 平成28年9月9日 敷島機器株式会社
商品管理兼ドライバー（嘱託
社員）

350 川角　春樹 55歳 陸上自衛隊輸送学校付（２等陸佐） 平成28年9月8日 平成28年10月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

351 鈴木　善弘 55歳
航空自衛隊第５術科学校付（２等空
佐）

平成28年9月8日 平成29年4月1日 昭和飛行機工業株式会社 部外委託講師（嘱託）

352 井上　光博 54歳
陸上自衛隊西部方面通信群付（３等
陸佐）

平成28年9月9日 平成28年9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）

353 宇田川　登 55歳
陸上自衛隊システム開発隊付（３等
陸佐）

平成28年9月11日 平成28年9月12日
日本電気航空宇宙システム株
式会社

システム開発

354 鎌田　和明 55歳
航空自衛隊第１航空団付（２等空
佐）

平成28年9月11日 平成28年10月1日 日本生命保険相互会社
特別職域業務室
自衛隊担当マネージャー

355 柳澤　利夫 54歳
航空自衛隊第４術科学校付（３等空
佐）

平成28年9月11日 平成28年9月12日 株式会社時田工務店 現場管理

356 佐藤　博幸 55歳 陸上自衛隊需品学校付（２等陸佐） 平成28年9月12日 平成28年10月1日
中間貯蔵・環境安全事業株式
会社

工事管理支援

357 本田　幸之助 55歳 陸上自衛隊研究本部付（１等陸佐） 平成28年9月12日 平成28年9月13日 いちよし証券株式会社 コンサルティング業務

358 曽川　昌彦 55歳
陸上自衛隊第１２旅団司令部付（３
等陸佐）

平成28年9月13日 平成28年10月3日
セコムジャスティック上信越
株式会社

警備員

359 石村　良治 55歳
自衛隊宮城地方協力本部名取地域事
務所長（２等陸佐）

平成28年9月14日 平成28年9月15日 宮城県名取市役所 行政事務
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360 野田　広幸 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団付
（２等陸佐）

平成28年9月14日 平成28年9月15日
一般財団法人航空環境整備協
会

駐車場管理員

361 新井　浩二 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成28年9月15日 平成28年10月1日 学校法人東京理科大学 危機管理業務

362 村上　宏 55歳
陸上自衛隊東北方面会計隊付（１等
陸佐）

平成28年9月16日 平成28年9月26日 株式会社ブルースカイ 一般事務

363 仲町　幸次 55歳
陸上自衛隊別府駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年9月16日 平成28年10月1日 大分県別府市役所
防災対策、防災訓練等
防災業務全般

364 岩村　浩昭 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（海上自衛
隊大湊地方総監部管理部長）（１等
海佐）

平成28年9月16日 平成28年9月17日 株式会社グローカルジャパン 企画開発事業室長付

365 橋詰　浩 55歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（２等
空佐）

平成28年9月16日 平成28年9月17日 日本管財株式会社 設備管理

366 高野　宗治 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐

平成28年9月16日 平成28年10月1日 全日本空輸株式会社 常勤嘱託

367 太田　幸男 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊補給科
長（１等陸佐）

平成28年9月17日 平成28年10月1日 野村證券株式会社 事務員

368 嶋田　肇 54歳
陸上自衛隊信太山駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年9月18日 平成28年10月1日 和歌山県橋本市役所 防災マネージャー

369 平　明好 54歳
陸上自衛隊小郡駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年9月18日 平成28年9月19日
筑銀ビジネスサービス株式会
社

庶務担当

370 猪里　英樹 55歳
航空自衛隊第４補給処付（１等空
佐）

平成28年9月18日 平成28年9月19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）

371 松園　浩一 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団付
（３等陸佐）

平成28年9月19日 平成28年11月1日 株式会社千葉銀行 庶務職

372 田　秀明 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊付（３
等海佐）

平成28年9月19日 平成28年10月1日 九州電力株式会社 営業職

373 三上　秀市 55歳 航空自衛隊第９航空団（２等空佐） 平成28年9月19日 平成28年9月20日 朝日航空株式会社
操縦職乗員養成員（嘱託社
員）

374 樺　高明 55歳
陸上自衛隊第１特科団本部付（２等
陸佐）

平成28年9月20日 平成28年10月1日
特定非営利活動法人ふらの体
育協会

事務局長

375 安藤　一博 54歳
自衛隊鹿児島地方協力本部付（３等
陸佐）

平成28年9月20日 平成28年9月21日 学校法人都築教育学園 事務職員

376 中村　洋治 55歳
海上自衛隊第３術科学校付（１等海
佐）

平成28年9月20日 平成28年9月21日
ＮＥＣネットワーク・センサ
株式会社

維持整備本部長付

377 東出　寿弥 54歳
海上自衛隊東京業務隊付（３等海
佐）

平成28年9月20日 平成28年9月21日 三波工業株式会社 技術職（常勤嘱託）

378 関根　弘嗣 55歳
陸上自衛隊部隊訓練評価隊評価支援
隊副隊長（２等陸佐）

平成28年9月21日 平成28年9月22日 宗教法人乾徳山恵林寺 事務長補佐

379 佐藤　全彦 55歳
海上自衛隊下総航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年9月21日 平成28年9月22日
ＮＡＡセーフティサポート株
式会社

場面管理業務員

380 飯塚　泰司 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成28年9月21日 平成28年10月1日
エヌ・ティ・ティ都市開発ビ
ルサービス株式会社

総務課員

381 寺岡　浩二 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部監察官付
（２等陸佐）

平成28年9月22日 平成28年9月23日 一般財団法人防衛弘済会 事業係長（契約職員）

382 森　善紀 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団本部
付（１等陸佐）

平成28年9月22日 平成28年9月23日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス

383 石田　三千男 54歳
航空自衛隊第１航空団付（３等空
佐）

平成28年9月22日 平成28年9月26日
全国共済農業協同組合連合会
静岡県本部

損害調査員(嘱託）

384 矢野　博之 55歳
航空自衛隊航空気象群付（１等空
佐）

平成28年9月23日 平成28年10月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

特定社員

385 奥田　幹雄 56歳
海上自衛隊第２２航空群司令部付
（海上自衛隊鹿屋航空基地隊司令）
（１等海佐）

平成28年9月24日 平成28年9月25日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

386 渡口　伸晴 54歳
海上自衛隊第２４航空隊付（３等海
佐）

平成28年9月24日 平成28年10月1日 井川設計工房株式会社 現場管理及び設計

387 北里　和昭 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成28年9月24日 平成28年9月25日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

388 鈴木　一好 55歳
航空自衛隊第４補給処付（２等空
佐）

平成28年9月24日 平成29年1月1日
株式会社エムエイチアイロジ
テック

ミサイル後方支援事業におけ
る出張所業務

389 小松　弘章 55歳
陸上自衛隊東北方面混成団第２陸曹
教育隊通信教育中隊長（２等陸佐）

平成28年9月25日 平成28年10月3日 宮城県赤十字血液センター 一般事務（臨時職員）
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390 吉田　康弘 55歳
陸上自衛隊第６師団第６特科連隊付
（２等陸佐）

平成28年9月25日 平成28年10月1日
中間貯蔵・環境安全事業株式
会社

工事管理支援

391 脇　真治郎 55歳
陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊付
（２等陸佐）

平成28年9月25日 平成28年9月26日
株式会社アルファーアビエイ
ション

操縦教育

392 中森　正守 55歳
自衛隊福島地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年9月26日 平成28年10月1日 東部運送株式会社 管理事務員

393 髙松　利宏 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等
空佐）

平成28年9月26日 平成28年10月1日 成田国際空港株式会社 一般事務（嘱託）

394 多出村　秀勝 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成28年9月27日 平成28年9月28日 株式会社大原 受注活動営業

395 工藤　益儀 55歳
近畿中部防衛局調達部装備課主任検
査官（２等海佐）

平成28年9月27日 平成28年10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）

396 今井　邦夫 55歳
航空自衛隊第２術科学校付（２等空
佐）

平成28年9月27日 平成28年9月28日 大和電気工業株式会社 総務事務員

397 根元　英明 55歳
陸上自衛隊東北補給処付（２等陸
佐）

平成28年9月28日 平成28年10月3日
全国共済農業協同組合連合会
宮城県本部

自動車損害調査員

398 鈴木　誠司 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9月28日 平成28年9月29日
学校法人都築第一学園横浜薬
科大学

事務職員

399 滝田　信夫 54歳
陸上自衛隊中部方面通信群付（３等
陸佐）

平成28年9月29日 平成28年10月3日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

警備員

400 道上　幸永 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年9月29日 平成28年9月30日 株式会社日立国際電気 事業部長付（嘱託）

401 伊東　晃 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年9月29日 平成28年10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）

402 池島　正宏 55歳
陸上自衛隊第２師団第３普通科連隊
付（２等陸佐）

平成28年9月30日 平成28年10月7日 北海道名寄市役所 基地調査・防災担当

403 今泉　巧 55歳
自衛隊体育学校総務課管理班長（１
等陸佐）

平成28年9月30日 平成28年10月1日 ワールド産業株式会社 労務安全衛生管理

404 触井園　淳 55歳
海上自衛隊幹部候補生学校付（１等
海佐）

平成28年9月30日 平成28年10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）

405 平川　稔 54歳
陸上自衛隊第８師団第２４連隊連隊
本部付（３等陸佐）

平成28年10月1日 平成28年10月2日 株式会社エイコー建設 営業職

406 秋山　將之 55歳
陸上自衛隊関西補給処化学課長（１
等陸佐）

平成28年10月1日 平成28年11月1日 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理

407 口羽　英俊 54歳
海上自衛隊佐世保海上訓練指導隊付
（３等海佐）

平成28年10月1日 平成28年10月2日 静岡沖電気株式会社 営業職

408 太田　偉志夫 54歳
海上自衛隊呉基地業務隊補充部付
（３等海佐）

平成28年10月1日 平成28年10月2日
東京海上日動火災保険株式会
社

事故相談業務主任

409 蒲池　悟史 54歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団（３
等空佐）

平成28年10月1日 平成28年10月2日 大和電子サービス株式会社 技術支援係（嘱託）

410 永井　義広 55歳
自衛隊宮崎地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年10月2日 平成28年10月5日 宮崎県日南市役所 防災専門員

411 鹿野島　功 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（３等陸
佐）

平成28年10月2日 平成28年10月3日 学校法人髙木学園 用務員

412 森下　浩一 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年10月2日 平成28年11月1日 株式会社常口アトム 不動産管理スタッフ

413 田村　光香 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成28年10月2日 平成28年10月3日 弘済企業株式会社 保険営業業務

414 田畑　文夫 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部情報部付
（２等陸佐）

平成28年10月3日 平成28年10月4日 ホクビサービス株式会社 設備保守管理

415 佐藤　一成 55歳
航空自衛隊第５航空団付（３等空
佐）

平成28年10月4日 平成28年10月5日 株式会社タカスイ 総務事務員

416 石井　謙二 55歳
航空自衛隊第２補給処付（２等空
佐）

平成28年10月5日 平成28年10月6日
株式会社ジュピターコーポ
レーション

輸入業務員

417 樋口　幸正 54歳 陸上自衛隊富士学校付（３等陸佐） 平成28年10月6日 平成28年10月7日
株式会社データ・キーピン
グ・サービス

データ保管業務員

418 小野　彰 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年10月6日 平成28年10月7日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任（契約社
員）

419 坂　一郎 55歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（２等海
佐）

平成28年10月7日 平成28年10月11日 有限会社佐藤製缶 総務係
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420 石崎　清 55歳
海上自衛隊佐世保海上訓練指導隊付
（２等海佐）

平成28年10月8日 平成28年10月9日 株式会社エム・エル・エス 技術本部担当部長

421 山口　康男 54歳
海上自衛隊第１術科学校付（３等海
佐）

平成28年10月8日 平成28年10月9日 株式会社呉阪急ホテル 宿泊係（契約社員）

422 丸田　弘史 56歳
陸上自衛隊第４師団司令部付（１等
陸佐）

平成28年10月9日 平成28年10月10日 トヨタ自動車株式会社 採用業務（嘱託）

423 上田　裕治 55歳 陸上自衛隊通信学校付（２等陸佐） 平成28年10月9日 平成28年11月1日 横浜ビルシステム株式会社 施設警備

424 平川　眞治 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年10月9日 平成28年10月16日 三菱電機株式会社 電子企画部長付（常勤嘱託）

425 比留間　治郎 55歳
陸上自衛隊小平学校システム・戦術
教育部教育科長兼戦術・戦史教官グ
ループ長（１等陸佐）

平成28年10月10日 平成28年10月11日
株式会社総合防災ソリュー
ション

危機管理業務研究

426 赤井田　和也 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等
海佐）

平成28年10月10日 平成28年10月11日 新興プランテック株式会社 シニア技術者

427 松木　仁 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成28年10月10日 平成28年10月17日 株式会社二光製作所 品質管理員

428 仮屋﨑　孝 54歳
海上自衛隊電子情報支援隊付（３等
海佐）

平成28年10月10日 平成28年10月11日 横浜観光土地株式会社 施設ゴルフコース管理員

429 袰地　哲也 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団司令
部付（３等空佐）

平成28年10月10日 平成28年10月11日
いわぎんビジネスサービス株
式会社

施設管理員(嘱託）

430 末廣　勝巳 55歳
航空自衛隊航空開発実験集団司令部
付（１等空佐）

平成28年10月10日 平成28年10月11日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

431 西村　伸一 55歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年10月11日 平成28年11月1日 学校法人君が淵学園崇城大学 教務職員

432 阿部　信孝 55歳
航空自衛隊中部航空施設隊付（３等
空佐）

平成28年10月11日 平成28年10月12日 細谷火工株式会社 施設管理

433 藤田　康一 55歳
陸上自衛隊北部方面混成団第５２普
通科連隊付（２等陸佐）

平成28年10月12日 平成28年11月1日 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
退職金情報収集及び退職金預
入勧誘（嘱託職員）

434 佐々木　嘉一 55歳
航空自衛隊航空気象群付（１等空
佐）

平成28年10月12日 平成28年10月13日 電気興業株式会社 専任次長

435 小林　博一 56歳
陸上自衛隊中央会計隊付（１等陸
佐）

平成28年10月12日 平成28年10月17日 セーレン株式会社 人事総務業務

436 藤井　武 54歳
自衛隊兵庫地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年10月13日 平成28年10月14日 株式会社大星 真珠加工作業員（嘱託職員）

437 田中　博明 55歳 自衛隊情報保全隊付（３等陸佐） 平成28年10月13日 平成28年10月14日 福岡電気サービス株式会社 用地交渉

438 門石　吉浩 55歳
航空自衛隊航空救難団付（１等空
佐）

平成28年10月14日 平成28年10月15日 日本管材株式会社 設備管理員

439 高橋　喜代志 55歳
航空自衛隊第２航空団付（１等空
佐）

平成28年10月16日 平成28年10月17日 株式会社シティリンクス 管理部長

440 久慈　巧 54歳
陸上自衛隊第１高射特科団第１高射
特科群本部車両幹部（３等陸佐）

平成28年10月18日 平成28年10月19日 北海道三八五流通株式会社 安全管理

441 吉 　志紀子 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年10月19日 平成28年10月20日 東洋リネンサプライ株式会社 監査部管理事務職

442 林　千宏 55歳
海上自衛隊護衛艦隊司令部付（３等
海佐）

平成28年10月19日 平成28年10月20日
競馬セキュリティサービス株
式会社

警備隊班長

443 蛯名　利浩 55歳
陸上自衛隊東北方面航空隊本部付
（２等陸佐）

平成28年10月20日 平成28年10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

444 長尾　幸一 54歳
陸上自衛隊第８師団第８飛行隊飛行
班長（３等陸佐）

平成28年10月20日 平成28年10月21日 医療法人尚仁会高田病院 営繕

445 椎野　雄成 55歳
陸上自衛隊第１師団第３４普通科連
隊付（２等陸佐）

平成28年10月20日 平成28年10月21日 住友理工株式会社 総務業務係

446 数枝木　康雄 54歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（３等
海佐）

平成28年10月21日 平成28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）

447 齋藤　久美夫 55歳
陸上自衛隊第１特科団第２地対艦ミ
サイル連隊付（２等陸佐）

平成28年10月23日 平成28年11月14日 拓友工業株式会社 整備員

448 榎本　敏貴 55歳
東部方面指揮所訓練支援隊付（３等
陸佐）

平成28年10月23日 平成28年10月24日
株式会社シーキューブド・ア
イ・システムズ

システム管理

449 中野　泰夫 55歳
海上自衛隊呉基地業務隊補充部付
（２等海佐）

平成28年10月23日 平成28年11月1日
ジャパンマリンユナイテッド
株式会社

品質管理員（嘱託）
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450 大塚　卓 55歳
海上自衛隊阪神基地隊付（２等海
佐）

平成28年10月23日 平成28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

451 平田　昭浩 54歳
陸上自衛隊北部方面施設隊第１２施
設群付（３等陸佐）

平成28年10月24日 平成28年10月25日 北海道岩見沢市役所 防災担当業務（嘱託職員）

452 柴田　誠 54歳
陸上自衛隊第１０師団第１０特科連
隊付（３等陸佐）

平成28年10月24日 平成28年10月25日
全国共済農業共同組合連合会
愛知県本部

損害調査員（常勤嘱託員）

453 久和　みゆき 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊調達専門
官（２等陸佐）

平成28年10月24日 平成28年10月25日 社会福祉法人二希会 事務員

454 長嵜　秀也 55歳
航空自衛隊中央業務隊付（１等空
佐）

平成28年10月24日 平成28年10月25日 株式会社せとうちSEAPLANES 操縦士

455 高見澤　洋二 55歳
陸上自衛隊部隊訓練評価隊付（３等
陸佐）

平成28年10月25日 平成28年11月1日
一般社団法人パブリックサー
ビス

河川監視

456 大坂　幸司 54歳
海上自衛隊徳島航空基地隊付（３等
海佐）

平成28年10月27日 平成29年4月1日 徳島県警察本部 庁舎管理事務員

457 逆井　和浩 54歳 陸上自衛隊化学学校付（３等陸佐） 平成28年10月29日 平成28年11月1日 一般社団法人シーソック 運用専門家

458 水木　貢 54歳
海上自衛隊舞鶴海上訓練指導隊付
（３等海佐）

平成28年10月29日 平成29年2月20日 山崎製パン株式会社 女子寮寮監（嘱託）

459 依田　道男 56歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 平成28年10月30日 平成28年10月31日 株式会社竹蔵富装 顧問

460 諸角　孝義 55歳
海上自衛隊佐世保警備隊付（１等海
佐）

平成28年10月30日 平成28年10月31日
西日本高速道路サービス九州
株式会社

料金所長

461 髙橋　徳雄 55歳 海上自衛隊幹部学校付（２等海佐） 平成28年10月30日 平成28年11月1日
ＳＯＭＰＯ企業保険金サポー
ト株式会社

海上事業部船舶調査専門職

462 小松　秀雄 55歳
航空自衛隊第５航空団付（２等空
佐）

平成28年10月30日 平成28年10月31日 東京海上火災保険株式会社 損害サービス専従員

463 後藤　勇 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10月30日 平成29年4月1日 学校法人ひまわり学園 運転手

464 飯田　昌美 55歳
陸上自衛隊第１０師団第３３普通科
連隊付（１等陸佐）

平成28年10月31日 平成28年11月1日 国立大学法人三重大学 防災対策コーディネーター

465 室屋　勇二 55歳 陸上自衛隊高射学校付（１等陸佐） 平成28年10月31日 平成28年11月1日 阿部建設株式会社 建築積算補助

466 中島　千明 55歳
陸上自衛隊第６師団第６戦車大隊付
（２等陸佐）

平成28年11月1日 平成28年12月1日 トヨタ自動車東日本株式会社 役員ドライバー

467 益田　一久 55歳
陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊隊長
補佐（２等陸佐）

平成28年11月1日 平成28年11月2日
全国共済農業協同組合連合会
熊本県本部

自動車損害調査員（嘱託）

468 今田　公久 54歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部付
（３等空佐）

平成28年11月1日 平成28年11月15日
株式会社ダイケンビルサービ
ス

警備員（契約社員）

469 山子　啓介 55歳
海上自衛隊第５１航空隊付（１等海
佐）

平成28年11月3日 平成29年2月1日 日本空港ビルデング株式会社 総括マネージャー（嘱託）

470 井本　正明 55歳
航空自衛隊中部航空施設隊付（２等
空佐）

平成28年11月3日 平成28年11月4日 日本テクノ株式会社 電気主任技術者

471 髙増　貞明 54歳
自衛隊長崎地方協力本部（３等空
佐）

平成28年11月3日 平成28年11月4日 アリアケジャパン株式会社 排水処理施設管理員

472 伊藤　浩 55歳
陸上自衛隊神町駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年11月4日 平成28年11月5日 ＡＬＳＯＫ山形株式会社 機械警備スタッフ（嘱託）

473 木ノ下　和雄 54歳
陸上自衛隊八尾駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年11月4日 平成28年12月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

施設警備員（嘱託社員）

474 山脇　修 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年11月4日 平成28年11月16日 三菱電機株式会社
統合情報システム部長付（嘱
託）

475 小脇　啓治 54歳
海上自衛隊第２２整備補給隊付（３
等海佐）

平成28年11月4日 平成28年11月5日
川重環境エンジニアリング株
式会社

事業所長

476 角　義雄 54歳
陸上自衛隊中部方面会計隊付（３等
陸佐）

平成28年11月5日 平成28年11月10日
合銀ビジネスサービス株式会
社

外勤事務従事者

477 川﨑　明美 54歳
自衛隊鹿児島地方協力本部付（３等
陸佐）

平成28年11月5日 平成28年11月6日 社会福祉法人緑風会 介護職員

478 野中　千里 54歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（３等
陸佐）

平成28年11月6日 平成28年11月7日 株式会社常口アトム 管理業務

479 小井　悦郎 54歳
陸上自衛隊中部方面航空隊付（３等
陸佐）

平成28年11月6日 平成28年11月7日
三銀ビジネスサービス株式会
社

操縦手、現金整理員
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480 髙木　稔之 55歳
陸上自衛隊都城駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年11月6日 平成28年12月1日 九州電力株式会社 特定集金員（委託契約）

481 太田　耕治 55歳
海上自衛隊呉地方総監部付（２等海
佐）

平成28年11月6日 平成28年12月1日 第一生命保険株式会社 広報事務員

482 石田　悦也 55歳
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年11月7日 平成28年11月8日 株式会社三泉 受付・施設警備員

483 北島　芳久 55歳
陸上自衛隊中部方面通信群付（２等
陸佐）

平成28年11月7日 平成28年11月8日 ハイテクインター株式会社 顧客サポート員

484 山下　義朗 54歳
陸上自衛隊九州補給処付（３等陸
佐）

平成28年11月7日 平成28年11月8日
全国共済農業協同組合連合会
佐賀県本部

自動車損害調査員（嘱託）

485 矢部　均 55歳
陸上自衛隊北部方面会計隊付（２等
陸佐）

平成28年11月8日 平成28年11月9日 株式会社ＨＰＩ 事務員

486 石橋　修一 55歳
陸上自衛隊通信団本部付（２等陸
佐）

平成28年11月8日 平成28年11月9日
東京海上日動火災保険株式会
社

事故相談

487 髙橋　政紀 54歳 海上自衛隊幹部学校付（３等海佐） 平成28年11月8日 平成28年11月9日 株式会社ビケンテクノ 安全指導要員

488 米澤　志郎 54歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３
等海佐）

平成28年11月8日 平成28年11月9日
萬世リサイクルシステムズ株
式会社

事務員（常勤嘱託）

489 峰　龍生 55歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（３等
空佐）

平成28年11月8日 平成28年12月1日
トヨタすまいるライフ株式会
社

寮管理員

490 亀本　哲吉 54歳
自衛隊旭川地方協力本部募集課募集
幹部（３等陸佐）

平成28年11月9日 平成28年11月10日 株式会社旭川トーヨーホテル 営業職

491 末政　真一 55歳
海上自衛隊呉弾薬整備補給所付（２
等海佐）

平成28年11月9日 平成29年1月1日 下花建設株式会社 資材入出荷係（契約社員）

492 増田　肇 54歳
航空自衛隊教材整備隊付（３等空
佐）

平成28年11月9日 平成28年11月15日
特定非営利活動法人みんなの
家

生活支援・指導員

493 村田　保幸 55歳
陸上自衛隊東北方面総監部総務部総
務課総務課長補佐（２等陸佐）

平成28年11月10日 平成28年12月1日 宮城県南三陸町役場 危機管理調整監

494 藤永　英樹 54歳
海上自衛隊阪神基地隊付（３等海
佐）

平成28年11月10日 平成28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）

495 今和泉　一浩 55歳
航空自衛隊第３補給処付（２等空
佐）

平成28年11月10日 平成28年12月1日 株式会社武蔵野銀行
集金、逓送業務、店舗内外の
保守・清掃等（嘱託）

496 黒田　雅彦 56歳
航空自衛隊第４航空団付（１等空
佐）

平成28年11月10日 平成28年11月11日 東北三八五流通株式会社
コンプライアンス兼安全指導
担当部長（嘱託）

497 勝又　圭一 55歳
陸上自衛隊富士学校富士教導団偵察
教導隊付（２等陸佐）

平成28年11月11日 平成28年11月12日 弘済企業株式会社 副所長

498 五十嵐　克巳 55歳
陸上自衛隊第１０師団第１０後方支
援連隊付（２等陸佐）

平成28年11月12日 平成28年12月1日 岐阜県刈谷市役所 防災専門官（嘱託）

499 後藤　猛 54歳
陸上自衛隊西部方面航空隊付（３等
陸佐）

平成28年11月13日 平成28年11月14日 弘済企業株式会社 副所長

500 坂田　三男 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28年11月14日 平成29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）

501 金子　洋介 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成28年11月14日 平成28年11月15日 上板塑性株式会社 総務課課長

502 谷地　浩二 55歳
陸上自衛隊八戸駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年11月15日 平成28年11月16日 青い森信用金庫
集金業務、預金・融資業務担
当（契約社員）

503 柴田　順一 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（３等
空佐）

平成28年11月15日 平成28年11月16日
千歳ファシリティーズ株式会
社

警備庶務

504 大川　嘉宣 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年11月15日 平成28年11月16日 共立メンテナンス株式会社 寮管理、調理係（契約社員）

505 小舘　操 55歳
陸上自衛隊北部方面混成団冬季戦技
教育隊付（３等陸佐）

平成28年11月16日 平成29年1月5日 有限会社フロム 営業

506 米本　耕一 54歳
航空自衛隊航空戦術教導団（３等空
佐）

平成28年11月16日 平成28年11月17日
百五ビジネスサービス株式会
社

サービス員

507 高橋　邦武 55歳
自衛隊帯広地方協力本部付（２等陸
佐）

平成28年11月17日 平成28年11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）

508 本田　昭夫 54歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部付
（３等空佐）

平成28年11月17日 平成28年11月18日
株式会社ニチアコミュニケー
ション

警備員

509 山下　英輔 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校教育部第
２教育科統連合教官（２等陸佐）

平成28年11月18日 平成28年11月19日 株式会社オートシステム 自家用自動車運転手
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510 白井　浩 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年11月18日 平成29年1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

511 有馬　剛一 55歳
陸上自衛隊第１２ヘリコプター隊航
空操縦士（３等陸佐）

平成28年11月19日 平成28年11月20日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス

512 東海林　英二 55歳
航空自衛隊第２術科学校付（２等空
佐）

平成28年11月19日 平成28年11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）

513 立岩　義晴 54歳
航空自衛隊飛行開発実験団付（３等
空佐）

平成28年11月21日 平成29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)

514 田中　孝昌 56歳
陸上自衛隊第１０師団司令部付（１
等陸佐）

平成28年11月22日 平成29年1月1日 愛知県豊橋市役所 防災危機管理課長

515 栫　義明 55歳 陸上自衛隊研究本部付（３等陸佐） 平成28年11月23日 平成28年11月23日
株式会社シーキューブド・ア
イ・システムズ

システム管理

516 石川　洋二 54歳
陸上自衛隊別海駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年11月24日 平成29年4月1日 株式会社べつかい乳業興社
製造員（フルタイムパートタ
イマー）

517 村坂　勇征 55歳
陸上自衛隊通信保全監査隊付（３等
陸佐）

平成28年11月24日 平成28年12月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

518 山下　修一 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２
等海佐）

平成28年11月24日 平成28年11月25日
羽田エアポートセキュリ
ティー株式会社

施設警備業務（嘱託契約社
員）

519 木村　義之 54歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３
等海佐）

平成28年11月24日 平成28年11月25日
学校法人都築第一学園横浜薬
科大学

事務職員

520 佐藤　忠 55歳
自衛隊札幌地方協力本部総務課課長
補佐（２等陸佐）

平成28年11月25日 平成28年11月28日 北海道物流開発株式会社 新規開発事業部副部長

521 村上　和弘 55歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（２等海
佐）

平成28年11月25日 平成28年12月1日 富士航空整備株式会社 品質管理員

522 上田　真也 55歳
陸上自衛隊中部方面総監部人事部付
（２等陸佐）

平成28年11月26日 平成29年4月1日
公益財団法人競馬保安協会栗
東保安隊

副隊長、施設警備・保安調査
員

523 髙野　与志夫 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年11月26日 平成28年12月1日
株式会社ハウスメイトワーク
ス

賃貸アパート、マンションの
設備修理・補修対応担当

524 峠　功喜 54歳 陸上自衛隊高射学校付（３等陸佐） 平成28年11月27日 平成28年11月28日
三井住友海上火災保険株式会
社

保険事務員

525 井上　浩 55歳
海上自衛隊第２０２教育航空隊付
（２等海佐）

平成28年11月27日 平成28年11月28日 弘済企業株式会社 営業員

526 加地　和仁 55歳
陸上自衛隊松山駐屯地業務隊総務科
教養幹部（２等陸佐）

平成28年11月28日 平成28年11月29日
いよぎんビジネスサービス株
式会社

外勤事務従事者（嘱託社員）

527 不破　直幸 55歳
陸上自衛隊第１２旅団第１２特科隊
付（３等陸佐）

平成28年11月28日 平成28年12月1日 公益財団法人茨城県企業公社 運転管理

528 濱久保　徹 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年11月28日 平成28年11月30日 静岡県庁 一般職の任期付職員

529 松村　裕之 55歳
自衛隊札幌地方協力本部付（１等陸
佐）

平成28年11月29日 平成28年11月30日 株式会社セラビ 会長秘書

530 堀川　敏道 54歳
陸上自衛隊第６師団第４４普通科連
隊付（３等陸佐）

平成28年11月30日 平成29年1月1日
中間貯蔵・環境安全事業株式
会社

事業所の工事管理担当

531 尾瀬　佐一郎 55歳
航空自衛隊幹部学校業務部長（空将
補）

平成28年11月30日 平成28年12月1日 株式会社セノン 部長職

532 保坂　篤孝 44歳
航空自衛隊飛行開発実験団飛行実験
群飛行隊（２等空佐）

平成28年11月30日 平成28年12月1日 富士重工業株式会社 試験飛行操縦士

533 安田　孝仁 55歳
陸上自衛隊東北方面総監部監察官
（陸将補）

平成28年12月1日 平成28年12月2日 一般財団法人防衛弘済会 東北支部長（契約社員）

534 田中　強 55歳
陸上自衛隊青森駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成28年12月1日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 一般事務員

535 鈴木　昌芳 55歳
陸上自衛隊東北補給処副処長（陸将
補）

平成28年12月1日 平成28年12月16日 株式会社日本製鋼所
防衛産業に関する営業支援担
当

536 森　誠二 54歳
陸上自衛隊関西補給処整備部需品課
長（１等陸佐）

平成28年12月1日 平成28年12月3日 大阪府貝塚市役所 危機管理管理課長

537 川﨑　久彦 54歳
陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年12月1日 平成28年12月10日
社会福祉法人共生会障がい者
支援施設すみれ園

支援員

538 松田　陽士郎 55歳 南関東防衛局調達部次長（海将補） 平成28年12月1日 平成28年12月15日 丸文株式会社 参事

539 平野　晃胤 55歳
海上自衛隊海上訓練指導隊群司令
（海将補）

平成28年12月1日 平成28年12月2日 弘済企業株式会社 石油部業務課長
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540 門口　欣也 55歳
防衛装備庁調達事業部艦船調達官
（海将補）

平成28年12月1日 平成28年12月2日 株式会社シー・オー・シー 艦船技術営業部長（非常勤）

541 黒瀧　昌治 55歳
航空自衛隊航空総隊偵察航空隊副司
令（１等空佐）

平成28年12月1日 平成28年12月2日 株式会社ＩＨＩ 調査役（嘱託）

542 武野　浩文 55歳
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊長
（陸将補）

平成28年12月1日 平成28年12月2日 昭和金属工業株式会社 参与（嘱託社員）

543 立野　昭二 55歳
陸上自衛隊中央即応集団司令部監察
官（陸将補）

平成28年12月1日 平成28年12月2日 学校法人城西大学 一般事務職員

544 徳田　俊彦 55歳
陸上自衛隊東部方面混成団副団長
（陸将補）

平成28年12月1日 平成29年1月1日 日立造船株式会社 運営施設管理者

545 寺尾　俊彦 55歳
海上自衛隊下総教育航空群司令（１
等海佐）

平成28年12月1日 平成29年2月16日 株式会社キーテック 業務管理本部長付

546 在原　政夫 55歳
海上自衛隊幹部学校運用教育研究部
長

平成28年12月1日 平成29年2月20日 日本バルカー工業株式会社 顧問

547 平嶋　一雄 55歳
陸上自衛隊中部方面会計隊付（２等
陸佐）

平成28年12月2日 平成28年12月3日 医療法人清仁会 経理業務全般従事者

548 村岡　昭敏 54歳
陸上自衛隊関西補給処付（３等陸
佐）

平成28年12月2日 平成29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（嘱託）

549 一ノ瀬　誠二 55歳
陸上自衛隊中部方面混成団第１１０
教育大隊教養幹部（２等陸佐）

平成28年12月2日 平成28年12月3日 香川トヨペット株式会社 事務員

550 藤田　賢治 55歳
自衛隊熊本地方協力本部援護課援護
グループ長（２等陸佐）

平成28年12月2日 平成28年12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）

551 市原　幹雄 55歳
陸上自衛隊第８師団司令部総務課総
務課長補佐（２等陸佐）

平成28年12月3日 平成28年12月4日
株式会社コンピュータービジ
ネス

ルート配送、デリバリー等
（契約社員）

552 宇佐美　芳己 55歳
陸上自衛隊中部方面混成団付（２等
陸佐）

平成28年12月4日 平成28年12月19日 株式会社滋賀銀行 営業員

553 荒牧　治 55歳
陸上自衛隊九州補給処付（２等陸
佐）

平成28年12月4日 平成28年12月5日 学校法人都築学園 学生課担当業務

554 湯田　重治 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成28年12月4日 平成29年1月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

555 具嶋　久哉 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12月5日 平成28年12月6日 松下管理有限会社 営業及び運転手

556 片江　昭裕 55歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（２等
空佐）

平成28年12月5日 平成29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

557 三浦　博安 55歳
防衛研究所政策研究部軍事戦略研究
室長（空将補）

平成28年12月5日 平成28年12月6日 朝日生命保険相互会社 顧問（嘱託）

558 境　孝明 55歳
陸上自衛隊第４師団第４特科連隊本
部教養幹部（２等陸佐）

平成28年12月8日 平成28年12月9日 株式会社マルコ
在宅酸素療法で使用する機器
のメンテナンス作業（契約社
員）

559 曽我部　武範 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12月8日 平成28年12月9日
全国共済農業協同組合連合会
埼玉県本部

自動車事故対人査定員（嘱
託）

560 宗正　邦彦 56歳
陸上自衛隊東部方面総監部付（１等
陸佐）

平成28年12月9日 平成28年12月10日 東邦重機開発株式会社 安全機械部長

561 藤村　宜考 55歳
航空自衛隊航空教育隊付（１等空
佐）

平成28年12月9日 平成29年1月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス査定業務
嘱託職員

562 中尾　克也 55歳
陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年12月10日 平成29年1月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

施設警備員（嘱託社員）

563 嵩原　芳之 55歳
陸上自衛隊対特殊武器衛生隊付隊長
（２等陸佐）

平成28年12月10日 平成28年12月11日 学校法人城西大学 一般事務

564 髙垣　康二 56歳
航空自衛隊第２輸送航空隊司令（１
等空佐）

平成28年12月10日 平成29年1月1日 三菱航空機株式会社 嘱託

565 大田　修 54歳
陸上自衛隊山口駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成28年12月11日 平成28年12月12日 吉川工業株式会社 庶務業務員

566 茂木　利明 55歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 平成28年12月11日 平成28年12月12日 三甲テキスタイル株式会社 顧問

567 岡田　光宏 54歳
陸上自衛隊第２高射特科団本部１科
総括班体制改革幹部（３等陸佐）

平成28年12月11日 平成29年1月1日
全国共済農業協同組合連合会
福岡県本部

自動車損害調査員（嘱託）

568 菅野　俊明 55歳
自衛隊福島地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年12月12日 平成29年1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

569 圓山　勝昭 54歳
陸上自衛隊第４師団第４後方支援連
隊連隊本部付（３等陸佐）

平成28年12月12日 平成28年12月13日 学校法人都築学園 事務職員
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570 西方　裕視 54歳
陸上自衛隊上富良野駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年12月13日 平成29年1月1日 株式会社アートホテルズ旭川 営業（契約社員）

571 阿部　雅寿 55歳 陸上自衛隊航空学校付（１等陸佐） 平成28年12月13日 平成29年1月1日 三重県伊勢市役所 防災アドバイザー

572 大窪　俊秀 56歳
陸上自衛隊第７師団司令部付（１等
陸佐）

平成28年12月15日 平成28年12月16日 光陽商事株式会社 会長補佐

573 廣瀬　嘉浩 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部情報部付
（２等陸佐）

平成28年12月15日 平成28年12月16日 株式会社シティリンクス 業務課員

574 高橋　和久 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（３等空佐）

平成28年12月15日 平成28年12月16日 株式会社シンコー 清掃現場責任者

575 高島　泰浩 55歳
陸上自衛隊第７師団第７１戦車連隊
付（２等陸佐）

平成28年12月16日 平成29年1月1日 青木工業株式会社 安全管理担当者

576 石谷　弘一 54歳
自衛隊兵庫地方協力本部付（３等陸
佐）

平成28年12月16日 平成28年12月17日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

577 田渕　武志 55歳
自衛隊中央病院診療技術部付（２等
陸佐）

平成28年12月16日 平成29年1月1日
株式会社ハウスメイトワーク
ス

テクニカルスタッフ

578 高住　一伸 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 平成28年12月16日 平成29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

579 平野　光範 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊准教授
（１等陸佐）

平成28年12月16日 平成28年12月17日
一般財団法人タイケン総合学
園

運営スタッフ

580 春花　和広 55歳
海上自衛隊小月教育航空群司令（海
将補）

平成28年12月16日 平成29年3月1日 株式会社ＩＨＩ 顧問（嘱託）

581 松浦　将人 55歳
海上自衛隊函館基地隊付（２等海
佐）

平成28年12月16日 平成29年1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

582 江原　雄仁 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成28年12月18日 平成28年12月19日 金沢機械金属団地協同組合 事務局長

583 日下　学 55歳
海上自衛隊下総航空基地隊付（１等
海佐）

平成28年12月18日 平成28年12月19日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職

584 本間　直 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年12月19日 平成28年12月20日 平和産業株式会社 総務・工場管理職

585 松浦　智信 54歳
陸上自衛隊北部方面混成団第１２０
教育大隊付（３等陸佐）

平成28年12月20日 平成28年12月21日 北電興業株式会社 警備員（契約社員）

586 重松　丈雄 55歳
陸上自衛隊西部方面混成団第１９普
通科連隊付（３等陸佐）

平成28年12月20日 平成29年1月1日
東京海上日動火災保険株式会
社

交通事故賠償主任（特定社
員）

587 上田　秀和 55歳
海上自衛隊第３１整備補給隊付（１
等海佐）

平成28年12月20日 平成29年1月1日 新明和岩国航空整備株式会社 担当課長（嘱託）

588 松戸　厚 55歳
陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成28年12月20日 平成28年12月21日 一般財団法人防衛弘済会 経営企画室本部部長

589 大浦　義章 55歳
陸上自衛隊第５旅団第５特科隊付
（３等陸佐）

平成28年12月21日 平成28年12月22日 株式会社ズコーシャ
ＩＴ事業部及び総務部におけ
る諸作業（嘱託職員）

590 蒲生　信一 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成28年12月21日 平成28年12月22日 株式会社ミルックス 営業

591 鮭川　健 55歳
航空自衛隊飛行点検隊付（２等空
佐）

平成28年12月21日 平成28年12月22日 弘済企業株式会社 保険営業業務

592 中村　弘隆 54歳 航空自衛隊第３補給処（３等空佐） 平成28年12月21日 平成29年1月1日
東京計器アビエーション株式
会社

防衛関連機器製品の営業・民
需製品の拡販（常勤嘱託）

593 海野　智行 54歳
陸上自衛隊第１４旅団第１５普通科
連隊付（３等陸佐）

平成28年12月22日 平成28年12月26日 勇心酒造株式会社 運転手・施設管理員

594 吉田　博文 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊付（１
等海佐）

平成28年12月22日 平成29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

595 柴田　進 55歳
陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊付
（３等陸佐）

平成28年12月24日 平成29年1月1日 日本建設工業株式会社 専任安全担当員（契約社員）

596 福永　智一 55歳 陸上自衛隊化学学校付（２等陸佐） 平成28年12月24日 平成29年1月4日 社会福祉法人上尾あゆみ会 人事労務等

597 東　巽 56歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（１等空佐）

平成28年12月24日 平成28年12月25日
東京海上日動火災保険株式会
社

特定社員

598 鈴木　雄三 56歳
自衛隊情報保全隊情報保全官（空）
（空将補）

平成28年12月24日 平成29年1月1日 富士重工業株式会社 担当部長（嘱託）

599 西牟田　精一 54歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊連
隊本部教養幹部（３等陸佐）

平成28年12月25日 平成29年1月5日 社会福祉法人白川園白川の里 介助員
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600 森　浩之 55歳
陸上自衛隊通信保全監査隊付（１等
陸佐）

平成28年12月25日 平成28年12月26日
株式会社ジョイント・システ
ムズ・サービス

システム維持支援

601 松村　一文 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（２等空
佐）

平成28年12月25日 平成29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）

602 髙橋　憲昭 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部総務部付
（２等陸佐）

平成28年12月26日 平成29年1月4日 日本ケーブル株式会社 現場監督・施工管理

603 松田　靖 55歳 海上自衛隊幹部学校付（２等海佐） 平成28年12月27日 平成28年12月28日 株式会社静岡中央銀行 総務一般（嘱託社員）

604 石田　裕一郎 54歳
航空自衛隊第２航空団付（３等空
佐）

平成28年12月27日 平成28年12月28日 医療法人ひまわり会札樽病院 送迎バス運転手

605 外屋敷　雅彦 55歳
航空自衛隊航空気象群浜松気象隊付
（２等空佐）

平成28年12月27日 平成29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）

606 淀川　光 55歳
陸上自衛隊小郡駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成28年12月28日 平成29年4月1日 九州電力株式会社 特定集金員

607 吉原　徹 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 平成28年12月28日 平成28年12月29日
東京海上日動火災保険株式会
社

保険事務員

608 河岡　正宏 55歳
陸上自衛隊西部方面航空隊本部付
（２等陸佐）

平成28年12月29日 平成29年1月4日
全国共済農業協同組合連合会
熊本県本部

自動車損害調査員（嘱託）

609 上田　真巳 55歳 陸上自衛隊高射学校付（１等陸佐） 平成28年12月29日 平成28年12月30日
東京海上日動火災保険株式会
社

保険事務員

610 上田　隆 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（海上自衛
隊第２航空修理隊司令）（１等海
佐）

平成28年12月29日 平成28年12月30日
株式会社ジュピターコーポ
レーション

次長（嘱託社員）

611 佐藤　長武 55歳
海上自衛隊小月航空基地隊付（２等
海佐）

平成28年12月30日 平成28年12月31日 株式会社長府製作所 運転手

612 伊津野　孝久 55歳
陸上自衛隊第１２旅団司令部付（２
等陸佐）

平成28年12月31日 平成29年1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員

613 宮本　登 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成28年12月31日 平成29年1月1日 学校法人雙葉学園 用務員

614 工藤　元 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（１等
陸佐）

平成29年1月1日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 自賠責損害調査業務

615 川野　哲也 54歳
陸上自衛隊丘珠駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年1月1日 平成29年1月6日 ビルドプロテック株式会社 防水工員

616 飯村　新治 54歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊付
（３等陸佐）

平成29年1月1日 平成29年1月2日 千歳建設株式会社
道路パトロール業務（準社
員）

617 佐藤　光晴 55歳
陸上自衛隊岩手駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成29年1月1日 平成29年1月2日 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 警備員

618 西澤　一彦 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（３等陸
佐）

平成29年1月1日 平成29年1月2日
スバルリビングサービス株式
会社

清掃

619 岡本　秀樹 54歳
航空自衛隊第２補給処十条支処（３
等空佐）

平成29年1月1日 平成29年1月2日
エム・ユービジネスサービス
株式会社

事務員（嘱託）

620 嶋田　正志 54歳
陸上自衛隊第１３旅団司令部付（３
等陸佐）

平成29年1月2日 平成29年4月1日
学校法人広島工業大学専門学
校

営繕業務員・マイクロバス運
転手

621 田中　仁 54歳
自衛隊熊本地方協力本部募集課天草
駐在員事務所長（３等陸佐）

平成29年1月2日 平成29年1月3日 九州綜合サービス株式会社 施設警備業務

622 大川　和志 55歳
海上自衛隊横須賀地方総監部付（２
等海佐）

平成29年1月2日 平成29年2月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

施設警備員（嘱託）

623 岸田　正庸 55歳
陸上自衛隊第５旅団第４普通科連隊
付（２等陸佐）

平成29年1月3日 平成29年1月4日 日本生命保険相互会社
釧路支社（帯広地域）駐在職
員

624 三好　邦夫 55歳
陸上自衛隊関西補給処三軒屋弾薬支
処付（２等陸佐）

平成29年1月3日 平成29年1月4日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害調査員

625 前原　博文 55歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（２
等海佐）

平成29年1月3日 平成29年1月4日
全国共済農業協同組合連合会
福岡県本部

自動車事故損害調査業務（嘱
託）

626 大脇　和彦 54歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（３等
海佐）

平成29年1月3日 平成29年1月21日
株式会社エー・エム・サポー
ト

整備補給支援員

627 髙田　治彦 56歳
海上自衛隊東京業務隊付（防衛研究
所教育部主任研究官）（１等海佐）

平成29年1月4日 平成29年1月5日 弘済企業株式会社 出張所長

628 菊池　彰洋 55歳
陸上自衛隊西部方面後方支援隊付
（１等陸佐）

平成29年1月5日 平成29年1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

629 栗原　陽一 55歳
海上自衛隊八戸航空基地隊付（２等
海佐）

平成29年1月6日 平成29年1月7日 青い森信用金庫 庶務業務（契約職員）
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630 麻生　良一 55歳
陸上自衛隊第１４旅団第１４特科隊
付（２等陸佐）

平成29年1月7日 平成29年1月8日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス主任

631 長葭　雅博 55歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処付（２
等陸佐）

平成29年1月7日 平成29年1月10日 株式会社ワコール
事故リスク災害対応員（契約
社員）

632 雁原　隆次 55歳
航空自衛隊第２航空団付（２等空
佐）

平成29年1月7日 平成29年2月1日
損保ジャパン日本興亜株式会
社

賠償主事（嘱託）

633 宮島　重美 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成29年1月7日 平成29年1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（契約社
員から正社員に移行）

634 興梠　篤太郎 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部人事部付
（２等陸佐）

平成29年1月8日 平成29年1月9日 学校法人都築教育学園 入試・広報課長

635 栗原　浩之 54歳
陸上自衛隊北部方面航空隊付（３等
陸佐）

平成29年1月8日 平成29年1月9日 株式会社イカイ
任期制自衛官退職者の採用業
務及び付帯する業務

636 鳥飼　晴子 55歳
陸上自衛隊東北補給処装備計画部企
画課防衛調整官（２等陸佐）

平成29年1月8日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 一般事務員

637 松本　勝一 54歳
陸上自衛隊中部方面通信群付（３等
陸佐）

平成29年1月8日 平成29年1月10日
ダイビル・ファシリティ・マ
ネジメント株式会社

設備員

638 福岡　六美 55歳
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊付
（１等陸佐）

平成29年1月9日 平成29年2月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

主事

639 林　秀樹 56歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等
海佐）

平成29年1月9日 平成29年2月1日 山九株式会社 管理マネージャー

640 宮田　政之 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（２等
陸佐）

平成29年1月10日 平成29年1月11日
ダイビル・ファシリティ・マ
ネジメント株式会社

常駐警備

641 盛田　武 55歳
陸上自衛隊武山駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年1月10日 平成29年2月1日
株式会社ニチレイフレッシュ
プロセス

事業管理

642 山﨑　憲司 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等
海佐）

平成29年1月10日 平成29年1月11日 中日本航空株式会社 運航管理職

643 板倉　吉成 55歳
陸上自衛隊第１特科団第４特科群付
（２等陸佐）

平成29年1月11日 平成29年1月12日 弘済企業株式会社 上富良野保険出張所副所長

644 河野　剛士 55歳
陸上自衛隊西部方面後方支援隊付
（２等陸佐）

平成29年1月11日 平成29年1月16日 株式会社せいわ介護 総務全般（契約社員）

645 木村　保夫 54歳
航空自衛隊第４航空団付（３等空
佐）

平成29年1月11日 平成29年1月12日 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社 施設警備員

646 滝口　大介 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団連絡
偵察飛行隊航空操縦士（３等陸佐）

平成29年1月12日 平成29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

647 米田　康幸 55歳
航空自衛隊作戦システム運用隊付
（２等空佐）

平成29年1月12日 平成29年1月13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）

648 土屋　昭人 55歳
航空自衛隊飛行開発実験団付（２等
空佐）

平成29年1月12日 平成29年1月13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)

649 坂本　滋 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成29年1月12日 平成29年2月1日 東芝電波プロダクツ株式会社
防衛関連機材の維持整備支援
業務（常勤嘱託）

650 三上　寿幸 54歳
陸上自衛隊北部方面会計隊北部方面
会計隊本部付（３等陸佐）

平成29年1月13日 平成29年1月14日 株式会社北海道銀行 事務員（嘱託）

651 星野　良行 55歳
陸上自衛隊関東補給処用賀支処付
（２等陸佐）

平成29年1月14日 平成29年1月15日 ジケイ・スペース株式会社
寮管理人（寮長）（最初１年
間は契約社員）

652 小林　一哉 55歳
陸上自衛隊練馬駐屯地付（３等陸
佐）

平成29年1月14日 平成29年1月23日
株式会社ＤＮＰファシティ
サービス

常勤警備

653 山田　竜二 56歳
海上自衛隊第２１航空群司令部付
（１等海佐）

平成29年1月14日 平成29年1月15日
明電プラントシステムズ株式
会社

技術部工事支援課担当部長

654 野田　浩康 55歳
陸上自衛隊北海道補給処付（２等陸
佐）

平成29年1月15日 平成29年1月16日 株式会社ほくやく 配達員（嘱託）

655 髙松　浩三 55歳
海上自衛隊那覇航空基地隊付（２等
海佐）

平成29年1月15日 平成29年1月16日 弘済企業株式会社 保険営業

656 岡本　誠治 55歳
航空自衛隊航空開発実験集団司令部
付（２等空佐）

平成29年1月15日 平成29年4月1日 飯能信用金庫 用度担当業務

657 瀬尾　千里 55歳
陸上自衛隊東北補給処付（２等陸
佐）

平成29年1月16日 平成29年1月17日 ウエノ設備株式会社
防火設備の点検及び設備工事
等施行管理担当

658 黒木　茂生 54歳
陸上自衛隊第１３旅団第１３後方支
援隊付（３等陸佐）

平成29年1月16日 平成29年2月1日
ひろしんビジネスサービス株
式会社

外勤事務従事者

659 村岡　定治 55歳
陸上自衛隊第１２ヘリコプター隊付
（３等陸佐）

平成29年1月16日 平成29年2月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

損害調査
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660 幾島　公一 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成29年1月18日 平成29年2月1日
株式会社常陽銀行土浦駅前支
店

用務員

661 佐藤　岳人 55歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（２等
陸佐）

平成29年1月19日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 一般事務員

662 中村　安吉 54歳
自衛隊沖縄地方協力本部付（３等陸
佐）

平成29年1月19日 平成29年1月20日
公益財団法人沖縄県メモリア
ル整備協会

法務スタッフ

663 西條　健一 55歳
陸上自衛隊第１２旅団第２普通科連
隊付（２等陸佐）

平成29年1月19日 平成29年1月20日
公益社団法人上越観光コンペ
ンション協会

営業課長（契約社員）

664 内山　兼一 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成29年1月19日 平成29年2月20日 住友電気工業株式会社 舎監（嘱託）

665 須賀　浩 55歳
陸上自衛隊第８師団第４３普通科連
隊連隊本部第１科総務幹部（２等陸
佐）

平成29年1月20日 平成29年1月21日
東京海上日動火災保険株式会
社

営業員

666 田口　道洋 55歳
陸上自衛隊西部方面混成団付（１等
陸佐）

平成29年1月20日 平成29年2月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

営業（嘱託）

667 佐藤　勲 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（３等
陸佐）

平成29年1月20日 平成29年2月1日
株式会社ハウスメイトワーク
ス

設備管理

668 塚本　勉 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（２等
陸佐）

平成29年1月20日 平成29年4月1日 学校法人日体桜華高等学校 会計事務

669 古澤　尚 54歳
海上自衛隊大湊地方総監部付（３等
海佐）

平成29年1月20日 平成29年2月1日 株式会社木村鉄工所 船舶整備工（機関）

670 佐藤　雅俊 56歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成29年1月20日 平成29年1月21日 株式会社ラック 担当部長

671 沼崎　潔 55歳
航空自衛隊偵察航空隊付（２等空
佐）

平成29年1月20日 平成29年1月21日 大京整備株式会社 庶務担当者

672 山田　昭彦 55歳
陸上自衛隊八戸駐屯地業務隊衛生科
長（２等陸佐）

平成29年1月21日 平成29年4月1日 青森県十和田市役所 防災・危機管理員

673 髙木　正文 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊広報幹
部（３等陸佐）

平成29年1月21日 平成29年1月22日 学校法人都築第一学園 事務員

674 吉田　明 54歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（３等
海佐）

平成29年1月22日 平成29年1月23日 株式会社西日本シティ銀行 集金・労務（嘱託）

675 岡本　育夫 54歳
海上自衛隊阪神基地隊付（３等海
佐）

平成29年1月23日 平成29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（嘱託）

676 早崎　義人 55歳
航空自衛隊航空気象群付（３等空
佐）

平成29年1月23日 平成29年1月24日 株式会社ハレックス 営業職

677 渡辺　敦哉 54歳
陸上自衛隊第７師団第７後方支援連
隊付（３等陸佐）

平成29年1月24日 平成29年1月26日
株式会社苫信ビジネスサプラ
イ

ＡＴＭ監視、貴重品運搬警備
（嘱託）

678 日野　孝志 54歳
航空自衛隊第４航空団付（３等空
佐）

平成29年1月24日 平成29年1月25日
石巻エヌピーサポート株式会
社

施設警備員

679 片岡　直樹 55歳
航空自衛隊第１術科学校付（２等空
佐）

平成29年1月24日 平成29年2月1日
富士重工業株式会社航空宇宙
カンパニー

製造部第一組立課Ｃ４係

680 亀谷　昌樹 55歳
陸上自衛隊第１１旅団第１１特科隊
付（２等陸佐）

平成29年1月25日 平成29年1月26日 学校法人都築教育学園 事務職員

681 中川　一浩 55歳 陸上自衛隊通信学校付（２等陸佐） 平成29年1月25日 平成29年1月26日 学校法人都築第一学園 事務員

682 川瀬　博之 55歳 陸上自衛隊輸送学校付（２等陸佐） 平成29年1月25日 平成29年2月1日 株式会社武蔵野銀行 集金逓送

683 佐藤　正美 54歳
航空自衛隊第４航空団付（３等空
佐）

平成29年1月25日 平成29年2月1日 陽光ビルサービス株式会社 施設警備員

684 武田　和彦 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（１等空佐）

平成29年1月26日 平成29年1月27日
株式会社シー・キューブド・
アイ・システムズ

システムに関する調査研究及
び提案活動係（常勤嘱託）

685 稲瀬　一郎 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成29年1月27日 平成29年2月1日
メタウォーターテック株式会
社

建設現場の安全指導員（契約
社員）

686 栗原　眞喜子 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等
陸佐）

平成29年1月28日 平成29年1月29日 いちよし証券株式会社 営業

687 近藤　伸二 55歳
海上自衛隊第４整備補給隊付（２等
海佐）

平成29年1月28日 平成29年2月1日 日鉄住金鋼管株式会社 主管

688 富松　宏充 55歳
陸上自衛隊西部方面会計隊付（２等
陸佐）

平成29年1月29日 平成29年2月1日
医療法人社団坂梨会阿蘇温泉
病院

総務事務（契約社員）

689 大橋　邦拓 55歳
航空自衛隊第２補給処十条支処付
（１等空佐）

平成29年1月29日 平成29年2月1日
一般社団法人日本防衛装備工
業会

総務課長
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690 中村　明 55歳
陸上自衛隊第６師団第２０普通科連
隊付（２等陸佐）

平成29年1月30日 平成29年2月1日 第一貨物株式会社 総合職（嘱託社員）

691 前田　英昭 54歳
海上自衛隊第３術科学校付（３等海
佐）

平成29年1月30日 平成29年1月31日
羽田エアポートセキュリ
ティー株式会社

警備員（嘱託）

692 橘木　耕治 55歳
陸上自衛隊第２師団第２戦車連隊付
（２等陸佐）

平成29年1月31日 平成29年2月1日 富国生命保険相互会社 営業主幹（嘱託）

693 髙津　博利 55歳
陸上自衛隊第８師団第８特科連隊連
隊本部教養幹部（２等陸佐）

平成29年1月31日 平成29年2月1日 新規建設株式会社
アフター部門、概築建物の点
検及び修理

694 橋本　光也 55歳
陸上自衛隊中部方面混成団第４９普
通科連隊教養幹部（１等陸佐）

平成29年1月31日 平成29年2月1日
一般社団法人パブリックサー
ビス

河川巡視員

695 戸部　敏博 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成29年2月1日 平成29年2月2日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害サービス

696 西村　延行 55歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処付（２
等陸佐）

平成29年2月2日 平成29年2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

697 山田　洋士 56歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等
海佐）

平成29年2月2日 平成29年2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）

698 高久　秀彰 55歳
陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処
総括幹部（１等陸佐）

平成29年2月3日 平成29年2月4日 北海道日油株式会社
業務アドバイザー（常勤嘱
託）

699 豊原　敬三 56歳
陸上自衛隊会計監査隊東方分遣隊分
遣隊長（１等陸佐）

平成29年2月3日 平成29年2月4日 学校法人都築学園 学園本部業務

700 坂本　宏輝 55歳 陸上自衛隊衛生学校付（２等陸佐） 平成29年2月4日 平成29年3月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

店頭警備

701 工藤　芳正 54歳
海上自衛隊余市防備隊付（３等海
佐）

平成29年2月4日 平成29年2月6日 小樽倉庫株式会社
社用車運転手兼施設安全管理
業務（契約社員）

702 岩元　憲道 54歳
自衛隊兵庫地方協力本部付（３等陸
佐）

平成29年2月5日 平成29年2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

703 和田　浩美 55歳
陸上自衛隊第１２旅団第１２特科隊
付（３等陸佐）

平成29年2月5日 平成29年2月6日
東京海上日動火災保険株式会
社

保険業務員（特定社員）

704 髙桑　大助 55歳
陸上自衛隊第１施設団本部付（２等
陸佐）

平成29年2月6日 平成29年4月1日 茨城県境町役場 危機管理監

705 村﨑　英樹 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成29年2月6日 平成29年3月1日
エム・ユー・トラスト総合管
理株式会社

庶務業務

706 山本　隆祥 55歳
航空自衛隊第１航空団付（１等空
佐）

平成29年2月6日 平成29年2月19日 中村建設株式会社 安全衛生管理

707 福元　国昭 55歳
航空自衛隊航空教育隊付（２等空
佐）

平成29年2月6日 平成29年3月1日 昭和飛行機工業株式会社 部外委託講師（嘱託）

708 秋山　旭 55歳
自衛隊兵庫地方協力本部付（２等陸
佐）

平成29年2月7日 平成29年3月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

施設警備員（嘱託職員）

709 池田　輝幸 56歳
海上自衛隊横須賀地方総監部付（１
等海佐）

平成29年2月7日 平成29年3月1日 防衛省職員生活協同組合 参事

710 小畑　政治 55歳
航空自衛隊第４補給処付（３等空
佐）

平成29年2月7日 平成29年3月1日 株式会社りそな銀行 集金業務員

711 石川　良二 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成29年2月8日 平成29年2月9日 株式会社大京アステージ
防災センター要員（嘱託社
員）

712 泉　裕 55歳
陸上自衛隊北部方面指揮所訓練支援
隊付（２等陸佐）

平成29年2月9日 平成29年3月1日 株式会社広島厚生会 事務局長

713 堀場　恒明 55歳
海上自衛隊大湊基地業務隊補充部付
（２等海佐）

平成29年2月10日 平成29年2月11日 函館どつく株式会社 大湊連絡所長（常勤嘱託）

714 平井　啓予 55歳
陸上自衛隊関東補給処用賀支処付
（２等陸佐）

平成29年2月11日 平成29年2月12日 学校法人暁星学園
学園経理事務本務職員（嘱
託）

715 井上　博 54歳
航空自衛隊第５航空団付（３等空
佐）

平成29年2月11日 平成29年3月13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

716 芹口　秀文 55歳
陸上自衛隊第１ヘリコプター団付
（３等陸佐）

平成29年2月12日 平成29年4月1日
新日鐵住金株式会社君津製鉄
所

職員

717 七役　仁 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（３等
陸佐）

平成29年2月12日 平成29年4月1日
学校法人国学院大学久我山中
学校・高等学校

施設管理

718 堀　浩明 56歳 陸上自衛隊研究本部付（１等陸佐） 平成29年2月13日 平成29年2月14日
株式会社イノベーショントラ
スト

コンサルティング営業職（常
勤）

719 小暮　桂一 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成29年2月13日 平成29年2月14日 アカギヘリコプター株式会社 操縦士
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720 旦尾　拓功 54歳
陸上自衛隊北海道補給処安平弾薬支
処付（３等陸佐）

平成29年2月14日 平成29年3月1日 ＡＮＡ新千歳空港株式会社 清掃員（嘱託）

721 中野　昌信 55歳 陸上自衛隊航空学校付（２等陸佐） 平成29年2月15日 平成29年2月16日
三銀ビジネス・サービス株式
会社

外勤事務従事者

722 松本　明彦 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊補充部
付（２等海佐）

平成29年2月15日 平成29年2月16日 株式会社グローカルジャパン 企画開発事業室員

723 近藤　眞人 54歳
航空自衛隊航空気象群付（３等空
佐）

平成29年2月15日 平成29年2月20日 株式会社サンネクト 気象観測員

724 御影　清彦 55歳
海上自衛隊余市防備隊付（２等海
佐）

平成29年2月16日 平成29年2月21日 北海バネ株式会社 営業管理業務

725 岡崎　哲也 55歳 航空自衛隊補給本部付（３等空佐） 平成29年2月16日 平成29年4月1日
一般財団法人東北電気保安協
会福島事業本部

電気調査技術士

726 井上　喜文 56歳
海上自衛隊横須賀潜水艦基地隊付
（海上自衛隊呉教育隊司令）（１等
海佐）

平成29年2月17日 平成29年2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

727 松川　克成 54歳
海上自衛隊下関基地隊付（３等海
佐）

平成29年2月17日 平成29年2月18日 吉南株式会社 製造オペレーター

728 森　直之 55歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 平成29年2月17日 平成29年3月1日 川崎重工業株式会社
事務技術職(嘱託)(品質監査
調整担当)

729 川辺　伸二 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（１等
陸佐）

平成29年2月20日 平成29年4月1日
株式会社エーチーム・アカデ
ミー

札幌校の業務全般における推
進管理及び施設管理

730 島田　久充 55歳
自衛隊宮崎地方協力本部付（２等陸
佐）

平成29年2月20日 平成29年2月21日 吉原建設株式会社 業務課長

731 本道　芳幸 55歳
自衛隊長野地方協力本部付（３等陸
佐）

平成29年2月21日 平成29年2月22日 昌栄高速運輸株式会社 運行管理

732 小田　清 55歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 平成29年2月21日 平成29年2月27日
全国共済農業協同組合連合会
東京都本部

自動車事故対人査定員（嘱
託）

733 山﨑　浩人 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 平成29年2月23日 平成29年2月24日 株式会社千都建築設計事務所 建築設計技師

734 鈴木　浩之 55歳
陸上自衛隊第５旅団第２７普通科連
隊付（１等陸佐）

平成29年2月24日 平成29年2月25日
三井住友海上火災保険株式会
社

損害サポート専任職（アソシ
エイト社員）

735 小林　義富 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成29年2月24日 平成29年2月25日 富士通特機システム株式会社 営業支援業務

736 網代　信一 54歳
航空自衛隊第２術科学校付（３等空
佐）

平成29年2月24日 平成29年4月19日
セコムジャスティック株式会
社中部本部

警備員

737 前川　治之 55歳
陸上自衛隊中部方面航空隊中部方面
ヘリコプター隊付（２等陸佐）

平成29年2月25日 平成29年3月1日 奈良中央信用金庫 役員運転手（嘱託社員）

738 伊川　好文 55歳
海上自衛隊呉造修補給所付（２等海
佐）

平成29年2月25日 平成29年2月26日 株式会社丹青社 運営スタッフ（契約社員）

739 菅野　聡 56歳
航空自衛隊航空支援集団司令部監理
監察官（１等空佐）

平成29年2月25日 平成29年2月26日 住商エアロシステム株式会社
営業指導及び営業管理補佐
（嘱託）

740 村井　光信 54歳
陸上自衛隊北海道補給処早来燃料支
処付（３等陸佐）

平成29年2月26日 平成29年3月1日 共進運輸株式会社 運転手

741 上村　幸二 55歳
陸上自衛隊関東補給処付（３等陸
佐）

平成29年2月26日 平成29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

742 錦織　康二 55歳 陸上自衛隊武器学校付（２等陸佐） 平成29年2月26日 平成29年3月1日 横河電子機器株式会社 事務職

743 野﨑　敏広 54歳
陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年2月27日 平成29年3月1日 玉名農業協同組合 事故処理（嘱託）

744 福田　龍海 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付
（３等空佐）

平成29年2月27日 平成29年2月28日 株式会社上益城車検センター 一般事務員

745 西川　博永 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成29年2月28日 平成29年3月1日
株式会社三井住友海上火災保
険

損害サポート専任職（契約社
員）

746 菅原　隆之 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成29年2月28日 平成29年3月1日
富士重工業株式会社航空宇宙
カンパニー

技能職

747 髙田　正道 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成29年2月28日 平成29年3月3日 神奈川県海老名市役所 事務嘱託員

748 宮坂　政行 55歳
陸上自衛隊松本駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成29年3月1日 平成29年4月1日 長野県松本市役所 防災専門官

749 松本　二雄 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊司令業
務室長（２等陸佐）

平成29年3月1日 平成29年3月2日 野村證券株式会社 一般労務・店舗管理業務



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

750 髙橋　雄樹 55歳
陸上自衛隊第３０５基地システム通
信中隊付（３等陸佐）

平成29年3月1日 平成29年3月2日
株式会社シー・キューブド・
アイ・システムズ

システム管理・保守作業

751 齋藤　剛 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（２等海
佐）

平成29年3月1日 平成29年3月2日 青空観光株式会社 運転手

752 小玉　狩久 55歳 自衛隊仙台病院付（２等陸佐） 平成29年3月2日 平成29年3月3日 株式会社パスク 情報連絡員

753 畑澤　千春 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（３等
陸佐）

平成29年3月2日 平成29年4月1日 一般財団法人シーソック 作業員（契約職員）

754 松田　弘毅 56歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（１
等海佐）

平成29年3月2日 平成29年4月1日 長崎県佐世保市役所 主幹（課長級）

755 蝦名　康一 55歳 自衛隊体育学校付（２等陸佐） 平成29年3月3日 平成29年3月4日 センコー株式会社 採用業務

756 富山　浩行 56歳
陸上自衛隊東部方面総監部付（１等
陸佐）

平成29年3月3日 平成29年3月4日
学校法人都築学園日本薬科大
学

学校事務職員

757 北條　恵志 54歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（３等空佐）

平成29年3月3日 平成29年3月16日 株式会社西部総合企画
バスの運転及び付随する業務
担当

758 脇坂　算悦 54歳
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年3月4日 平成29年3月5日
全国共済農業共同組合連合会
愛知県本部

損害調査員（常勤嘱託員）

759 七夕　浩二 54歳
陸上自衛隊西部方面会計隊第３６１
会計隊本部付（３等陸佐）

平成29年3月4日 平成29年3月5日 学校法人都築育英学園 事務職（嘱託）

760 岡島　誠 54歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（３等
空佐）

平成29年3月4日 平成29年3月15日
千歳ファシリティーズ株式会
社

警備庶務

761 田井　祥三 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 平成29年3月4日 平成29年3月5日 学校法人星美学園 小学校事務職員

762 蜂谷　浩昭 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等
空佐）

平成29年3月4日 平成29年3月5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）

763 田口　孝二 56歳
陸上自衛隊北部方面総監部付（１等
陸佐）

平成29年3月5日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

764 林　芳敏 54歳
陸上自衛隊第８師団第２４普通科連
隊連隊本部第２科長（３等陸佐）

平成29年3月5日 平成29年3月13日
全国共済農業共同組合連合会
宮崎県本部

自動車損害調査員（嘱託）

765 皆倉　誠 55歳
海上自衛隊第１航空修理隊付（２等
海佐）

平成29年3月5日 平成29年3月6日 アヤベ株式会社 機械設備保全管理業務

766 村上　有磁 54歳
航空自衛隊第３補給処付（３等空
佐）

平成29年3月5日 平成29年4月1日 学校法人盈進学園 校内メンテナンス係（嘱託）

767 中薗　寛志 55歳
陸上自衛隊第２師団司令部付（１等
陸佐）

平成29年3月6日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 自賠責損害調査業務

768 加藤　孝 55歳
自衛隊茨城地方協力本部付（３等陸
佐）

平成29年3月6日 平成29年3月7日
全国共済農業協同組合連合会
茨城県本部

損害調査員

769 古澤　正巳 56歳 陸上自衛隊高射学校付（１等陸佐） 平成29年3月6日 平成29年4月1日 三菱電機株式会社 電子企画付

770 津村　卓也 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等
海佐）

平成29年3月6日 平成29年3月7日
羽田エアポートセキュリ
ティー株式会社

施設警備（嘱託）

771 鶴原　重光 55歳
陸上自衛隊北部情報保全隊別海情報
保全派遣隊付（２等陸佐）

平成29年3月7日 平成29年3月8日 一般財団法人日本気象協会 航空気象観測通報業務

772 善本　武司 55歳
陸上自衛隊第８師団第８後方支援連
隊連隊本部第１科長（３等陸佐）

平成29年3月7日 平成29年3月8日 有限会社アカツキ商店 店員

773 仲田　基徳 55歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（２
等海佐）

平成29年3月7日 平成29年4月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

自動車事故損害調査業務（嘱
託）

774 關塚　清一 55歳
航空自衛隊第４術科学校付（２等空
佐）

平成29年3月7日 平成29年3月8日 第一機械株式会社 加工業務員

775 日野　求一 55歳
航空自衛隊第８航空団付（１等空
佐）

平成29年3月7日 平成29年3月8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）

776 荘野　英俊 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（３等陸
佐）

平成29年3月8日 平成29年4月1日
ライジングビルメインテナン
ス株式会社

フロア警備

777 千頭　正明 56歳
陸上自衛隊通信団本部付（１等陸
佐）

平成29年3月8日 平成29年3月9日 興和株式会社 営業支援・技術指導

778 菅原　光春 54歳
陸上自衛隊第５旅団第５後方支援隊
輸送隊付（３等陸佐）

平成29年3月9日 平成29年5月1日 株式会社北洋銀行
現金管理・ＡＴＭ管理・店内
事務等（嘱託職員）

779 栗栖　尚 55歳
航空自衛隊南西航空警戒管制隊（２
等空佐）

平成29年3月10日 平成29年3月11日
東京海上日動火災保険株式会
社

損害調査職員
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780 岩満　隆 54歳
陸上自衛隊北部方面航空隊北部方面
航空野整備隊補給隊長（３等陸佐）

平成29年3月11日 平成29年3月12日
札幌パブリック警備保障株式
会社

ＡＴＭ障害対応業務

781 佐々木　長大 54歳
航空自衛隊第２航空団付（３等空
佐）

平成29年3月11日 平成29年4月1日
北海道パワーエンジニアリン
グ株式会社

技術職（正社員）

782 森　芳朗 55歳
航空自衛隊第８航空団付（２等空
佐）

平成29年3月11日 平成29年4月1日 築上町商工会 事務局長

783 倉野　哲郎 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付
（２等空佐）

平成29年3月11日 平成29年3月12日
ライジング厚生サービス株式
会社

施設管理者

784 四宮　康弘 54歳
自衛隊徳島地方協力本部付（３等陸
佐）

平成29年3月12日 平成29年3月14日 日亜興業株式会社 事務・庶務員

785 松川　伸一 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成29年3月12日 平成29年4月1日
富士重工業株式会社航空宇宙
カンパニー

技能職

786 岡崎　禎宏 55歳 自衛隊仙台病院付（３等陸佐） 平成29年3月13日 平成29年4月1日 ジブラルタ生命保険株式会社 営業担当

787 瀧上　浩典 56歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 平成29年3月13日 平成29年4月1日 日立造船株式会社 運営設備管理

788 加藤　孝 55歳
陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年3月14日 平成29年3月15日
ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳ
Ｓ東北株式会社

バス運行管理者

789 宮田　英徳 56歳
陸上自衛隊関東補給処付（１等陸
佐）

平成29年3月14日 平成36年3月14日
株式会社ＩＨＩエアロスペー
ス

部長付

790 菅原　美智治 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 平成29年3月15日 平成29年3月16日 宗教法人祖敬会 施設管理

791 今北　裕也 54歳 航空自衛隊第３高射群（３等空佐） 平成29年3月15日 平成29年3月16日 大京整備株式会社 ペトリオット用車両整備員

792 相澤　浩一 54歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊付
（３等陸佐）

平成29年3月16日 平成29年4月1日 宗教法人恵庭豊栄神社 神事及び一般事務

793 草本　康志 54歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（３等海
佐）

平成29年3月16日 平成29年3月17日 ニッスイマリン工業株式会社 通信長

794 古川　進一 55歳
陸上自衛隊関東補給処古河支処付
（３等陸佐）

平成29年3月17日 平成29年3月18日 公共財団法人茨城県企業公社 浄水場施設の運転管理

795 安藤　浩 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等
空佐）

平成29年3月17日 平成29年3月18日 加賀電子株式会社 管理部門職

796 糴川　幸三 55歳
陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成29年3月19日 平成29年3月20日
ライジング厚生サービス株式
会社

庶務職社員

797 戸村　和明 54歳
陸上自衛隊西部方面後方支援隊付
（３等陸佐）

平成29年3月19日 平成29年4月1日 株式会社ニシケン 技術職

798 東谷　繁美 55歳
陸上自衛隊第１空挺団特科大隊付
（３等陸佐）

平成29年3月19日 平成29年4月1日 一般財団法人シーソック 遺棄化学兵器処理

799 木村　武 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（３等
陸佐）

平成29年3月19日 平成29年4月1日
社会医療法人若竹会つくばセ
ントラル病院

営繕設備管理

800 香山　和樹 55歳
航空自衛隊中央業務隊付（１等空
佐）

平成29年3月19日 平成29年4月1日 前田建設工業株式会社 シニアマネージャー

801 松本　憲和 54歳
陸所自衛隊姫路駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年3月20日 平成29年4月1日 株式会社ウエスト神姫 バス運転士

802 中川　学 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成29年3月20日 平成29年4月1日 株式会社アイアール マネージャー

803 古川　敬 55歳
海上自衛隊第５整備補給隊付（２等
海佐）

平成29年3月20日 平成29年3月21日
株式会社エー・エム・サポー
ト

部品センター物品等管理員

804 松崎　康行 54歳
陸上自衛隊帯広駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年3月21日 平成29年4月1日 十勝川温泉旅館協同組合 事務局次長（正職員）

805 亀山　隆 54歳
海上自衛隊横須賀警備隊付（３等海
佐）

平成29年3月21日 平成29年3月22日
東洋マリーンサービス株式会
社

船舶管理員

806 問可　昌弘 55歳
陸上自衛隊通信団本部付（３等陸
佐）

平成29年3月22日 平成29年4月1日
合同会社たまえ　たまえス
テーション

サービス提供責任者

807 内田　昌輝 55歳
自衛隊三重地方協力本部長（陸将
補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 京都府精華町役場 総務部参事

808 小沼　敏孝 55歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊副隊
長（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 北海道庁 危機対策企画幹

809 米山　則行 55歳
陸上自衛隊東北方面後方支援隊付
（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年5月1日 千葉県習志野市役所 危機監理監
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810 齋藤　裕一 54歳
陸上自衛隊東北方面総監部人事部援
護業務課企画班長（２等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 秋田県由利本荘市役所 危機監理監

811 藤井　達也 54歳
陸上自衛隊東北方面総監部人事部厚
生課厚生班長（２等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 秋田県湯沢市役所 防災監

812 中都　正広 54歳
陸上自衛隊東北方面混成団本部管理
科長（２等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 千葉県君津市役所 主幹（課長相当職）

813 秋庭　隆之 55歳
陸上自衛隊第９師団司令部第１部総
括班長（２等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 青森県青森市役所 自主防災組織支援員

814 池田　重則 55歳
陸上自衛隊東部方面混成団第４８普
通科連隊付（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 岐阜県庁 防災対策監

815 木ノ下　千敏志 55歳
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊長
（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 兵庫県明石市役所 総合安全対策局長

816 藤木　隆志 55歳
陸上自衛隊関西補給処総務部長（陸
将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 トヨタ自動車株式会社
中国山陰山陽四国地区募集担
当者（嘱託）

817 大村　隆紀 55歳
陸上自衛隊第１施設団第５施設群長
（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 徳島県南部総合県民局 企画幹

818 坂田　治民 55歳
陸上自衛隊徳島駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 岐阜県飛騨市役所 危機管理課長

819 渡邉　邦彦 54歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処補給部
保管課保管管理班長（２等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 奈良県田原町役場 課長補佐（任期付職員）

820 草間　比呂男 54歳
陸上自衛隊第３師団第３偵察隊教養
幹部（３等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 大阪府河内長野市役所 危機管理業務

821 中村　義富美 55歳
陸上自衛隊中部方面総監部総務部地
域連絡調整課総括班長（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 大阪府枚方市役所 一般事務

822 中武　裕嚴 54歳
陸上自衛隊西部方面総監部情報部資
料課長（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 熊本県八代市役所 危機管理監

823 西岡　勝浩 54歳
陸上自衛隊東部方面総監部防衛部防
衛課陸上連絡官（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 東京都渋谷区役所
危機管理対策部防災課地域防
災主査

824 白木　正一 54歳 陸上自衛隊高射学校付（３等陸佐） 平成29年3月23日 平成29年4月1日 千葉県富里市役所 防災・危機管理員

825 大西　正浩 55歳
陸上自衛隊中央即応集団第１ヘリコ
プター団副団長（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年5月8日 ベルヘリコプター株式会社 アドバイザー

826 平野　剛 55歳
陸上自衛隊研究本部総合研究部第５
研究課長（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 株式会社構造計画研究所
マーケティング担当（室長相
当）

827 小林　俊也 55歳
防衛研究所政策研究部軍事戦略研究
室主任研究官（陸将補）

平成29年3月23日 平成29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

828 早川　浩司 55歳
陸上自衛隊幹部学校研究課長（陸将
補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 千葉県千葉市役所 危機管理調整担当課長

829 許斐　輝幸 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊隊長
（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 埼玉県さいたま市役所 危機管理部参事

830 佐々木　博茂 55歳
陸上自衛隊航空学校宇都宮分校長
（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月16日 三菱プレシジョン株式会社 製品アドバイザー

831 白井　一弘 55歳
防衛装備庁長官官房装備開発官付総
括室長（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 株式会社東芝
インフラシステムソリュー
ション社（嘱託）

832 石﨑　敦士 55歳
陸上自衛隊補給統制本部火器車両部
長（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 株式会社ＪＡＬＵＸ 顧問

833 甲斐　康誠 55歳
陸上自衛隊東部方面混成団団長（陸
将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 東京都大田区役所 危機管理監

834 河野　玄治 55歳
陸上自衛隊幹部学校総合兵站教育室
長（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 神奈川県相模原市役所 主幹

835 藏野　隆洋 55歳
陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊隊長
（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 栃木県宇都宮市役所 危機管理業務

836 石井　博之 55歳
陸上自衛隊施設学校総務部長（１等
陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 茨城県古河市役所 参事

837 野間　光二 55歳
陸上自衛隊幹部学校作戦運用室教官
（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 埼玉県吉川市役所 防災危機管理担当職員

838 小野　正蔵 54歳
陸上自衛隊青野原駐屯地業務隊長
（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 富山県氷見市役所 地域防災室長

839 中渡　徹 55歳
陸上自衛隊第８師団第１２普通科連
隊連隊本部副連隊長（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 熊本県球磨郡球磨村役場 防災管理官
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840 鈴木　和之 55歳
陸上自衛隊小平学校人事教育部法務
教官室長（１等陸佐）

平成29年3月23日 平成29年3月24日 旭日産業株式会社 総務課長

841 矢野　隆太郎 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29年3月23日 平成29年3月24日 マリンソフト株式会社 推進・電気システム部次長

842 伊藤　護 55歳 海上自衛隊幹部学校付（２等海佐） 平成29年3月23日 平成29年3月24日
ライジング厚生サービス株式
会社

施設管理者

843 安藤　隆太 55歳
陸上自衛隊第１１旅団副旅団長兼陸
上自衛隊真駒内駐屯地司令（陸将
補）

平成29年3月23日 平成29年3月24日 株式会社ゆうちょ銀行 専門役

844 中田　茂喜 55歳
陸上自衛隊北部方面施設隊副隊長
（陸将補）

平成29年3月23日 平成29年4月1日 医療法人社団葵会 総務・事務職

845 平野　卓 55歳
自衛隊東京地方協力本部付（１等陸
佐）

平成29年3月24日 平成29年3月25日 学校法人都築科学学園 学校事務

846 渡邊　雅仁 55歳
陸上自衛隊第６師団第６施設大隊付
（２等陸佐）

平成29年3月25日 平成29年6月1日 株式会社ネクスコトール東北 料金収受職

847 小林　公則 55歳
陸上自衛隊施設教導隊付（２等陸
佐）

平成29年3月25日 平成29年4月1日 茨城県常陸大宮市役所 防災・危機管理員

848 松尾　友幸 55歳
陸上自衛隊関東補給処用賀支処付
（３等陸佐）

平成29年3月25日 平成29年3月26日 社団法人日本防衛衛生学会 庶務業務

849 佐藤　輝典 55歳
海上自衛隊大湊造修補給所付（１等
海佐）

平成29年3月25日 平成29年3月26日 株式会社大湊精電社 艦船事務員

850 事谷　剛 54歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（３等
空佐）

平成29年3月25日 平成29年4月1日 日本管財株式会社 施設警備員

851 神田　俊英 55歳
航空自衛隊第４術科学校業務部長
（１等空佐）

平成29年3月25日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

852 納富　宏紀 55歳
航空自衛隊第３輸送航空隊副司令
（１等空佐）

平成29年3月25日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

853 佐々木　清二 54歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（３等
陸佐）

平成29年3月26日 平成29年4月1日
日本赤十字社北海道ブロック
血液センター

血液等配送（委託職員）

854 水野　正明 54歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処付（３
等陸佐）

平成29年3月26日 平成29年4月1日 中信総合サービス株式会社 警乗警備員

855 木下　政彦 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（１等
海佐）

平成29年3月26日 平成29年5月15日
株式会社エー・エム・サポー
ト

所長

856 佐藤　誠 55歳
海上自衛隊東京業務隊付（１等海
佐）

平成29年3月26日 平成29年3月27日 川崎重工業株式会社 基幹職（嘱託）

857 久保田　春夫 55歳
陸上自衛隊第１高射特科団第１高射
特科群本部第４科長（２等陸佐）

平成29年3月27日 平成29年4月1日
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

賠償主事（嘱託社員）

858 大西　宏昌 54歳
陸上自衛隊松山駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成29年3月28日 平成29年3月29日 三豊運送株式会社 事務員

859 中林　達人 54歳
陸上自衛隊第１４旅団司部付（３等
陸佐）

平成29年3月28日 平成29年3月29日
株式会社ジョイント・システ
ムズ・サービス

所長

860 指原　英治 54歳
海上自衛隊小月航空基地隊付（３等
海佐）

平成29年3月28日 平成29年3月29日 株式会社大分銀行
集金・使送・その他庶務業務
員

861 平山　隆仁 54歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３
等海佐）

平成29年3月30日 平成29年3月31日 株式会社リスコム ＡＴＭ障害、機械警備対処員

862 吉川　尚之 54歳
航空自衛隊第３補給処付（３等空
佐）

平成29年3月30日 平成29年4月1日 西部レクレーション株式会社 施設設備の保守・管理係

863 中村　義範 55歳
陸上自衛隊第５旅団第５後方支援隊
付（２等陸佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 社会福祉法人清水旭山学園 看護師

864 二宮　秀治 56歳
陸上自衛隊東北方面混成団本部補給
部長（１等陸佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 東邦車輌株式会社 顧問

865 髙橋　喜美雄 55歳
自衛隊東京地方協力本部付（２等陸
佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 多摩中央葬祭株式会社 総務部長

866 上野　登 55歳
自衛隊情報保全隊情報保全官（海将
補）

平成29年3月31日 平成29年4月1日
公益財団法人防衛基盤整備協
会

専門職（情報セキュリティ）

867 大久保　成彦 55歳
海上自衛隊函館基地隊司令（海将
補）

平成29年3月31日 平成29年4月1日
三菱スペース・ソフトウエア
株式会社

鎌倉事業部長付

868 佐藤　達朗 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29年3月31日 平成29年4月1日
学校法人幾徳学園神奈川工科
大学

事務職（嘱託職員）

869 篠原　泉 55歳
海上自衛隊潜水医学実験隊副長（１
等海佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員



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

870 天白　雅也 41歳
航空自衛隊第１輸送航空隊飛行群第
４０１飛行隊（３等空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日
株式会社フジドリームエアラ
インズ

操縦士

871 渡邉　融 55歳
北関東防衛局宇都宮防衛事務所長
（１等空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

872 井上　英憲 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部防衛
部作戦支援室長（１等空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

873 年森　久泰 55歳
航空自衛隊幹部学校主任教官（１等
空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 川崎重工業株式会社 嘱託

874 白水　裕人 55歳
防衛研究所政策研究部軍事戦略研究
室主任研究官（１等空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

875 冨田　清香 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部防衛
部運用課長（１等空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

876 池田　五十二 55歳
航空自衛隊北部航空方面隊司令部幕
僚長（１等空佐）

平成29年3月31日 平成29年4月1日
三井物産エアロスペース株式
会社

顧問（嘱託）

877 竹平　哲也 55歳 航空幕僚監部首席法務官（空将補） 平成29年3月31日 平成29年4月1日 富士通株式会社 顧問（嘱託）



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

2 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

3 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ熊本株式会社

4 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ高知株式会社

5 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ高知株式会社

6 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社

7 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社

8 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社

9 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社

10 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社

11 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

12 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

13 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

14 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

15 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

16 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

17 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

18 陸上幕僚監部 ＢＴＶ株式会社

19 陸上幕僚監部 ＧＨＳ株式会社千歳ホテル事業所ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

20 陸上幕僚監部 ＧＨＳ株式会社千歳ホテル事業所ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

21 陸上幕僚監部 ＩＴＨ合同会社

22 陸上幕僚監部 ＪＡうすきたまごファーム株式会社

23 陸上幕僚監部 ＪＲ九州セコム株式会社

24 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

25 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

26 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

27 陸上幕僚監部 ＫＫＲ札幌医療センター

28 陸上幕僚監部 ＭＧＣロジスティクス山北株式会社

29 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

30 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

31 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

32 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

33 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

34 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

35 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

36 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

37 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

38 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

39 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

40 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

41 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

42 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

43 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

44 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

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２８年度）



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

45 陸上幕僚監部 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

46 陸上幕僚監部 ＳＯＫＡＮ株式会社

47 陸上幕僚監部 ＴＤＦ株式会社

48 陸上幕僚監部 ＷＢＦリゾート株式会社ホテルラッソグランデ旭川

49 陸上幕僚監部 ＷＢＦリゾート株式会社ホテルラッソグランデ旭川

50 陸上幕僚監部 ＹＳヤマショウ株式会社

51 陸上幕僚監部 アーキテック株式会社

52 陸上幕僚監部 アートクリーン有限会社

53 陸上幕僚監部 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

54 陸上幕僚監部 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

55 陸上幕僚監部 アイビー株式会社

56 陸上幕僚監部 アイリスオーヤマ株式会社

57 陸上幕僚監部 あけぼの観光株式会社

58 陸上幕僚監部 あさぎり開発株式会社

59 陸上幕僚監部 あさぎり開発株式会社

60 陸上幕僚監部 あさぎり開発株式会社

61 陸上幕僚監部 アサヒプリテック株式会社

62 陸上幕僚監部 あつまバス株式会社

63 陸上幕僚監部 アメック株式会社

64 陸上幕僚監部 アラコム株式会社

65 陸上幕僚監部 アリアケジャパン株式会社

66 陸上幕僚監部 アリオンテック株式会社

67 陸上幕僚監部 アルバック東北株式会社

68 陸上幕僚監部 アルバック東北株式会社

69 陸上幕僚監部 アルピコ交通株式会社

70 陸上幕僚監部 アルファサービス株式会社

71 陸上幕僚監部 イオンディライトセキュリティ株式会社

72 陸上幕僚監部 イオンディライト株式会社

73 陸上幕僚監部 いすゞ自動車九州株式会社

74 陸上幕僚監部 いすゞ自動車東北株式会社

75 陸上幕僚監部 いっしん総合サービス株式会社

76 陸上幕僚監部 イマジン株式会社

77 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

78 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

79 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

80 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

81 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

82 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

83 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

84 陸上幕僚監部 いわぎんビジネスサービス株式会社

85 陸上幕僚監部 いわぎんビジネスサービス株式会社

86 陸上幕僚監部 いわさきコーポレーション株式会社

87 陸上幕僚監部 エア・ウォーター・ハローサポート株式会社

88 陸上幕僚監部 エーケイ技工株式会社

89 陸上幕僚監部 エスエフシー株式会社

90 陸上幕僚監部 エスシーエスピー株式会社

91 陸上幕僚監部 エム・エス・ケー農業機械株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

92 陸上幕僚監部 エム・エス・ケー農業機械株式会社

93 陸上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

94 陸上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

95 陸上幕僚監部 エムケイ観光バス株式会社

96 陸上幕僚監部 オーケーバス株式会社

97 陸上幕僚監部 オガールベース株式会社

98 陸上幕僚監部 オホーツク観光株式会社レストハウス思い出の富良野

99 陸上幕僚監部 かぎん代理店株式会社

100 陸上幕僚監部 カネコ種苗株式会社

101 陸上幕僚監部 カネコ種苗株式会社

102 陸上幕僚監部 カメイ物流サービス株式会社

103 陸上幕僚監部 カワイ電線株式会社

104 陸上幕僚監部 キュウセツＡＱＵＡ株式会社

105 陸上幕僚監部 グリーン観光バス株式会社

106 陸上幕僚監部 クリタ・ケミカル東海株式会社

107 陸上幕僚監部 くるみ福祉会株式会社

108 陸上幕僚監部 くれしんビジネスサービス株式会社

109 陸上幕僚監部 くれしんビジネスサービス株式会社

110 陸上幕僚監部 ぐんぎん証券株式会社

111 陸上幕僚監部 ぐんまみらい信用金庫

112 陸上幕僚監部 ケンコーマヨネーズ株式会社

113 陸上幕僚監部 ゴールドパック株式会社

114 陸上幕僚監部 さわやか信用金庫

115 陸上幕僚監部 サンサン生コン株式会社

116 陸上幕僚監部 サン電子工業株式会社

117 陸上幕僚監部 しがぎんキャッシュサービス株式会社

118 陸上幕僚監部 ジブラルタ生命保険株式会社

119 陸上幕僚監部 ジャパンプロテクション株式会社

120 陸上幕僚監部 シロキクリエイトサービス株式会社

121 陸上幕僚監部 シロキクリエイトサービス株式会社

122 陸上幕僚監部 しんきんビジネスサービス株式会社

123 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

124 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

125 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

126 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

127 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

128 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

129 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

130 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

131 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

132 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

133 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

134 陸上幕僚監部 セコムジャスティック上信越株式会社

135 陸上幕僚監部 セコムジャスティック上信越株式会社

136 陸上幕僚監部 セコム株式会社

137 陸上幕僚監部 センコーエーラインアマノ株式会社

138 陸上幕僚監部 センコー株式会社



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 ダイエー株式会社

140 陸上幕僚監部 ダイセー倉庫運輸株式会社

141 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

142 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

143 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

144 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

145 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

146 陸上幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

147 陸上幕僚監部 タキイ種苗株式会社

148 陸上幕僚監部 チムニー株式会社

149 陸上幕僚監部 テスコ株式会社

150 陸上幕僚監部 テスコ株式会社

151 陸上幕僚監部 テスコ株式会社

152 陸上幕僚監部 テルウェル東日本株式会社

153 陸上幕僚監部 テルウェル東日本株式会社

154 陸上幕僚監部 トーホクガス株式会社

155 陸上幕僚監部 トールエクスプレスジャパン株式会社

156 陸上幕僚監部 トールエクスプレスジャパン株式会社

157 陸上幕僚監部 トクデン株式会社

158 陸上幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

159 陸上幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

160 陸上幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

161 陸上幕僚監部 トヨタ自動車九州株式会社

162 陸上幕僚監部 トヨタ自動車東日本株式会社

163 陸上幕僚監部 トヨタ輸送株式会社東富士営業所

164 陸上幕僚監部 トラウム有限会社

165 陸上幕僚監部 ニセコビレッジ株式会社

166 陸上幕僚監部 ニッカウヰスキー株式会社

167 陸上幕僚監部 ニッカウヰスキー株式会社

168 陸上幕僚監部 ニノミヤ物産株式会社

169 陸上幕僚監部 ニノミヤ物産株式会社

170 陸上幕僚監部 ぬましんビジネス株式会社

171 陸上幕僚監部 ハイコンポーネンツ青森株式会社

172 陸上幕僚監部 ハイコンポーネンツ青森株式会社

173 陸上幕僚監部 ハイメディカルサービス有限会社

174 陸上幕僚監部 びえいフーズ株式会社

175 陸上幕僚監部 びえいフーズ株式会社

176 陸上幕僚監部 ひめぎんビジネスサービス株式会社

177 陸上幕僚監部 ヒューマンインターフェイス株式会社

178 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

179 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

180 陸上幕僚監部 ファビルス株式会社

181 陸上幕僚監部 ファビルス株式会社

182 陸上幕僚監部 フェニックスリゾート株式会社

183 陸上幕僚監部 フジッコ株式会社

184 陸上幕僚監部 プライフーズ株式会社

185 陸上幕僚監部 ふらの農業協同組合



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 ふらの農業協同組合

187 陸上幕僚監部 ふらの農業協同組合

188 陸上幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

189 陸上幕僚監部 ほくとメールサービス株式会社

190 陸上幕僚監部 ホクレン運輸株式会社

191 陸上幕僚監部 ホクレン運輸株式会社

192 陸上幕僚監部 ホシサン株式会社

193 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

194 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

195 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

196 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

197 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

198 陸上幕僚監部 マニュライフ生命保険株式会社

199 陸上幕僚監部 マルサンアイ株式会社

200 陸上幕僚監部 みい農業協同組合

201 陸上幕僚監部 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

202 陸上幕僚監部 ミツミ電機株式会社

203 陸上幕僚監部 ミツミ電機株式会社

204 陸上幕僚監部 ミツミ電機株式会社

205 陸上幕僚監部 めぐみの農業協同組合

206 陸上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

207 陸上幕僚監部 モダオートモダ石油株式会社

208 陸上幕僚監部 ヤマエ食品工業株式会社

209 陸上幕僚監部 やましんビジネスサービス株式会社

210 陸上幕僚監部 ユーアイ警備保障株式会社

211 陸上幕僚監部 ユタカコーポレーション株式会社

212 陸上幕僚監部 ユナイト株式会社

213 陸上幕僚監部 ようてい農業協同組合

214 陸上幕僚監部 よつ葉乳業株式会社

215 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

216 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

217 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

218 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

219 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

220 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

221 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

222 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

223 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

224 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

225 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

226 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

227 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

228 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

229 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

230 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

231 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

232 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

233 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

234 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

235 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

236 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

237 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

238 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

239 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

240 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

241 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

242 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

243 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

244 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

245 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

246 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

247 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

248 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

249 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

250 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

251 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

252 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

253 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

254 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

255 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

256 陸上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

257 陸上幕僚監部 ラコリス株式会社

258 陸上幕僚監部 リックス株式会社

259 陸上幕僚監部 レンゴー株式会社

260 陸上幕僚監部 レンテック大敬株式会社

261 陸上幕僚監部 ワタキューセイモア株式会社

262 陸上幕僚監部 ワタナベ工業有限会社

263 陸上幕僚監部 愛知県豊明市役所

264 陸上幕僚監部 旭砕石株式会社

265 陸上幕僚監部 旭川ケーブルテレビ株式会社

266 陸上幕僚監部 安全運送株式会社

267 陸上幕僚監部 安藤ハザマ興業株式会社

268 陸上幕僚監部 伊達観光開発株式会社

269 陸上幕僚監部 伊丹陸運株式会社

270 陸上幕僚監部 医療社団法人恵仁会三愛病院

271 陸上幕僚監部 医療法人むすびの森あきた病院

272 陸上幕僚監部 医療法人安積保養園

273 陸上幕僚監部 医療法人医仁会さくら総合病院

274 陸上幕僚監部 医療法人英知会原田内科胃腸科病院

275 陸上幕僚監部 医療法人華頂会

276 陸上幕僚監部 医療法人回生会

277 陸上幕僚監部 医療法人歓生会豊岡中央病院

278 陸上幕僚監部 医療法人輝生会国東中央クリニック

279 陸上幕僚監部 医療法人橘会
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280 陸上幕僚監部 医療法人久幸会

281 陸上幕僚監部 医療法人勤誠会米子病院

282 陸上幕僚監部 医療法人金森会

283 陸上幕僚監部 医療法人群栄会

284 陸上幕僚監部 医療法人群栄会田中病院

285 陸上幕僚監部 医療法人啓生会病院

286 陸上幕僚監部 医療法人啓生会病院

287 陸上幕僚監部 医療法人敬躍会

288 陸上幕僚監部 医療法人謙誠会

289 陸上幕僚監部 医療法人光善会長崎百合野病院

290 陸上幕僚監部 医療法人向洋会協和病院

291 陸上幕僚監部 医療法人佐藤会弓削病院

292 陸上幕僚監部 医療法人再生会くまもと心療病院

293 陸上幕僚監部 医療法人済世会

294 陸上幕僚監部 医療法人済生会河野病院

295 陸上幕僚監部 医療法人坂梨会

296 陸上幕僚監部 医療法人山口医院

297 陸上幕僚監部 医療法人山部会竜山内科リハビリテーション病院

298 陸上幕僚監部 医療法人至誠会滝澤病院

299 陸上幕僚監部 医療法人資生会

300 陸上幕僚監部 医療法人寺尾会

301 陸上幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

302 陸上幕僚監部 医療法人社団にれの杜クリニック

303 陸上幕僚監部 医療法人社団浦川会勝田病院

304 陸上幕僚監部 医療法人社団金森会

305 陸上幕僚監部 医療法人社団群仁会保坂内科クリニック

306 陸上幕僚監部 医療法人社団慶仁会川崎病院

307 陸上幕僚監部 医療法人社団五風会

308 陸上幕僚監部 医療法人社団五風会

309 陸上幕僚監部 医療法人社団五稜会病院

310 陸上幕僚監部 医療法人社団広島厚生会

311 陸上幕僚監部 医療法人社団淳生会慈恵病院

312 陸上幕僚監部 医療法人社団水光会宗像水光会総合病院

313 陸上幕僚監部 医療法人社団創成老人保健施設グリーンライフ

314 陸上幕僚監部 医療法人社団道仁会春の木第一クリニック

315 陸上幕僚監部 医療法人社団如水会今村病院

316 陸上幕僚監部 医療法人社団博愛会開成病院

317 陸上幕僚監部 医療法人社団芳誠会十勝脳神経外科病院

318 陸上幕僚監部 医療法人社団和風会中島病院

319 陸上幕僚監部 医療法人松寿会

320 陸上幕僚監部 医療法人松寿会共和病院

321 陸上幕僚監部 医療法人仁恵会中野記念病院

322 陸上幕僚監部 医療法人菅野愛生会

323 陸上幕僚監部 医療法人菅野愛生会

324 陸上幕僚監部 医療法人清栄会清瀬病院

325 陸上幕僚監部 医療法人清和会

326 陸上幕僚監部 医療法人清和会水前寺とうや病院
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327 陸上幕僚監部 医療法人聖峰会田主丸中央病院

328 陸上幕僚監部 医療法人川崎病院

329 陸上幕僚監部 医療法人中山会新札幌パウロ病院

330 陸上幕僚監部 医療法人東浩会石川病院

331 陸上幕僚監部 医療法人東陽会整形外科前原病院介護老人保健施設すこやかセンターこばやし

332 陸上幕僚監部 医療法人徳州会東京西徳州会病院

333 陸上幕僚監部 医療法人八十八会ツジ胃腸科医院介護老人保健施設明星苑コスモス

334 陸上幕僚監部 医療法人福祉の森介護老人保健施設春風のころ

335 陸上幕僚監部 医療法人豊山会介護老人保健施設ケアポート渓和

336 陸上幕僚監部 医療法人北晨会恵み野病院

337 陸上幕僚監部 医療法人明星会星野胃腸クリニック

338 陸上幕僚監部 医療法人和幸会パークヒルズ田原苑

339 陸上幕僚監部 医療法人和同会山口リハビリテーション病院

340 陸上幕僚監部 医療法人和同会老人保健施設山口幸楽苑

341 陸上幕僚監部 医療法人和同会老人保健施設山口幸楽苑

342 陸上幕僚監部 医療法人凰林会白鳳病院

343 陸上幕僚監部 井上運送株式会社

344 陸上幕僚監部 井上輸送株式会社

345 陸上幕僚監部 井田興業株式会社

346 陸上幕僚監部 一宮運輸株式会社

347 陸上幕僚監部 一宮運輸株式会社

348 陸上幕僚監部 一般財団法人パブリックサービス

349 陸上幕僚監部 一般財団法人パブリックサービス

350 陸上幕僚監部 一般財団法人旭川市水道協会

351 陸上幕僚監部 一般財団法人化学及血清療法研究所

352 陸上幕僚監部 一般財団法人化学及血清療法研究所

353 陸上幕僚監部 一般財団法人関東陸運振興センター

354 陸上幕僚監部 一般財団法人関東陸運振興センター

355 陸上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

356 陸上幕僚監部 一般財団法人群馬経済研究所

357 陸上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

358 陸上幕僚監部 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会

359 陸上幕僚監部 一般財団法人四国電気保安協会

360 陸上幕僚監部 一般財団法人自衛隊援護協会

361 陸上幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

362 陸上幕僚監部 一般財団法人杜の都産業保健会

363 陸上幕僚監部 一般財団法人杜の都産業保健会

364 陸上幕僚監部 一般財団法人日本気象協会北海道支社

365 陸上幕僚監部 一般財団法人日本気象協会北海道支社

366 陸上幕僚監部 一般財団法人日本森林林業振興会

367 陸上幕僚監部 一般財団法人日本森林林業振興会

368 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

369 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

370 陸上幕僚監部 一般財団法人北陸地域づくり協会

371 陸上幕僚監部 一般財団法人北陸電気保安協会

372 陸上幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

373 陸上幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会
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374 陸上幕僚監部 一般社団法人シーソック

375 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

376 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

377 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

378 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

379 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

380 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

381 陸上幕僚監部 一般社団法人一葉会

382 陸上幕僚監部 一般社団法人札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース

383 陸上幕僚監部 一般社団法人山笑の里

384 陸上幕僚監部 一般社団法人慈恵会

385 陸上幕僚監部 一般社団法人全沖縄検数協会

386 陸上幕僚監部 一般社団法人大分県医師会

387 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

388 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

389 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

390 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

391 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

392 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

393 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

394 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

395 陸上幕僚監部 一般社団法人八戸市アールアール厚生会

396 陸上幕僚監部 一般社団法人八戸市アールアール厚生会

397 陸上幕僚監部 一般社団法人八戸市アールアール厚生会

398 陸上幕僚監部 一般社団法人八戸市アールアール厚生会

399 陸上幕僚監部 一般社団法人北陸地域づくり協会

400 陸上幕僚監部 茨城県産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学校

401 陸上幕僚監部 羽田タートルサービス株式会社

402 陸上幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

403 陸上幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

404 陸上幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

405 陸上幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

406 陸上幕僚監部  益山商工株式会社

407 陸上幕僚監部 塩竃市立病院

408 陸上幕僚監部 横手市特別養護老人ホーム白寿園

409 陸上幕僚監部 横浜観光土地株式会社

410 陸上幕僚監部 王子不動産株式会社

411 陸上幕僚監部 王子不動産株式会社

412 陸上幕僚監部 岡山県倉敷市役所

413 陸上幕僚監部 岡山県津山市役所

414 陸上幕僚監部 岡山県津山市役所

415 陸上幕僚監部 沖縄エアーポートサービス株式会社

416 陸上幕僚監部 下川環境サービス事業協同組合

417 陸上幕僚監部 河津産業有限会社

418 陸上幕僚監部 火乃国食品工業株式会社

419 陸上幕僚監部 花屋敷浮舟園株式会社

420 陸上幕僚監部 会津通運株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

421 陸上幕僚監部 学校法人カリスタ学園

422 陸上幕僚監部 学校法人さわら学園あたごはま幼稚園

423 陸上幕僚監部 学校法人さわら学園あたごはま幼稚園

424 陸上幕僚監部 学校法人タイケン学園

425 陸上幕僚監部 学校法人タイケン学園

426 陸上幕僚監部 学校法人ひのもと学園大塚ひのまる幼稚園

427 陸上幕僚監部 学校法人ミネルヴァ学園並木幼稚園

428 陸上幕僚監部 学校法人リズム学園はやきた子ども園

429 陸上幕僚監部 学校法人愛媛幼稚園

430 陸上幕僚監部 学校法人愛和学苑

431 陸上幕僚監部 学校法人芦田学園暁幼稚園

432 陸上幕僚監部 学校法人河野学園

433 陸上幕僚監部 学校法人花園学園

434 陸上幕僚監部 学校法人京都府自動車学校

435 陸上幕僚監部 学校法人銀杏学園熊本保健科学大学

436 陸上幕僚監部 学校法人原田学園岡山学院大学

437 陸上幕僚監部 学校法人湖東学園

438 陸上幕僚監部 学校法人晃玄寺学園

439 陸上幕僚監部 学校法人江渡学園

440 陸上幕僚監部 学校法人高陽学園クラーク幼稚園

441 陸上幕僚監部 学校法人高陽学園認定こども園ミナクル幼稚園

442 陸上幕僚監部 学校法人佐賀龍谷学園

443 陸上幕僚監部 学校法人佐藤学園

444 陸上幕僚監部 学校法人札幌昭和学園札幌若葉幼稚園

445 陸上幕僚監部 学校法人山脇学園

446 陸上幕僚監部 学校法人鹿児島学園

447 陸上幕僚監部 学校法人寿泉寺いずみ幼稚園

448 陸上幕僚監部 学校法人駿河台大学第一幼稚園

449 陸上幕僚監部 学校法人尚絅学園

450 陸上幕僚監部 学校法人松永学園愛英本地幼稚園

451 陸上幕僚監部 学校法人松橋誠光学園

452 陸上幕僚監部 学校法人松橋誠光学園まこと幼稚園

453 陸上幕僚監部 学校法人松尾学園

454 陸上幕僚監部 学校法人沼田学園しげる幼稚園

455 陸上幕僚監部 学校法人上平井幼稚園

456 陸上幕僚監部 学校法人上平井幼稚園

457 陸上幕僚監部 学校法人上野学園

458 陸上幕僚監部 学校法人城西大学

459 陸上幕僚監部 学校法人浄円学園

460 陸上幕僚監部 学校法人植草学園

461 陸上幕僚監部 学校法人尽誠学園香川誠陵中学校高等学校

462 陸上幕僚監部 学校法人須賀学園

463 陸上幕僚監部 学校法人聖ヴィアンネ学園旭川白百合幼稚園

464 陸上幕僚監部 学校法人聖ドミニコ学園

465 陸上幕僚監部 学校法人青森田中学園

466 陸上幕僚監部 学校法人石井学園

467 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学校



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 学校法人川崎学園

469 陸上幕僚監部 学校法人川崎学園

470 陸上幕僚監部 学校法人川島学園れいめい中学校・高等学校

471 陸上幕僚監部 学校法人前田学園認定こども園夢の国幼稚園・保育園

472 陸上幕僚監部 学校法人善行寺天童幼稚園

473 陸上幕僚監部 学校法人双葉の森学園

474 陸上幕僚監部 学校法人帯広葵学園

475 陸上幕僚監部 学校法人帯広学園

476 陸上幕僚監部 学校法人大妻学院

477 陸上幕僚監部 学校法人中村学園大学

478 陸上幕僚監部 学校法人中部大学付属春日丘高校

479 陸上幕僚監部 学校法人津曲学園

480 陸上幕僚監部 学校法人都築育英学園

481 陸上幕僚監部 学校法人都築育英学園

482 陸上幕僚監部 学校法人都築科学学園

483 陸上幕僚監部 学校法人都築学園日本薬科大学

484 陸上幕僚監部 学校法人都築学園日本薬科大学

485 陸上幕僚監部 学校法人都築学園日本薬科大学

486 陸上幕僚監部 学校法人都築学園本部

487 陸上幕僚監部 学校法人都築学園本部

488 陸上幕僚監部 学校法人都築教育学園

489 陸上幕僚監部 学校法人都築教育学園

490 陸上幕僚監部 学校法人都築大学神戸医療福祉大学

491 陸上幕僚監部 学校法人嶋田学園

492 陸上幕僚監部 学校法人東京国際大学

493 陸上幕僚監部 学校法人東陽学園神町幼稚園

494 陸上幕僚監部 学校法人東陽学園神町幼稚園）

495 陸上幕僚監部 学校法人南武学園

496 陸上幕僚監部 学校法人日本医科大学武蔵小杉病院

497 陸上幕僚監部 学校法人柏学園

498 陸上幕僚監部 学校法人八木学園ひばり幼稚園

499 陸上幕僚監部 学校法人富山国際学園

500 陸上幕僚監部 学校法人富澤学園

501 陸上幕僚監部 学校法人武蔵野平安学園栄光乃幼稚園

502 陸上幕僚監部 学校法人平松学園

503 陸上幕僚監部 学校法人豊島岡女子学園

504 陸上幕僚監部 学校法人北海大谷学園札幌大谷幼稚園

505 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

506 陸上幕僚監部 学校法人朴沢学園

507 陸上幕僚監部 学校法人朴沢学園

508 陸上幕僚監部 学校法人堀之内学園桜ヶ丘中央幼稚園

509 陸上幕僚監部 学校法人油川幼稚園

510 陸上幕僚監部 学校法人養和学園新川幼稚園

511 陸上幕僚監部 学校法人和洋学園

512 陸上幕僚監部 学校法人國學院大學

513 陸上幕僚監部  株式会社宮崎銀行

514 陸上幕僚監部  株式会社九南



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  株式会社健康家族

516 陸上幕僚監部 株式会社ＤＡＰファシリティーズ

517 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティーサービス

518 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティーサービス

519 陸上幕僚監部 株式会社ＥＪサービス

520 陸上幕僚監部 株式会社ＥＪサービス

521 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

522 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

523 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

524 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

525 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

526 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡアグリランド田の神さぁ

527 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡアグリランド田の神さぁ

528 陸上幕僚監部 株式会社ＪＥＴＬＩＮＫ

529 陸上幕僚監部 株式会社ＪＥＴＬＩＮＫ

530 陸上幕僚監部 株式会社ＪＰビジネスサービス

531 陸上幕僚監部 株式会社ＭＥＳファシリティーズ

532 陸上幕僚監部 株式会社ＮＩＴクリエイト

533 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫライン南九州

534 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫライン南九州

535 陸上幕僚監部 株式会社アーク・ジオ・サポート

536 陸上幕僚監部 株式会社アーク・ジオ・サポート

537 陸上幕僚監部 株式会社アース開発コンサルタント

538 陸上幕僚監部 株式会社アール・エス・シー

539 陸上幕僚監部 株式会社アール・エス・シー

540 陸上幕僚監部 株式会社アイ・エス警備

541 陸上幕僚監部 株式会社アイ・ディー・エー

542 陸上幕僚監部 株式会社あおもり総合管理

543 陸上幕僚監部 株式会社あおもり総合管理

544 陸上幕僚監部 株式会社アキタサトー商会

545 陸上幕僚監部 株式会社アクアテルス

546 陸上幕僚監部 株式会社アクアテルス

547 陸上幕僚監部 株式会社アクティオ

548 陸上幕僚監部 株式会社アグリプラン

549 陸上幕僚監部 株式会社アサヒ建材

550 陸上幕僚監部 株式会社アサヒ建材

551 陸上幕僚監部 株式会社アサヒ商会

552 陸上幕僚監部 株式会社アサヒ特販

553 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

554 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

555 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

556 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

557 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

558 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

559 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

560 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

561 陸上幕僚監部 株式会社アスビック



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

562 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

563 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

564 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

565 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

566 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

567 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

568 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

569 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

570 陸上幕僚監部 株式会社アスメド

571 陸上幕僚監部 株式会社アトラスグループ

572 陸上幕僚監部 株式会社アビーズ

573 陸上幕僚監部 株式会社アビーズ

574 陸上幕僚監部 株式会社アメニティライフ

575 陸上幕僚監部 株式会社アルプスビジネスクリエーション

576 陸上幕僚監部 株式会社アルプスビジネスクリエーション

577 陸上幕僚監部 株式会社アルプスビジネスクリエーション

578 陸上幕僚監部 株式会社アローエム

579 陸上幕僚監部 株式会社アローエム

580 陸上幕僚監部 株式会社アローエム

581 陸上幕僚監部 株式会社アンビエンテ丸大

582 陸上幕僚監部 株式会社イー・エフ・エッチコンサルタント

583 陸上幕僚監部 株式会社イズミテクノ

584 陸上幕僚監部 株式会社イバヤシ

585 陸上幕僚監部 株式会社イマヰビル

586 陸上幕僚監部 株式会社インターセンス

587 陸上幕僚監部 株式会社ウエスト神姫

588 陸上幕僚監部 株式会社ウエニシ

589 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージェンシー

590 陸上幕僚監部 株式会社ウチダ・フォーラム

591 陸上幕僚監部 株式会社うるしま運輸

592 陸上幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

593 陸上幕僚監部 株式会社エイアイテック

594 陸上幕僚監部 株式会社エイチシーエム

595 陸上幕僚監部 株式会社エース

596 陸上幕僚監部 株式会社エーライフ矢崎

597 陸上幕僚監部 株式会社エーライフ矢崎

598 陸上幕僚監部 株式会社エコシステム

599 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

600 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

601 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

602 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

603 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

604 陸上幕僚監部 株式会社エヌエムライフ

605 陸上幕僚監部 株式会社エネサンス北海道物流

606 陸上幕僚監部 株式会社エフエスユニマネジメント

607 陸上幕僚監部 株式会社エフティオー

608 陸上幕僚監部 株式会社オーシー



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 株式会社オートシステム

610 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

611 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

612 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

613 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

614 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

615 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

616 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

617 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

618 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

619 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

620 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

621 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

622 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

623 陸上幕僚監部 株式会社オカシズ

624 陸上幕僚監部 株式会社おざわスイミングスクール

625 陸上幕僚監部 株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ

626 陸上幕僚監部 株式会社お弁当の浜乃家

627 陸上幕僚監部 株式会社ガードサービス長崎

628 陸上幕僚監部 株式会社ガイヤテック

629 陸上幕僚監部 株式会社カジマヤ

630 陸上幕僚監部 株式会社かちまいサービス

631 陸上幕僚監部 株式会社カマド

632 陸上幕僚監部 株式会社かみふらの工房

633 陸上幕僚監部 株式会社キューネット

634 陸上幕僚監部 株式会社キヨスミ

635 陸上幕僚監部 株式会社きらやか銀行

636 陸上幕僚監部 株式会社きらやか銀行

637 陸上幕僚監部 株式会社クラウン・パッケージ

638 陸上幕僚監部 株式会社クラウン・パッケージ

639 陸上幕僚監部 株式会社グランドホテル藤花

640 陸上幕僚監部 株式会社グランファ－ム

641 陸上幕僚監部 株式会社クリーンコーポレーション

642 陸上幕僚監部 株式会社クリーンコーポレーション

643 陸上幕僚監部 株式会社クリーンサービス青森

644 陸上幕僚監部 株式会社クリーン開発

645 陸上幕僚監部 株式会社クリーン開発

646 陸上幕僚監部 株式会社クリタス北海道支店遠軽事業所

647 陸上幕僚監部 株式会社ケイディエス

648 陸上幕僚監部 株式会社ケイディエス

649 陸上幕僚監部 株式会社ケーネス

650 陸上幕僚監部 株式会社ケンオウ

651 陸上幕僚監部 株式会社ケンオウ

652 陸上幕僚監部 株式会社コーケン

653 陸上幕僚監部 株式会社こずかたサービス

654 陸上幕僚監部 株式会社コスギ不動産

655 陸上幕僚監部 株式会社コニシ
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656 陸上幕僚監部 株式会社サカタのタネ

657 陸上幕僚監部 株式会社サワライズ小戸ゴルフセンター

658 陸上幕僚監部 株式会社サンタイ

659 陸上幕僚監部 株式会社サンテック

660 陸上幕僚監部 株式会社サンライズカンパニー

661 陸上幕僚監部 株式会社ジーマープル

662 陸上幕僚監部 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流

663 陸上幕僚監部 株式会社ジェイアール西日本福岡メンテック

664 陸上幕僚監部 株式会社シムックス

665 陸上幕僚監部 株式会社シュウワ

666 陸上幕僚監部 株式会社ジョイント・システムズ・サービス

667 陸上幕僚監部 株式会社ジョイント・システムズ・サービス

668 陸上幕僚監部 株式会社ジョイント・システムズ・サービス

669 陸上幕僚監部 株式会社ショートク

670 陸上幕僚監部 株式会社ショートク

671 陸上幕僚監部 株式会社シルバーサービス沖縄

672 陸上幕僚監部 株式会社しんわ食品

673 陸上幕僚監部 株式会社ズコーシャ

674 陸上幕僚監部 株式会社ステップバイステップ

675 陸上幕僚監部 株式会社スリーエス

676 陸上幕僚監部 株式会社スリービー

677 陸上幕僚監部 株式会社セイブ

678 陸上幕僚監部 株式会社セイブクリーン

679 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

680 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

681 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

682 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

683 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

684 陸上幕僚監部 株式会社セーフティーステップ

685 陸上幕僚監部 株式会社セノン

686 陸上幕僚監部 株式会社セノン

687 陸上幕僚監部 株式会社セノン

688 陸上幕僚監部 株式会社セノン

689 陸上幕僚監部 株式会社セノン

690 陸上幕僚監部 株式会社セノン

691 陸上幕僚監部 株式会社セノン

692 陸上幕僚監部 株式会社セノン

693 陸上幕僚監部 株式会社そくら農園

694 陸上幕僚監部 株式会社ダイコク

695 陸上幕僚監部 株式会社ダイシン

696 陸上幕僚監部 株式会社ダイシン

697 陸上幕僚監部 株式会社タイセイ

698 陸上幕僚監部 株式会社タカラサ－ビス

699 陸上幕僚監部 株式会社ダスキン滝沢

700 陸上幕僚監部 株式会社ダストコントロールアズミ

701 陸上幕僚監部 株式会社チノー藤岡事業所

702 陸上幕僚監部 株式会社チムニー



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 株式会社チューケン日本医薬中央研究所

704 陸上幕僚監部 株式会社チューケン日本医薬中央研究所

705 陸上幕僚監部 株式会社チューケン日本医薬中央研究所

706 陸上幕僚監部 株式会社チューケン日本医薬中央研究所

707 陸上幕僚監部 株式会社ティーアール・ネットサービス

708 陸上幕僚監部 株式会社ティーエス

709 陸上幕僚監部 株式会社ティーエス

710 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

711 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

712 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

713 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

714 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

715 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

716 陸上幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

717 陸上幕僚監部 株式会社ディスコ

718 陸上幕僚監部 株式会社ディスコ

719 陸上幕僚監部 株式会社ディスコ

720 陸上幕僚監部 株式会社デイリーサービス

721 陸上幕僚監部 株式会社データ・キーピング・サービス

722 陸上幕僚監部 株式会社データ・キーピング・サービス

723 陸上幕僚監部 株式会社データベース

724 陸上幕僚監部 株式会社データベース

725 陸上幕僚監部 株式会社データベース

726 陸上幕僚監部 株式会社データベース

727 陸上幕僚監部 株式会社データベース

728 陸上幕僚監部 株式会社データベース

729 陸上幕僚監部 株式会社テクトリー

730 陸上幕僚監部 株式会社テクノス北海道

731 陸上幕僚監部 株式会社テクノス北海道

732 陸上幕僚監部 株式会社テレビ熊本

733 陸上幕僚監部 株式会社テレビ熊本

734 陸上幕僚監部 株式会社トーカンオリエンス

735 陸上幕僚監部 株式会社トークス

736 陸上幕僚監部 株式会社トーヨーグランドホテル

737 陸上幕僚監部 株式会社トキワ管理サービス

738 陸上幕僚監部 株式会社とちぎんビジネスサービス

739 陸上幕僚監部 株式会社とちぎんビジネスサービス

740 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース山形

741 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース山形

742 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース秋田

743 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース西四国

744 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース西四国

745 陸上幕僚監部 株式会社トランシス

746 陸上幕僚監部 株式会社ナショナルメンテナンス

747 陸上幕僚監部 株式会社にしけい福岡中央支社

748 陸上幕僚監部 株式会社ニチノーサービス

749 陸上幕僚監部 株式会社ニチノーサービス佐賀事業所



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 株式会社ニチノーサービス佐賀事業所

751 陸上幕僚監部 株式会社ニデック

752 陸上幕僚監部 株式会社ニューテック

753 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート新潟

754 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート新潟

755 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート新潟

756 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

757 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

758 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

759 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコサポート北海道

760 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコサポート北海道

761 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコトール東北

762 陸上幕僚監部 株式会社ハイデックス・和島

763 陸上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

764 陸上幕僚監部 株式会社ハウディ

765 陸上幕僚監部 株式会社パスク

766 陸上幕僚監部 株式会社ハスコム

767 陸上幕僚監部 株式会社ハナノ物流

768 陸上幕僚監部 株式会社ハナノ物流

769 陸上幕僚監部 株式会社ピーシーコックセンター

770 陸上幕僚監部 株式会社ヒルタ

771 陸上幕僚監部 株式会社びわの平ゴルフ倶楽部

772 陸上幕僚監部 株式会社ファビルス

773 陸上幕僚監部 株式会社フジデリカ

774 陸上幕僚監部 株式会社フジヤマリゾート

775 陸上幕僚監部 株式会社プリチストントレッドシステム

776 陸上幕僚監部 株式会社フロイデプランニング

777 陸上幕僚監部 株式会社フローラ

778 陸上幕僚監部 株式会社プロスタッフ

779 陸上幕僚監部 株式会社フロンティア

780 陸上幕僚監部 株式会社ベイシックサンミッシェル

781 陸上幕僚監部 株式会社ベストミント

782 陸上幕僚監部 株式会社ホーセイＯ＆Ｍ

783 陸上幕僚監部 株式会社ホープ

784 陸上幕僚監部 株式会社ホクアイ

785 陸上幕僚監部 株式会社ホクアイ

786 陸上幕僚監部 株式会社ホクタテ

787 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

788 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

789 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

790 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

791 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

792 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

793 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

794 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

795 陸上幕僚監部 株式会社ボゾリサーチセンター

796 陸上幕僚監部 株式会社ホテル汐美荘



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 株式会社ホテル汐美荘

798 陸上幕僚監部 株式会社ほりべ造園

799 陸上幕僚監部 株式会社マースエンジニアリング

800 陸上幕僚監部 株式会社マイティ交通

801 陸上幕僚監部 株式会社マルコ

802 陸上幕僚監部 株式会社マルゼンシステムズ

803 陸上幕僚監部 株式会社マルナカ商店

804 陸上幕僚監部 株式会社マルニ鈴木食品

805 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

806 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

807 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

808 陸上幕僚監部 株式会社ミナミ

809 陸上幕僚監部 株式会社ミヤコーバス

810 陸上幕僚監部 株式会社ムジコ・クリエイト浪岡モータースクール

811 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

812 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

813 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

814 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

815 陸上幕僚監部 株式会社メックステクノ東海

816 陸上幕僚監部 株式会社メックステクノ東海

817 陸上幕僚監部 株式会社メルク

818 陸上幕僚監部 株式会社メンテックカンザイ

819 陸上幕僚監部 株式会社モンテディオ

820 陸上幕僚監部 株式会社ヤクルト北北海道

821 陸上幕僚監部 株式会社ヤマイチリース

822 陸上幕僚監部 株式会社ヤマコン

823 陸上幕僚監部 株式会社ヤマワ

824 陸上幕僚監部 株式会社ヤングクリーン

825 陸上幕僚監部 株式会社ユーメス

826 陸上幕僚監部 株式会社ユーメス

827 陸上幕僚監部 株式会社ゆふいん花由

828 陸上幕僚監部 株式会社よこまち

829 陸上幕僚監部 株式会社リアナーレ

830 陸上幕僚監部 株式会社リーガルサポーターズ

831 陸上幕僚監部 株式会社りゅうせきエネルギー

832 陸上幕僚監部 株式会社リョウオウサービス

833 陸上幕僚監部 株式会社リョウオウサービス

834 陸上幕僚監部 株式会社ロジスティクス道央

835 陸上幕僚監部 株式会社ワーキングスタッフ

836 陸上幕僚監部 株式会社ワイケイティリース

837 陸上幕僚監部 株式会社旭信ビジネスサービス

838 陸上幕僚監部 株式会社旭信ビジネスサービス

839 陸上幕僚監部 株式会社旭信ビジネスサービス

840 陸上幕僚監部 株式会社旭信ビジネスサービス

841 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社

842 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社

843 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

844 陸上幕僚監部 株式会社安川電機

845 陸上幕僚監部 株式会社安藤土木

846 陸上幕僚監部 株式会社伊勢湾ガード

847 陸上幕僚監部 株式会社伊達浄化センタ－

848 陸上幕僚監部 株式会社伊達信用金庫

849 陸上幕僚監部 株式会社伊藤組

850 陸上幕僚監部 株式会社伊藤組

851 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

852 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

853 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

854 陸上幕僚監部 株式会社雨宮精器製作所

855 陸上幕僚監部 株式会社永井運送

856 陸上幕僚監部 株式会社衛生センター

857 陸上幕僚監部 株式会社塩田組

858 陸上幕僚監部 株式会社沖縄公衆衛生

859 陸上幕僚監部 株式会社沖縄日本管財

860 陸上幕僚監部 株式会社環境開発公社エムシーエム

861 陸上幕僚監部 株式会社関西ベルコール

862 陸上幕僚監部 株式会社関電パワーテック

863 陸上幕僚監部 株式会社関電パワーテック

864 陸上幕僚監部 株式会社関電パワーテック

865 陸上幕僚監部 株式会社丸祐運送

866 陸上幕僚監部 株式会社岩手エックデリカ

867 陸上幕僚監部 株式会社岩手パブリック

868 陸上幕僚監部 株式会社岩手銀行

869 陸上幕僚監部 株式会社岩手銀行

870 陸上幕僚監部 株式会社岩手銀行

871 陸上幕僚監部 株式会社岩手銀行

872 陸上幕僚監部 株式会社岩手銀行

873 陸上幕僚監部 株式会社菊池自動車学校

874 陸上幕僚監部 株式会社菊陽自動車学校

875 陸上幕僚監部 株式会社吉岡国光園

876 陸上幕僚監部 株式会社久留米不動産情報センター

877 陸上幕僚監部 株式会社久留米不動産情報センター

878 陸上幕僚監部 株式会社宮崎ヒューマンサービス

879 陸上幕僚監部 株式会社宮崎太陽銀行

880 陸上幕僚監部 株式会社宮信ビジネスサービス

881 陸上幕僚監部 株式会社宮本組

882 陸上幕僚監部 株式会社魚国総本社

883 陸上幕僚監部 株式会社魚国総本社

884 陸上幕僚監部 株式会社京都銀行

885 陸上幕僚監部 株式会社共立メンテナンス

886 陸上幕僚監部 株式会社橋本店

887 陸上幕僚監部 株式会社狭間物流サービス

888 陸上幕僚監部 株式会社玉川組

889 陸上幕僚監部 株式会社玉名リサイクルプラザ

890 陸上幕僚監部 株式会社錦堂



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 株式会社近藤組

892 陸上幕僚監部 株式会社九州エネルギー総合センター

893 陸上幕僚監部 株式会社九州グリーンアース

894 陸上幕僚監部 株式会社九州開発エンジニアリング

895 陸上幕僚監部 株式会社九南

896 陸上幕僚監部 株式会社熊本県酒造研究所

897 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

898 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

899 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

900 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

901 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

902 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

903 陸上幕僚監部 株式会社恵

904 陸上幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

905 陸上幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

906 陸上幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

907 陸上幕僚監部 株式会社建築マネジメント

908 陸上幕僚監部 株式会社原産業運輸倉庫

909 陸上幕僚監部 株式会社原商

910 陸上幕僚監部 株式会社原商

911 陸上幕僚監部 株式会社古里木材物流

912 陸上幕僚監部 株式会社戸坂造園土木

913 陸上幕僚監部 株式会社五星

914 陸上幕僚監部 株式会社光ハイツ・ヴェラス

915 陸上幕僚監部 株式会社光ハイツ・ヴェラス

916 陸上幕僚監部 株式会社光岡自動車

917 陸上幕僚監部 株式会社光和仙台支店

918 陸上幕僚監部 株式会社光和仙台支店

919 陸上幕僚監部 株式会社広島銀行

920 陸上幕僚監部 株式会社広島東洋カープ

921 陸上幕僚監部 株式会社江口運送

922 陸上幕僚監部 株式会社高橋組

923 陸上幕僚監部 株式会社高田自動車学校遠野ドライビングスクール

924 陸上幕僚監部 株式会社今多建設

925 陸上幕僚監部 株式会社今多建設

926 陸上幕僚監部 株式会社埼玉りそな銀行

927 陸上幕僚監部 株式会社札幌エネルギー供給公社

928 陸上幕僚監部 株式会社札幌観光会館

929 陸上幕僚監部 株式会社三好組

930 陸上幕僚監部 株式会社三社電機製作所岡山工場

931 陸上幕僚監部 株式会社三泉

932 陸上幕僚監部 株式会社三沢警備保障

933 陸上幕僚監部 株式会社山一建設

934 陸上幕僚監部 株式会社山形テレビ

935 陸上幕僚監部 株式会社山形環境エンジニアリング

936 陸上幕僚監部 株式会社山形銀行

937 陸上幕僚監部 株式会社山元



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 株式会社山元

939 陸上幕僚監部 株式会社山元

940 陸上幕僚監部 株式会社山元

941 陸上幕僚監部 株式会社山元

942 陸上幕僚監部 株式会社山元

943 陸上幕僚監部 株式会社山口フィナンシャルグループ

944 陸上幕僚監部 株式会社山口フィナンシャルグループ

945 陸上幕僚監部 株式会社山三ふじや移動図書館

946 陸上幕僚監部 株式会社山丁

947 陸上幕僚監部 株式会社山丁林業

948 陸上幕僚監部 株式会社山武グリーンカントリー倶楽部

949 陸上幕僚監部 株式会社山本ビル

950 陸上幕僚監部 株式会社山梨中央銀行

951 陸上幕僚監部 株式会社山梨中央銀行

952 陸上幕僚監部 株式会社産経開発

953 陸上幕僚監部 株式会社志道工務店

954 陸上幕僚監部 株式会社鹿児島銀行

955 陸上幕僚監部 株式会社室信ビジネスサービス

956 陸上幕僚監部 株式会社室信ビジネスサービス

957 陸上幕僚監部 株式会社寿広

958 陸上幕僚監部 株式会社秋豊ネットライズ

959 陸上幕僚監部 株式会社十八銀行

960 陸上幕僚監部 株式会社十和観光

961 陸上幕僚監部 株式会社出田産業

962 陸上幕僚監部 株式会社緒方組

963 陸上幕僚監部 株式会社商工組合中央金庫

964 陸上幕僚監部 株式会社商工組合中央金庫

965 陸上幕僚監部 株式会社昭和メンテナンス工業

966 陸上幕僚監部 株式会社昭和メンテナンス工業

967 陸上幕僚監部 株式会社昭和倉庫

968 陸上幕僚監部 株式会社松本鉄工所

969 陸上幕僚監部 株式会社上越商会

970 陸上幕僚監部 株式会社上越商会

971 陸上幕僚監部 株式会社城南建設

972 陸上幕僚監部 株式会社常口アトム

973 陸上幕僚監部 株式会社常口アトム

974 陸上幕僚監部 株式会社常口アトム

975 陸上幕僚監部 株式会社常口アトム

976 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

977 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

978 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

979 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

980 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

981 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

982 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

983 陸上幕僚監部 株式会社食彩たかみ

984 陸上幕僚監部 株式会社食彩たかみ



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 株式会社信濃雪

986 陸上幕僚監部 株式会社新茨中

987 陸上幕僚監部 株式会社新庄輸送サービス

988 陸上幕僚監部 株式会社新庄輸送サービス

989 陸上幕僚監部 株式会社森田自動車工業

990 陸上幕僚監部 株式会社須賀川ドライビングスクール

991 陸上幕僚監部 株式会社図書館流通センター

992 陸上幕僚監部 株式会社水機テクノス

993 陸上幕僚監部 株式会社水機テクノス

994 陸上幕僚監部 株式会社水谷

995 陸上幕僚監部 株式会社成学社

996 陸上幕僚監部 株式会社正興電機製作所

997 陸上幕僚監部 株式会社清月記

998 陸上幕僚監部 株式会社清月記

999 陸上幕僚監部 株式会社西しばた自動車学校

1000 陸上幕僚監部 株式会社西松フーズ

1001 陸上幕僚監部 株式会社西村屋

1002 陸上幕僚監部 株式会社西中青果

1003 陸上幕僚監部 株式会社西塚清掃社

1004 陸上幕僚監部 株式会社西塚清掃社

1005 陸上幕僚監部 株式会社西日本クリーン

1006 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1007 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1008 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1009 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行大牟田支店

1010 陸上幕僚監部 株式会社西武ＳＣＣＡＴ

1011 陸上幕僚監部 株式会社西武ＳＣＣＡＴ

1012 陸上幕僚監部 株式会社青森銀行

1013 陸上幕僚監部 株式会社青森銀行

1014 陸上幕僚監部 株式会社青森銀行

1015 陸上幕僚監部 株式会社青森銀行

1016 陸上幕僚監部 株式会社青森銀行

1017 陸上幕僚監部 株式会社青森資源

1018 陸上幕僚監部 株式会社石岡光学

1019 陸上幕僚監部 株式会社石川トラック運輸

1020 陸上幕僚監部 株式会社石川製作所

1021 陸上幕僚監部 株式会社赤倉観光ホテル

1022 陸上幕僚監部 株式会社仙台銘板

1023 陸上幕僚監部 株式会社仙台銘板

1024 陸上幕僚監部 株式会社千厩自動車学校

1025 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

1026 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

1027 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

1028 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

1029 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

1030 陸上幕僚監部 株式会社泉工務店

1031 陸上幕僚監部 株式会社善世会



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 株式会社全日警

1033 陸上幕僚監部 株式会社全日警

1034 陸上幕僚監部 株式会社全日警佐賀

1035 陸上幕僚監部 株式会社全農ライフサポート山形

1036 陸上幕僚監部 株式会社双葉化学商会

1037 陸上幕僚監部 株式会社太名嘉組

1038 陸上幕僚監部 株式会社対馬交通

1039 陸上幕僚監部 株式会社帯広公害防止技術センター

1040 陸上幕僚監部 株式会社泰榮

1041 陸上幕僚監部 株式会社大垣共立銀行

1042 陸上幕僚監部 株式会社大京アステージ

1043 陸上幕僚監部 株式会社大京アステージ

1044 陸上幕僚監部 株式会社大京アステージ

1045 陸上幕僚監部 株式会社大京アステージ

1046 陸上幕僚監部 株式会社大住運輸

1047 陸上幕僚監部 株式会社大川ドリーム観光バス

1048 陸上幕僚監部 株式会社大分銀行

1049 陸上幕僚監部 株式会社大分銀行

1050 陸上幕僚監部 株式会社大分銀行

1051 陸上幕僚監部 株式会社大洋

1052 陸上幕僚監部 株式会社大類兄弟商会

1053 陸上幕僚監部 株式会社第一自動車学校

1054 陸上幕僚監部 株式会社第四銀行

1055 陸上幕僚監部 株式会社第四銀行

1056 陸上幕僚監部 株式会社第四銀行

1057 陸上幕僚監部 株式会社第四銀行

1058 陸上幕僚監部 株式会社滝川グリーンズ

1059 陸上幕僚監部 株式会社滝田

1060 陸上幕僚監部 株式会社置環

1061 陸上幕僚監部 株式会社筑後生コン

1062 陸上幕僚監部 株式会社筑後生コン

1063 陸上幕僚監部 株式会社筑後生コン

1064 陸上幕僚監部 株式会社筑前もろおか

1065 陸上幕僚監部 株式会社津山医研

1066 陸上幕僚監部 株式会社天尾重建

1067 陸上幕僚監部 株式会社天野回漕店

1068 陸上幕僚監部 株式会社島田工業

1069 陸上幕僚監部 株式会社東海レジャー

1070 陸上幕僚監部 株式会社東海日動パートナーズＴＯＫＩＯ

1071 陸上幕僚監部 株式会社東海日動パートナーズかんさい

1072 陸上幕僚監部 株式会社東海日動パートナーズ東海北陸

1073 陸上幕僚監部 株式会社東海日動パートナーズ東北

1074 陸上幕僚監部 株式会社東海日動パートナーズ北海道

1075 陸上幕僚監部 株式会社東海福島

1076 陸上幕僚監部 株式会社東京ＢＫ足場

1077 陸上幕僚監部 株式会社東京日動パートナーズ北海道

1078 陸上幕僚監部 株式会社東光クリエイト



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1079 陸上幕僚監部 株式会社東邦銀行

1080 陸上幕僚監部 株式会社東洋実業

1081 陸上幕僚監部 株式会社東洋実業富良野営業所

1082 陸上幕僚監部 株式会社東洋食品

1083 陸上幕僚監部 株式会社東條造花店

1084 陸上幕僚監部 株式会社同仁グローカル

1085 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1086 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1087 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1088 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1089 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1090 陸上幕僚監部 株式会社苫信ビジネスサプライ

1091 陸上幕僚監部 株式会社内田歯科材料店

1092 陸上幕僚監部 株式会社凪物流美作物流センター

1093 陸上幕僚監部 株式会社凪物流美作物流センター

1094 陸上幕僚監部 株式会社南九州共配

1095 陸上幕僚監部 株式会社南日本銀行

1096 陸上幕僚監部 株式会社肉の大塚

1097 陸上幕僚監部 株式会社日産クリエイティブサービスシステム

1098 陸上幕僚監部 株式会社日総

1099 陸上幕僚監部 株式会社日総函館営業所

1100 陸上幕僚監部 株式会社日胆テクノ

1101 陸上幕僚監部 株式会社日本オフィスオートメーション

1102 陸上幕僚監部 株式会社日本ケアサプライ道東営業所

1103 陸上幕僚監部 株式会社日本殖産

1104 陸上幕僚監部 株式会社入来運送

1105 陸上幕僚監部 株式会社能徳

1106 陸上幕僚監部 株式会社馬渕商事

1107 陸上幕僚監部 株式会社白松がモナカ

1108 陸上幕僚監部 株式会社白石倉庫

1109 陸上幕僚監部 株式会社白石倉庫

1110 陸上幕僚監部 株式会社白老油脂函館

1111 陸上幕僚監部 株式会社八戸魚市場

1112 陸上幕僚監部 株式会社繁富工務店

1113 陸上幕僚監部 株式会社比良松

1114 陸上幕僚監部 株式会社肥銀用度センター

1115 陸上幕僚監部 株式会社肥銀用度センター

1116 陸上幕僚監部 株式会社肥銀用度センター

1117 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1118 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1119 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1120 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1121 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1122 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1123 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1124 陸上幕僚監部 株式会社美創

1125 陸上幕僚監部 株式会社百十四銀行



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1126 陸上幕僚監部 株式会社不二屋

1127 陸上幕僚監部 株式会社富士美装グリーンサービス

1128 陸上幕僚監部 株式会社楓

1129 陸上幕僚監部 株式会社福島銀行

1130 陸上幕僚監部 株式会社福島民報社

1131 陸上幕僚監部 株式会社福豆屋

1132 陸上幕僚監部 株式会社平成

1133 陸上幕僚監部 株式会社米子ガスクリエイティブ

1134 陸上幕僚監部 株式会社別府スパサービス

1135 陸上幕僚監部 株式会社報徳観光バス

1136 陸上幕僚監部 株式会社蓬田紳装

1137 陸上幕僚監部 株式会社豊原電気商会

1138 陸上幕僚監部 株式会社豊原電気商会

1139 陸上幕僚監部 株式会社豊国ビジネスサービス

1140 陸上幕僚監部 株式会社豊田東海警備

1141 陸上幕僚監部 株式会社北海道ダイケン

1142 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

1143 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

1144 陸上幕僚監部 株式会社北関東警送サービス

1145 陸上幕僚監部 株式会社北勝水産

1146 陸上幕僚監部 株式会社北勝水産

1147 陸上幕僚監部 株式会社北総研

1148 陸上幕僚監部 株式会社北都銀行

1149 陸上幕僚監部 株式会社北日本銀行

1150 陸上幕僚監部 株式会社北日本銀行

1151 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1152 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1153 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1154 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1155 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1156 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1157 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1158 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1159 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1160 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1161 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1162 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1163 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

1164 陸上幕僚監部 株式会社本村商店

1165 陸上幕僚監部 株式会社本村商店

1166 陸上幕僚監部 株式会社名取電設工業

1167 陸上幕僚監部 株式会社名大産商

1168 陸上幕僚監部 株式会社木下の介護

1169 陸上幕僚監部 株式会社木村食品工業

1170 陸上幕僚監部 株式会社木村食品工業

1171 陸上幕僚監部 株式会社木村食品工業

1172 陸上幕僚監部 株式会社矢野特殊自動車



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1173 陸上幕僚監部 株式会社誉田

1174 陸上幕僚監部 株式会社李候実業

1175 陸上幕僚監部 株式会社和光通信設備

1176 陸上幕僚監部 株式会社廣野組

1177 陸上幕僚監部 環境保全株式会社

1178 陸上幕僚監部 観音寺自動車学校

1179 陸上幕僚監部 観音寺自動車学校

1180 陸上幕僚監部 間口ランドサービス株式会社

1181 陸上幕僚監部 関越交通株式会社

1182 陸上幕僚監部 関西自動車株式会社

1183 陸上幕僚監部 関東運輸株式会社

1184 陸上幕僚監部 関東自動車株式会社

1185 陸上幕僚監部 丸エム南建設株式会社

1186 陸上幕僚監部 丸エム南建設株式会社

1187 陸上幕僚監部 丸越株式会社

1188 陸上幕僚監部 丸吉運輸機工株式会社

1189 陸上幕僚監部 丸三安田瓦工業株式会社

1190 陸上幕僚監部 丸山株式会社

1191 陸上幕僚監部 丸十北海物産商事株式会社

1192 陸上幕僚監部 岩見沢市教育委員会

1193 陸上幕僚監部 岩見沢市立総合病院

1194 陸上幕僚監部 岩手トレーラー建設工業有限会社

1195 陸上幕僚監部 岩手基礎工業株式会社

1196 陸上幕僚監部 岩手県南運輸株式会社

1197 陸上幕僚監部 岩手県北自動車株式会社

1198 陸上幕僚監部 岩手県北自動車株式会社

1199 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

1200 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

1201 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

1202 陸上幕僚監部 喜多機械産業株式会社

1203 陸上幕僚監部 機械開発北旺株式会社

1204 陸上幕僚監部 機械開発北旺株式会社

1205 陸上幕僚監部 吉田重機工業株式会社

1206 陸上幕僚監部 久富産業株式会社

1207 陸上幕僚監部 久留米商工会議所

1208 陸上幕僚監部 宮坂建設工業株式会社

1209 陸上幕僚監部 宮坂建設工業株式会社

1210 陸上幕僚監部 宮坂建設工業株式会社

1211 陸上幕僚監部  宮崎県宮崎土木事務所

1212 陸上幕僚監部 宮崎県畜産試験場

1213 陸上幕僚監部 宮崎県畜産試験場

1214 陸上幕僚監部 宮崎県都城市役所

1215 陸上幕僚監部 宮崎県都城市役所

1216 陸上幕僚監部 宮崎県立産業技術専門校

1217 陸上幕僚監部  宮崎綜合警備株式会社

1218 陸上幕僚監部 宮城県信用保証協会

1219 陸上幕僚監部 宮城県庁
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1220 陸上幕僚監部 宮城県庁

1221 陸上幕僚監部 京セラビルサービス株式会社

1222 陸上幕僚監部 京都薬品工業株式会社

1223 陸上幕僚監部 京福バス株式会社

1224 陸上幕僚監部 共進運輸株式会社

1225 陸上幕僚監部 共進運輸株式会社

1226 陸上幕僚監部 協業組合朝倉浄水

1227 陸上幕僚監部 近畿警備保障株式会社

1228 陸上幕僚監部 九州グンゼ株式会社

1229 陸上幕僚監部 九州教具株式会社

1230 陸上幕僚監部 九州高圧コンクリート工業株式会社

1231 陸上幕僚監部 九州三建サービス株式会社

1232 陸上幕僚監部 九州産交整備株式会社

1233 陸上幕僚監部 九州綜合サービス株式会社

1234 陸上幕僚監部 九州木材工業株式会社

1235 陸上幕僚監部 九重観光サービス株式会社

1236 陸上幕僚監部 九重観光サービス株式会社

1237 陸上幕僚監部 玖珠自動車教習所

1238 陸上幕僚監部 空知しんきんビジネスサービス株式会社

1239 陸上幕僚監部 空知リゾートシティ株式会社

1240 陸上幕僚監部 空知地区エルピーガス保安センター

1241 陸上幕僚監部 釧路トヨタ自動車株式会社

1242 陸上幕僚監部 釧路信用組合

1243 陸上幕僚監部 熊本ロジスティック株式会社

1244 陸上幕僚監部 熊本ロジスティック株式会社

1245 陸上幕僚監部 熊本空港ビルディング株式会社

1246 陸上幕僚監部 熊本県儀式共済株式会社

1247 陸上幕僚監部 熊本通運株式会社

1248 陸上幕僚監部 栗林不動産株式会社

1249 陸上幕僚監部 群馬中央興業株式会社

1250 陸上幕僚監部 郡山砕石株式会社

1251 陸上幕僚監部 郡山砕石株式会社

1252 陸上幕僚監部 郡司建設株式会社

1253 陸上幕僚監部 建設サービス株式会社

1254 陸上幕僚監部 県北建設資源再生協同組合

1255 陸上幕僚監部 古河運輸株式会社

1256 陸上幕僚監部 古川信用組合

1257 陸上幕僚監部 古澤塗装店

1258 陸上幕僚監部 後藤運輸株式会社

1259 陸上幕僚監部 御殿場タクシー株式会社

1260 陸上幕僚監部 御殿場総合サービス株式会社

1261 陸上幕僚監部 光栄運輸株式会社

1262 陸上幕僚監部 光東株式会社

1263 陸上幕僚監部 光東株式会社

1264 陸上幕僚監部 光陽商事株式会社

1265 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

1266 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社
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1267 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

1268 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

1269 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

1270 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

1271 陸上幕僚監部 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり財団

1272 陸上幕僚監部 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり財団

1273 陸上幕僚監部 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり財団

1274 陸上幕僚監部 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり財団

1275 陸上幕僚監部 公益財団法人宮崎県スポーツ施設協会

1276 陸上幕僚監部 公益財団法人宮城県がん協会

1277 陸上幕僚監部 公益財団法人宮城県結核予防会

1278 陸上幕僚監部 公益財団法人宮城県結核予防会

1279 陸上幕僚監部 公益財団法人宮城県結核予防会

1280 陸上幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会美浦保安隊

1281 陸上幕僚監部 公益財団法人山口県学校給食会

1282 陸上幕僚監部 公益財団法人山口県予防保険協会

1283 陸上幕僚監部 公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会

1284 陸上幕僚監部 公益財団法人青森県建設技術センター

1285 陸上幕僚監部 公益財団法人仙台水道サービス公社

1286 陸上幕僚監部 公益財団法人大分県地域成人病検診協会

1287 陸上幕僚監部 公益財団法人長崎県建設技術研究センター

1288 陸上幕僚監部 公益財団法人長崎県建設技術研究センター

1289 陸上幕僚監部 公益財団法人長崎県建設技術研究センター

1290 陸上幕僚監部 公益財団法人長崎県建設技術研究センター

1291 陸上幕僚監部 公益財団法人福島県保健衛生協会

1292 陸上幕僚監部 公益社団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

1293 陸上幕僚監部 公益社団法人大分県交通安全協会大分自動車学校

1294 陸上幕僚監部 公共財団法人茨城県企業公社

1295 陸上幕僚監部 公共財団法人競馬保安協会

1296 陸上幕僚監部 公共財団法人競馬保安協会

1297 陸上幕僚監部 公共財団法人競馬保安協会美浦保安隊

1298 陸上幕僚監部 公共財団法人競馬保安協会美浦保安隊

1299 陸上幕僚監部 公共財団法人福島県都市公園・緑化協会

1300 陸上幕僚監部 公洋美装有限会社

1301 陸上幕僚監部 公立学校共済組合札幌宿泊所ホテルライフォート

1302 陸上幕僚監部 厚和産業株式会社

1303 陸上幕僚監部 向陽電気工業株式会社

1304 陸上幕僚監部 幸栄運輸株式会社

1305 陸上幕僚監部 広島県立三次青陵高等学校

1306 陸上幕僚監部 広島綜合警備保障株式会社

1307 陸上幕僚監部 広友ロジックス株式会社

1308 陸上幕僚監部 広友ロジックス株式会社

1309 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1310 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1311 陸上幕僚監部 弘進ゴム株式会社

1312 陸上幕僚監部 江丹別産業開発株式会社

1313 陸上幕僚監部 江富運輸株式会社
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1314 陸上幕僚監部 高橋建設株式会社

1315 陸上幕僚監部 高砂香料西日本工場株式会社

1316 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

1317 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

1318 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

1319 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

1320 陸上幕僚監部 合同会社カンドー

1321 陸上幕僚監部 国際医療福祉大学熱海病院

1322 陸上幕僚監部 国際警備保障株式会社

1323 陸上幕僚監部 国立大学法人熊本大学

1324 陸上幕僚監部 国立大学法人東北大学

1325 陸上幕僚監部 国立大学法人東北大学

1326 陸上幕僚監部 佐賀県有明漁業協同組合

1327 陸上幕僚監部 佐久間建設工業株式会社

1328 陸上幕僚監部 佐銀コンピューターサービス株式会社

1329 陸上幕僚監部 佐銀ビジネスサービス株式会社

1330 陸上幕僚監部 佐世保青果株式会社

1331 陸上幕僚監部 佐藤工業株式会社

1332 陸上幕僚監部 佐藤工業株式会社

1333 陸上幕僚監部 砂川市立病院

1334 陸上幕僚監部 財団法人駒沢診療所

1335 陸上幕僚監部 財団法人空港環境整備協会

1336 陸上幕僚監部 財団法人青森体育協会

1337 陸上幕僚監部 財団法人防衛弘済会

1338 陸上幕僚監部 財団法人防衛弘済会

1339 陸上幕僚監部 坂口建設株式会社

1340 陸上幕僚監部 札新開発株式会社桑園自動車学校

1341 陸上幕僚監部 札石ビル株式会社

1342 陸上幕僚監部 札樽自動車運輸株式会社

1343 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1344 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1345 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1346 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1347 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1348 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1349 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1350 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1351 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1352 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1353 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

1354 陸上幕僚監部 札幌工営株式会社

1355 陸上幕僚監部 札幌国際カントリークラブ島松コース

1356 陸上幕僚監部 三井住友信託銀行株式会社

1357 陸上幕僚監部 三井青果株式会社

1358 陸上幕僚監部 三井物産フォーサイト株式会社

1359 陸上幕僚監部 三銀ビジネス・サービス株式会社

1360 陸上幕僚監部 三交伊勢志摩交通株式会社
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1361 陸上幕僚監部 三州製菓株式会社

1362 陸上幕僚監部 三島光産株式会社

1363 陸上幕僚監部 三島市教育委員会徳倉小学校

1364 陸上幕僚監部 三島殖産株式会社

1365 陸上幕僚監部 三菱マテリアル株式会社

1366 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1367 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1368 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1369 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1370 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1371 陸上幕僚監部 三菱電機株式会社静岡製作所

1372 陸上幕僚監部 三陽警備株式会社

1373 陸上幕僚監部 三陸輸送株式会社

1374 陸上幕僚監部 三和ミタカ株式会社

1375 陸上幕僚監部 山陰パナソニック株式会社

1376 陸上幕僚監部 山九株式会社

1377 陸上幕僚監部 山形ビジネスサービス株式会社

1378 陸上幕僚監部 山形ビジネスサービス株式会社

1379 陸上幕僚監部 山口日野自動車株式会社

1380 陸上幕僚監部 山田運送株式会社

1381 陸上幕僚監部 山陽警備保障沖縄株式会社

1382 陸上幕僚監部 産交バス株式会社

1383 陸上幕僚監部 滋賀コープサービス株式会社

1384 陸上幕僚監部 鹿児島空港エンジニアリング株式会社

1385 陸上幕僚監部 鹿児島空港エンジニアリング株式会社

1386 陸上幕僚監部 鹿児島空港ビルディング株式会社

1387 陸上幕僚監部 鹿児島県赤十字血液センター

1388 陸上幕僚監部 鹿児島綜合警備保障株式会社

1389 陸上幕僚監部 鹿児島綜合警備保障株式会社

1390 陸上幕僚監部 社会医療法人財団聖フランシスコ会

1391 陸上幕僚監部 社会医療法人松平病院

1392 陸上幕僚監部 社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院

1393 陸上幕僚監部 社会福祉法人アドバンス

1394 陸上幕僚監部 社会福祉法人クローバー福祉会

1395 陸上幕僚監部 社会福祉法人つがる三和会

1396 陸上幕僚監部 社会福祉法人ポロシリ福祉会

1397 陸上幕僚監部 社会福祉法人ゆきわり会

1398 陸上幕僚監部 社会福祉法人ゆきわり会

1399 陸上幕僚監部 社会福祉法人ゆたか会

1400 陸上幕僚監部 社会福祉法人愛光会

1401 陸上幕僚監部 社会福祉法人愛誠会特別養護老人ホーム上熊本苑

1402 陸上幕僚監部 社会福祉法人愛善会老人保健施設愛善ハイツ

1403 陸上幕僚監部 社会福祉法人愛和会ささやのぞみ保育園のぞみ学童クラブ

1404 陸上幕僚監部 社会福祉法人旭川緑光会特別養護老人ホーム旭川緑苑

1405 陸上幕僚監部 社会福祉法人一行会

1406 陸上幕僚監部 社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会

1407 陸上幕僚監部 社会福祉法人暁雲福祉会
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1408 陸上幕僚監部 社会福祉法人玖珠会特別養護老人ホーム玖珠園

1409 陸上幕僚監部 社会福祉法人恵和福祉会特別養護老人ホーム緑の苑

1410 陸上幕僚監部 社会福祉法人敬生会障害者支援施設敬愛園

1411 陸上幕僚監部 社会福祉法人古平田和光会養護老人ホーム長浜和光園

1412 陸上幕僚監部 社会福祉法人光寿会アンダンテ

1413 陸上幕僚監部 社会福祉法人紘徳会

1414 陸上幕僚監部 社会福祉法人紘徳会

1415 陸上幕僚監部 社会福祉法人桜木会託麻ワークセンター

1416 陸上幕僚監部 社会福祉法人山形県社会福祉事業団特別養護老人ホーム大寿荘

1417 陸上幕僚監部 社会福祉法人山形市社会福祉協議会漆山やすらぎ荘

1418 陸上幕僚監部 社会福祉法人七日町こまくさ会

1419 陸上幕僚監部 社会福祉法人奨禮会乙房苑

1420 陸上幕僚監部 社会福祉法人小林市社会福祉協議会

1421 陸上幕僚監部 社会福祉法人松任福祉会

1422 陸上幕僚監部 社会福祉法人新生会みちのく療育園

1423 陸上幕僚監部 社会福祉法人太陽の家

1424 陸上幕僚監部 社会福祉法人大乗会

1425 陸上幕僚監部 社会福祉法人筑竜会

1426 陸上幕僚監部 社会福祉法人中陽福祉会あやはし苑

1427 陸上幕僚監部 社会福祉法人東松島福祉会特別養護老人ホームせせらぎの里

1428 陸上幕僚監部 社会福祉法人徳栄会

1429 陸上幕僚監部 社会福祉法人八千代会

1430 陸上幕僚監部 社会福祉法人美々川福祉会

1431 陸上幕僚監部 社会福祉法人美方福祉会

1432 陸上幕僚監部 社会福祉法人富岳会

1433 陸上幕僚監部 社会福祉法人富合福祉会グループホーム・ケアーホーム心陽

1434 陸上幕僚監部 社会福祉法人富合福祉会障がい者総合支援センター心陽

1435 陸上幕僚監部 社会福祉法人富良野あさひ郷富良野市デイサービスセンタやまべ

1436 陸上幕僚監部 社会福祉法人武蔵村山育成会めぐみ保育園

1437 陸上幕僚監部 社会福祉法人福知山学園

1438 陸上幕僚監部 社会福祉法人別府発達医療センター

1439 陸上幕僚監部 社会福祉法人北海道長正会北広島リハビリセンター

1440 陸上幕僚監部 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会

1441 陸上幕僚監部 社会福祉法人名寄みどりの郷障害者支援施設名寄丘の上学園

1442 陸上幕僚監部 社会福祉法人有明中央福祉会南関こどもの丘保育園

1443 陸上幕僚監部 社会福祉法人遊心苑

1444 陸上幕僚監部 社会福祉法人立命会

1445 陸上幕僚監部 社会福祉法人緑光福祉会

1446 陸上幕僚監部 社会福祉法人緑星の里ハーフタイム

1447 陸上幕僚監部 社会福祉法人緑風会

1448 陸上幕僚監部 社会福祉法人緑風会太陽の里

1449 陸上幕僚監部 社会福祉法人曉雲福祉会

1450 陸上幕僚監部 宗教法人観音院

1451 陸上幕僚監部 宗教法人金峰寺

1452 陸上幕僚監部 宗教法人春日大社

1453 陸上幕僚監部 宗教法人二荒山神社

1454 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1455 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

1456 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

1457 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

1458 陸上幕僚監部 宗教法人昊天宮

1459 陸上幕僚監部 秀友交通株式会社

1460 陸上幕僚監部 秋田しんせい農業協同組合

1461 陸上幕僚監部 秋田厚生医療センター

1462 陸上幕僚監部 秋田三八五流通株式会社

1463 陸上幕僚監部 住宅パイエル工業株式会社

1464 陸上幕僚監部 住友電気工業株式会社

1465 陸上幕僚監部 住友理工株式会社

1466 陸上幕僚監部 十勝バス株式会社

1467 陸上幕僚監部 十勝新得バイオガス株式会社

1468 陸上幕僚監部 十勝整形外科クリニック

1469 陸上幕僚監部 十勝川温泉協同組合

1470 陸上幕僚監部 十勝農機株式会社

1471 陸上幕僚監部 小城重機建設株式会社

1472 陸上幕僚監部 小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社

1473 陸上幕僚監部 小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社

1474 陸上幕僚監部 小野リース株式会社

1475 陸上幕僚監部 小林通商株式会社

1476 陸上幕僚監部 松浦通運株式会社

1477 陸上幕僚監部 松月産業株式会社

1478 陸上幕僚監部 松月産業株式会社

1479 陸上幕僚監部 松月産業株式会社

1480 陸上幕僚監部 松戸新京成バス株式会社

1481 陸上幕僚監部 上越ケーブルビジョン株式会社

1482 陸上幕僚監部 上越ケーブルビジョン株式会社

1483 陸上幕僚監部 上越建設工業株式会社

1484 陸上幕僚監部 上越建設工業株式会社

1485 陸上幕僚監部 上光証券株式会社

1486 陸上幕僚監部 上村鉄筋建設株式会社

1487 陸上幕僚監部 上田信用金庫

1488 陸上幕僚監部 上富良野町教育委員会

1489 陸上幕僚監部 常盤堂製菓株式会社

1490 陸上幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

1491 陸上幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

1492 陸上幕僚監部 常陽証券株式会社

1493 陸上幕僚監部 植村建設株式会社

1494 陸上幕僚監部 食品サービス株式会社

1495 陸上幕僚監部 信金中金ビジネス株式会社

1496 陸上幕僚監部 新安全警備保障株式会社

1497 陸上幕僚監部 新安全警備保障株式会社

1498 陸上幕僚監部 新運輸株式会社

1499 陸上幕僚監部 新運輸株式会社

1500 陸上幕僚監部 新運輸株式会社

1501 陸上幕僚監部 新潟交通観光バス株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1502 陸上幕僚監部 新潟綜合警備保障株式会社

1503 陸上幕僚監部 新舘建設株式会社

1504 陸上幕僚監部 新生ビルテクノ株式会社

1505 陸上幕僚監部 新太平洋運輸株式会社

1506 陸上幕僚監部 新島学園短期大学

1507 陸上幕僚監部 新日本観光株式会社

1508 陸上幕僚監部 新日本熱学株式会社

1509 陸上幕僚監部 新日本無線株式会社

1510 陸上幕僚監部 新和産業株式会社

1511 陸上幕僚監部 神鋼ＨＮ＆Ｍサービス株式会社

1512 陸上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

1513 陸上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

1514 陸上幕僚監部 神鋼真岡総合サービス株式会社

1515 陸上幕僚監部 神鋼真岡総合サービス株式会社

1516 陸上幕僚監部 神鋼真岡総合サービス株式会社

1517 陸上幕僚監部 諏訪信用金庫

1518 陸上幕僚監部 菅原産業株式会社

1519 陸上幕僚監部 菅野建設株式会社

1520 陸上幕僚監部 世羅菜園株式会社

1521 陸上幕僚監部 成田国際空港株式会社

1522 陸上幕僚監部 成田国際空港株式会社

1523 陸上幕僚監部 星光ビル管理株式会社

1524 陸上幕僚監部 西山電設株式会社

1525 陸上幕僚監部 西鉄ビルマネージメント株式会社

1526 陸上幕僚監部 西鉄ビルマネージメント株式会社

1527 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス関西株式会社

1528 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス関西株式会社

1529 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1530 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1531 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1532 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1533 陸上幕僚監部 西武造園株式会社

1534 陸上幕僚監部 西武鉄道株式会社

1535 陸上幕僚監部 西武鉄道株式会社

1536 陸上幕僚監部 西部ガス・カスタマーサービス株式会社

1537 陸上幕僚監部 青い森信用金庫

1538 陸上幕僚監部 青海運輸株式会社

1539 陸上幕僚監部 青森航空電子株式会社

1540 陸上幕僚監部 静岡警備保障株式会社

1541 陸上幕僚監部 石井ビル管理株式会社

1542 陸上幕僚監部 石垣メンテナンス株式会社

1543 陸上幕僚監部 赤羽農機株式会社

1544 陸上幕僚監部 仙台往診クリニック

1545 陸上幕僚監部 仙台日通運輸株式会社

1546 陸上幕僚監部 仙台北日本ビル管理株式会社

1547 陸上幕僚監部 仙南交通株式会社

1548 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1549 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1550 陸上幕僚監部 千歳モーターサービス株式会社

1551 陸上幕僚監部 千歳空港モーターサービス株式会社

1552 陸上幕僚監部 千歳交通株式会社

1553 陸上幕僚監部 千歳交通株式会社

1554 陸上幕僚監部 千歳交通株式会社

1555 陸上幕僚監部 千歳市営住宅窓口センター

1556 陸上幕僚監部 千歳相互観光バス株式会社

1557 陸上幕僚監部 千歳相互観光バス株式会社

1558 陸上幕僚監部 専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ

1559 陸上幕僚監部 泉海商運株式会社

1560 陸上幕僚監部 浅見工業株式会社

1561 陸上幕僚監部 浅野環境ソリューション株式会社

1562 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

1563 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

1564 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

1565 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会茨城県本部

1566 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会群馬県本部

1567 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会青森県本部

1568 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会石川県本部

1569 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会島根県本部

1570 陸上幕僚監部 総合パッケージ株式会社

1571 陸上幕僚監部 総合メディカル株式会社

1572 陸上幕僚監部 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

1573 陸上幕僚監部 多治見無線器電機株式会社

1574 陸上幕僚監部 多治見無線電機株式会社

1575 陸上幕僚監部 多治見無線電機株式会社

1576 陸上幕僚監部 多治見無線電機株式会社

1577 陸上幕僚監部 多度津物流有限会社

1578 陸上幕僚監部 多度津物流有限会社

1579 陸上幕僚監部 太平電業株式会社

1580 陸上幕僚監部 太平洋興産株式会社

1581 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社

1582 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社

1583 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社

1584 陸上幕僚監部 太陽精機株式会社びわこ工場

1585 陸上幕僚監部 対馬交通株式会社

1586 陸上幕僚監部 帯広ビル管理株式会社

1587 陸上幕僚監部 帯広三菱自動車販売株式会社

1588 陸上幕僚監部 帯広地方卸売市場株式会社

1589 陸上幕僚監部 帯廣明神大社

1590 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

1591 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

1592 陸上幕僚監部 大康株式会社

1593 陸上幕僚監部 大阪メディア・サービス株式会社

1594 陸上幕僚監部 大阪メディア・サービス株式会社

1595 陸上幕僚監部 大新東株式会社
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1596 陸上幕僚監部 大新東株式会社

1597 陸上幕僚監部 大新東車両運行サービス株式会社

1598 陸上幕僚監部 大進建設工業株式会社

1599 陸上幕僚監部 大正興業株式会社

1600 陸上幕僚監部 大蔵工業株式会社

1601 陸上幕僚監部 大村製氷株式会社

1602 陸上幕僚監部 大槻理化学株式会社

1603 陸上幕僚監部 大道警備保障株式会社

1604 陸上幕僚監部 大分ビルサービス株式会社

1605 陸上幕僚監部 大分物流サービス株式会社

1606 陸上幕僚監部 大洋ビル管理株式会社

1607 陸上幕僚監部 大力産業株式会社

1608 陸上幕僚監部 大和リゾート株式会社

1609 陸上幕僚監部 大和建設運輸株式会社

1610 陸上幕僚監部 第１環境株式会社

1611 陸上幕僚監部 第一貨物株式会社

1612 陸上幕僚監部 第一貨物株式会社

1613 陸上幕僚監部 第一生命株式会社

1614 陸上幕僚監部 第一生命保険株式会社

1615 陸上幕僚監部 第一生命保険株式会社

1616 陸上幕僚監部 滝川株式会社

1617 陸上幕僚監部 滝川市教育委員会

1618 陸上幕僚監部 拓友工業株式会社

1619 陸上幕僚監部 男山株式会社

1620 陸上幕僚監部 池田建設株式会社

1621 陸上幕僚監部 池田建設株式会社

1622 陸上幕僚監部 竹本油脂株式会社

1623 陸上幕僚監部 竹本油脂株式会社

1624 陸上幕僚監部 中央開発株式会社

1625 陸上幕僚監部 中京パイプ工業株式会社

1626 陸上幕僚監部 中空知環境維持事業協同組合

1627 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1628 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1629 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1630 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1631 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1632 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1633 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1634 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1635 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1636 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1637 陸上幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

1638 陸上幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

1639 陸上幕僚監部 中島エンヂニヤリング株式会社

1640 陸上幕僚監部 中島硝子工業株式会社

1641 陸上幕僚監部 中日運送株式会社

1642 陸上幕僚監部 中日本エクストール横浜株式会社
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1643 陸上幕僚監部 中日本エクストール横浜株式会社

1644 陸上幕僚監部 中日本エクストール横浜株式会社

1645 陸上幕僚監部 朝日電気工業株式会社

1646 陸上幕僚監部 長崎産業株式会社

1647 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1648 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1649 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1650 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1651 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1652 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1653 陸上幕僚監部 長谷川建設株式会社

1654 陸上幕僚監部 津軽警備保障株式会社

1655 陸上幕僚監部 津山サービス株式会社

1656 陸上幕僚監部 通研電気工業株式会社

1657 陸上幕僚監部 辻製油株式会社

1658 陸上幕僚監部 天狗缶詰株式会社

1659 陸上幕僚監部 田中製餡株式会社

1660 陸上幕僚監部 田中電機工業株式会社

1661 陸上幕僚監部 電気興業株式会社

1662 陸上幕僚監部 都城信用金庫

1663 陸上幕僚監部  都北地区建設事業協同組合

1664 陸上幕僚監部 島原自動車学校株式会社

1665 陸上幕僚監部 島原鉄道株式会社

1666 陸上幕僚監部 東亜環境科学株式会社

1667 陸上幕僚監部 東亜青果株式会社

1668 陸上幕僚監部 東海整備株式会社

1669 陸上幕僚監部 東海整備株式会社

1670 陸上幕僚監部 東海整備株式会社

1671 陸上幕僚監部 東海整備株式会社

1672 陸上幕僚監部 東海整備株式会社

1673 陸上幕僚監部 東海整備株式会社

1674 陸上幕僚監部 東京カリント株式会社

1675 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1676 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1677 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1678 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1679 陸上幕僚監部 東京短資株式会社

1680 陸上幕僚監部 東京美装北海道株式会社富良野出張所

1681 陸上幕僚監部 東建リース株式会社

1682 陸上幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

1683 陸上幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

1684 陸上幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

1685 陸上幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

1686 陸上幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

1687 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社

1688 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社

1689 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1690 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社

1691 陸上幕僚監部 東芝電機サービス株式会社

1692 陸上幕僚監部 東芝電波プロダクツ株式会社

1693 陸上幕僚監部 東芝電波プロダクツ株式会社

1694 陸上幕僚監部 東日本海陸輸送株式会社

1695 陸上幕僚監部 東日本交通株式会社

1696 陸上幕僚監部 東八戸病院

1697 陸上幕僚監部 東部緑地株式会社ユンニの湯

1698 陸上幕僚監部 東邦ガス株式会社

1699 陸上幕僚監部 東邦ガス株式会社

1700 陸上幕僚監部 東邦ガス株式会社

1701 陸上幕僚監部 東北センコー運輸株式会社

1702 陸上幕僚監部 東北計器工業株式会社

1703 陸上幕僚監部 東北三吉工業株式会社

1704 陸上幕僚監部 東北三吉工業株式会社

1705 陸上幕僚監部 東北放送株式会社

1706 陸上幕僚監部 東北緑化環境保全株式会社

1707 陸上幕僚監部 東洋観光株式会社

1708 陸上幕僚監部 東洋通工株式会社

1709 陸上幕僚監部 東和環境科学株式会社

1710 陸上幕僚監部 藤和建設株式会社

1711 陸上幕僚監部 道銀ビジネスサービス株式会社

1712 陸上幕僚監部 道北バス株式会社

1713 陸上幕僚監部 道北バス株式会社

1714 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人のぞみ作業所

1715 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人ひびき

1716 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人恵庭市体育協会

1717 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人恵庭市体育協会

1718 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人恵庭市体育協会

1719 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人裾野市手をつなぐ育成会

1720 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人総合福祉センターＴＡＫＥ

1721 陸上幕僚監部 独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場

1722 陸上幕僚監部 栃木いすゞ自動車株式会社

1723 陸上幕僚監部 凸版警備保障株式会社

1724 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1725 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1726 陸上幕僚監部 内外運輸株式会社

1727 陸上幕僚監部 内山産業株式会社

1728 陸上幕僚監部 内田整形外科医院

1729 陸上幕僚監部 鍋林株式会社

1730 陸上幕僚監部 南海ウイングバス南部株式会社

1731 陸上幕僚監部 南国交通株式会社

1732 陸上幕僚監部  南日本運送株式会社

1733 陸上幕僚監部 南日本酪農協同株式会社

1734 陸上幕僚監部 虹技サービス株式会社

1735 陸上幕僚監部 日亜興業株式会社

1736 陸上幕僚監部 日興美装工業株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1737 陸上幕僚監部 日経印刷株式会社

1738 陸上幕僚監部 日鋼特機株式会社

1739 陸上幕僚監部 日鋼特機株式会社

1740 陸上幕僚監部 日鋼特機株式会社室蘭事業所

1741 陸上幕僚監部 日商プロパン石油株式会社

1742 陸上幕僚監部 日信工業株式会社

1743 陸上幕僚監部 日新開発株式会社

1744 陸上幕僚監部 日進設備工業株式会社

1745 陸上幕僚監部 日清医療食品株式会社

1746 陸上幕僚監部 日清医療食品株式会社

1747 陸上幕僚監部 日誠工業株式会社

1748 陸上幕僚監部 日通エネルギー東北株式会社

1749 陸上幕僚監部 日通機工株式会社

1750 陸上幕僚監部 日通宮崎運輸株式会社

1751 陸上幕僚監部 日通熊本トラック株式会社

1752 陸上幕僚監部 日通商事株式会社

1753 陸上幕僚監部 日東ビジネスエキスパート株式会社

1754 陸上幕僚監部 日東石油株式会社

1755 陸上幕僚監部 日東電工株式会社

1756 陸上幕僚監部 日北自動車工業株式会社

1757 陸上幕僚監部 日本コンセントリスク株式会社

1758 陸上幕僚監部 日本データスキル株式会社

1759 陸上幕僚監部 日本テクサ株式会社

1760 陸上幕僚監部 日本テクサ株式会社

1761 陸上幕僚監部 日本テクサ株式会社

1762 陸上幕僚監部 日本テクサ株式会社

1763 陸上幕僚監部 日本テクサ株式会社

1764 陸上幕僚監部 日本テクサ株式会社

1765 陸上幕僚監部 日本パリソン株式会社

1766 陸上幕僚監部 日本管財株式会社

1767 陸上幕僚監部 日本管財株式会社

1768 陸上幕僚監部 日本建設工業株式会社

1769 陸上幕僚監部 日本原燃株式会社

1770 陸上幕僚監部 日本信託警備株式会社

1771 陸上幕僚監部 日本製紙北海道サポート株式会社

1772 陸上幕僚監部 日本赤十字社愛媛県赤十字血液センター

1773 陸上幕僚監部 日本赤十字社京都府赤十字血液センター

1774 陸上幕僚監部 日本赤十字社群馬県赤十字血液センター

1775 陸上幕僚監部 日本赤十字社八戸赤十字病院

1776 陸上幕僚監部 日本赤十字社北海道ブロック血液センター

1777 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1778 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1779 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1780 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1781 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1782 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1783 陸上幕僚監部 日本通運株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1784 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1785 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1786 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1787 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1788 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1789 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1790 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1791 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1792 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1793 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1794 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1795 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1796 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1797 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1798 陸上幕僚監部 日本物流マネジメント株式会社

1799 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

1800 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

1801 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

1802 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

1803 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社

1804 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社

1805 陸上幕僚監部 農業組合法人吉増生産組合

1806 陸上幕僚監部 播信ビジネスサービス株式会社

1807 陸上幕僚監部 波佐見病院

1808 陸上幕僚監部 白老町バイオマス燃料化施設

1809 陸上幕僚監部 八戸市交通部

1810 陸上幕僚監部 八戸市交通部

1811 陸上幕僚監部 八戸製錬リファインテック・アンド・サービス株式会社

1812 陸上幕僚監部 八十二スタッフサービス株式会社

1813 陸上幕僚監部 八十二スタッフサービス株式会社

1814 陸上幕僚監部 八十二スタッフサービス株式会社

1815 陸上幕僚監部 八十二スタッフサービス株式会社

1816 陸上幕僚監部 八十二ビジネスサービス株式会社

1817 陸上幕僚監部 八十二ビジネスサービス株式会社

1818 陸上幕僚監部 八千代工業株式会社

1819 陸上幕僚監部 板東島運輸株式会社

1820 陸上幕僚監部 肥銀カード株式会社

1821 陸上幕僚監部 肥銀リース株式会社

1822 陸上幕僚監部 美瑛ハイヤー株式会社

1823 陸上幕僚監部 美瑛清掃株式会社

1824 陸上幕僚監部 美和電気工業株式会社

1825 陸上幕僚監部 菱重特殊車両サービス株式会社

1826 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1827 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1828 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1829 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1830 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1831 陸上幕僚監部 百五管理サービス株式会社

1832 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

1833 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

1834 陸上幕僚監部 百十四銀行株式会社

1835 陸上幕僚監部 不二輸送機工業株式会社

1836 陸上幕僚監部 富士屋ホテル株式会社

1837 陸上幕僚監部 富士急行株式会社

1838 陸上幕僚監部 富士警備保障株式会社

1839 陸上幕僚監部 富士警備保障株式会社

1840 陸上幕僚監部 富士建設工業株式会社

1841 陸上幕僚監部 富士重工株式会社

1842 陸上幕僚監部 富士重工株式会社

1843 陸上幕僚監部 富士綜合警備保障株式会社

1844 陸上幕僚監部 富良野市ぶどう果樹研究所

1845 陸上幕僚監部 富良野通運株式会社

1846 陸上幕僚監部 冨士給食株式会社

1847 陸上幕僚監部 冨士給食株式会社

1848 陸上幕僚監部 冨士見総業株式会社

1849 陸上幕僚監部 福井トナミ運輸株式会社

1850 陸上幕僚監部 福岡空港エンジニアリング株式会社

1851 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1852 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1853 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1854 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1855 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1856 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1857 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1858 陸上幕僚監部 福岡信用金庫

1859 陸上幕僚監部 福銀ビジネスサービス株式会社

1860 陸上幕僚監部 福島エナメル工業株式会社

1861 陸上幕僚監部 福島バーミ株式会社

1862 陸上幕僚監部 福島交通株式会社

1863 陸上幕僚監部 兵庫県西脇市役所

1864 陸上幕僚監部 兵信ビジネスサービス株式会社

1865 陸上幕僚監部 平和建設株式会社

1866 陸上幕僚監部 別府大分合同タクシー株式会社

1867 陸上幕僚監部 豊橋センコー運輸株式会社

1868 陸上幕僚監部 豊興工業株式会社

1869 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1870 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1871 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1872 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1873 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1874 陸上幕僚監部 豊信総合サービス株式会社

1875 陸上幕僚監部 北栄運輸株式会社

1876 陸上幕僚監部 北栄運輸株式会社

1877 陸上幕僚監部 北越警備保障株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1878 陸上幕僚監部 北旺運輸株式会社

1879 陸上幕僚監部 北海丸油株式会社

1880 陸上幕僚監部 北海道いすゞ自動車株式会社

1881 陸上幕僚監部 北海道ジェイアール物流株式会社

1882 陸上幕僚監部 北海道パワーエンジニアリング株式会社

1883 陸上幕僚監部 北海道パワーエンジニアリング株式会社

1884 陸上幕僚監部 北海道ビル綜合管理株式会社

1885 陸上幕僚監部 北海道ビル綜合管理株式会社

1886 陸上幕僚監部 北海道フーズ輸送株式会社

1887 陸上幕僚監部 北海道岩見沢市役所

1888 陸上幕僚監部 北海道銀行株式会社

1889 陸上幕僚監部 北海道計器工業株式会社

1890 陸上幕僚監部 北海道建設サービス株式会社

1891 陸上幕僚監部 北海道建設サービス株式会社

1892 陸上幕僚監部 北海道建設サービス株式会社

1893 陸上幕僚監部 北海道建物株式会社

1894 陸上幕僚監部 北海道札幌市役所

1895 陸上幕僚監部 北海道西濃運輸株式会社

1896 陸上幕僚監部 北海道帯広市役所

1897 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1898 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1899 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1900 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1901 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1902 陸上幕僚監部 北海道東急ビルマネージメント株式会社

1903 陸上幕僚監部 北海道日油株式会社

1904 陸上幕僚監部 北海道美幌町役場

1905 陸上幕僚監部 北海道北見バス株式会社

1906 陸上幕僚監部 北海道北見バス株式会社

1907 陸上幕僚監部 北海道幌加内役場北海道幌加内高等学校渓雪寮

1908 陸上幕僚監部 北海道郵便逓送株式会社

1909 陸上幕僚監部 北海道和光純薬株式会社

1910 陸上幕僚監部 北関東綜合警備保障株式会社

1911 陸上幕僚監部 北崎自動車工業株式会社

1912 陸上幕僚監部 北昭産業株式会社

1913 陸上幕僚監部 北上ロード株式会社

1914 陸上幕僚監部 北上ロード株式会社

1915 陸上幕僚監部 北信サポート株式会社

1916 陸上幕僚監部 北星交通株式会社

1917 陸上幕僚監部 北星交通株式会社

1918 陸上幕僚監部 北辰工業株式会社

1919 陸上幕僚監部 北電興業株式会社

1920 陸上幕僚監部 北斗株式会社

1921 陸上幕僚監部 北斗興業株式会社

1922 陸上幕僚監部 北日本ビル管理株式会社

1923 陸上幕僚監部 北燃商事株式会社

1924 陸上幕僚監部 北尾運送株式会社
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1925 陸上幕僚監部 北洋ビジネスサービス株式会社

1926 陸上幕僚監部 北洋ビジネスサービス株式会社

1927 陸上幕僚監部 北洋ビジネスサービス株式会社

1928 陸上幕僚監部 北洋ビジネスサービス株式会社

1929 陸上幕僚監部 北洋ビジネスサービス株式会社

1930 陸上幕僚監部 北陽興業株式会社

1931 陸上幕僚監部 北陽紙工株式会社

1932 陸上幕僚監部 北陸計器工業株式会社

1933 陸上幕僚監部 北陸計器工業株式会社

1934 陸上幕僚監部 北陸計器工業株式会社

1935 陸上幕僚監部 北陸綜合警備保障株式会社

1936 陸上幕僚監部 北陸綜合警備保障株式会社

1937 陸上幕僚監部 北陵興業株式会社

1938 陸上幕僚監部 本郷計測機株式会社

1939 陸上幕僚監部 末廣屋電機株式会社

1940 陸上幕僚監部 味岡西諸地区建設事業協同組合

1941 陸上幕僚監部 霧島木質燃料株式会社

1942 陸上幕僚監部 霧島木質燃料株式会社

1943 陸上幕僚監部 名寄アポロ石油株式会社

1944 陸上幕僚監部 名寄商工会議所

1945 陸上幕僚監部 名寄美装工業株式会社

1946 陸上幕僚監部 名寄美装工業株式会社

1947 陸上幕僚監部 名寄美装工業株式会社

1948 陸上幕僚監部 名古屋ビジネスサービス株式会社

1949 陸上幕僚監部 名信ビジネスサービス株式会社

1950 陸上幕僚監部 明石酒造株式会社

1951 陸上幕僚監部 明和クレーン株式会社

1952 陸上幕僚監部 野口産業株式会社

1953 陸上幕僚監部 野田建設工業株式会社

1954 陸上幕僚監部 油機サービス株式会社

1955 陸上幕僚監部 有限会社ＡＧテクノ

1956 陸上幕僚監部 有限会社Ｇ－Ｗｅｓｔ

1957 陸上幕僚監部 有限会社アクトコーポレーション

1958 陸上幕僚監部 有限会社アポロロジスティックス

1959 陸上幕僚監部 有限会社アメニティ・トラスト

1960 陸上幕僚監部 有限会社イズミ建材

1961 陸上幕僚監部 有限会社ウイングサービス

1962 陸上幕僚監部 有限会社エイケン

1963 陸上幕僚監部 有限会社エクステリア企画

1964 陸上幕僚監部 有限会社かみふらの牧場

1965 陸上幕僚監部 有限会社くまタクシー

1966 陸上幕僚監部 有限会社コスモス

1967 陸上幕僚監部 有限会社コスモファーム

1968 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

1969 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

1970 陸上幕僚監部 有限会社スサノオ観光

1971 陸上幕僚監部 有限会社スサノオ観光



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1972 陸上幕僚監部 有限会社スサノオ観光

1973 陸上幕僚監部 有限会社ソルチ

1974 陸上幕僚監部 有限会社ハナノ産業

1975 陸上幕僚監部 有限会社ビル環境衛生管理

1976 陸上幕僚監部 有限会社フジパッケージ

1977 陸上幕僚監部 有限会社マイルド

1978 陸上幕僚監部 有限会社ミストラル

1979 陸上幕僚監部 有限会社ユニオンマリンサービス

1980 陸上幕僚監部 有限会社旭ケミカル

1981 陸上幕僚監部 有限会社加納運輸

1982 陸上幕僚監部 有限会社嘉山牧場

1983 陸上幕僚監部 有限会社丸富造園

1984 陸上幕僚監部 有限会社丸富造園

1985 陸上幕僚監部 有限会社岩守産業

1986 陸上幕僚監部 有限会社吉岡土建

1987 陸上幕僚監部 有限会社古屋運送

1988 陸上幕僚監部 有限会社幸福の寿し本舗

1989 陸上幕僚監部 有限会社広域運輸

1990 陸上幕僚監部 有限会社佐賀ヤマサキ塗装

1991 陸上幕僚監部 有限会社佐藤商会

1992 陸上幕僚監部 有限会社埼玉ライフサポート

1993 陸上幕僚監部 有限会社札内清掃センター

1994 陸上幕僚監部 有限会社札内清掃センター

1995 陸上幕僚監部 有限会社札幌運輸

1996 陸上幕僚監部 有限会社三協運輸

1997 陸上幕僚監部 有限会社三協運輸

1998 陸上幕僚監部 有限会社山陽自動車工業

1999 陸上幕僚監部 有限会社志賀煎餅

2000 陸上幕僚監部 有限会社宗像運輸

2001 陸上幕僚監部 有限会社松田商店

2002 陸上幕僚監部 有限会社常総ファーム

2003 陸上幕僚監部 有限会社新興運輸

2004 陸上幕僚監部 有限会社新生警備保障

2005 陸上幕僚監部 有限会社菅野塗工

2006 陸上幕僚監部 有限会社西遠デトリー

2007 陸上幕僚監部 有限会社青井運送

2008 陸上幕僚監部 有限会社青森ヒューム

2009 陸上幕僚監部 有限会社川原観光

2010 陸上幕僚監部 有限会社川原観光

2011 陸上幕僚監部 有限会社草間生コンクリート

2012 陸上幕僚監部 有限会社帯広ビジネスサービス

2013 陸上幕僚監部 有限会社大谷鮮魚店

2014 陸上幕僚監部 有限会社沢田産業

2015 陸上幕僚監部 有限会社中津自動車学校

2016 陸上幕僚監部 有限会社塚本産業

2017 陸上幕僚監部 有限会社田原坂愛の会

2018 陸上幕僚監部 有限会社田原坂愛の会小規模多機能ホーム田原ふれあいの家



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2019 陸上幕僚監部 有限会社登和清掃

2020 陸上幕僚監部 有限会社登和清掃

2021 陸上幕僚監部 有限会社東富士クリーンサービス

2022 陸上幕僚監部 有限会社東富士クリーンサービス

2023 陸上幕僚監部 有限会社年輪

2024 陸上幕僚監部 有限会社八代ドライビングスクール

2025 陸上幕僚監部 有限会社平和観光

2026 陸上幕僚監部 有限会社北海道種鶏農場

2027 陸上幕僚監部 有限会社麻生醤油醸造所

2028 陸上幕僚監部 有限会社名寄衛生公社

2029 陸上幕僚監部 有限会社鈴木農園

2030 陸上幕僚監部 有沢総業株式会社

2031 陸上幕僚監部 落合運送有限会社

2032 陸上幕僚監部 立石林業株式会社飯野出張所

2033 陸上幕僚監部 琉球警備保障株式会社

2034 陸上幕僚監部 琉球警備保障株式会社

2035 陸上幕僚監部 彌生ヂーゼル工業株式会社

2036 陸上幕僚監部 俱知安町教育委員会

2037 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社

2038 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ徳島株式会社

2039 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ福島株式会社

2040 海上幕僚監部 ＡＮＡスカイビルサービス株式会社

2041 海上幕僚監部 ＡＮＡスカイビルサービス株式会社

2042 海上幕僚監部 ＡＮＡスカイビルサービス株式会社

2043 海上幕僚監部 ＡＮＡ沖縄空港株式会社

2044 海上幕僚監部 ＪＦＥビジネスサポート横浜株式会社

2045 海上幕僚監部 ＪＭＵディフェンスシステムズ株式会社

2046 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2047 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2048 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2049 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2050 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2051 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2052 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2053 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2054 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2055 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2056 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2057 海上幕僚監部 アキ・マリン株式会社

2058 海上幕僚監部 アメリカン電機株式会社

2059 海上幕僚監部 アヤベ株式会社

2060 海上幕僚監部 アリアケジャパン株式会社

2061 海上幕僚監部 アルバック東北株式会社

2062 海上幕僚監部 ウスイホーム株式会社

2063 海上幕僚監部 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社

2064 海上幕僚監部 エネサイクル株式会社

2065 海上幕僚監部 エム・イー・エス特機株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2066 海上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2067 海上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2068 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

2069 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

2070 海上幕僚監部 かぎんオフィスビジネス株式会社

2071 海上幕僚監部 クリタ・ビルテック株式会社

2072 海上幕僚監部 クリタ・ビルテック株式会社

2073 海上幕僚監部 グローブシップ株式会社

2074 海上幕僚監部 ケイエスピー熱供給株式会社

2075 海上幕僚監部 ケンコーマヨネーズ株式会社

2076 海上幕僚監部 させぼパール・シー株式会社

2077 海上幕僚監部 させぼパール・シー株式会社

2078 海上幕僚監部 サンデン交通株式会社

2079 海上幕僚監部 シープレックス株式会社

2080 海上幕僚監部 シィライン株式会社

2081 海上幕僚監部 ジェイ・アール・シー特機株式会社

2082 海上幕僚監部 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社

2083 海上幕僚監部 ジブラルタ生命保険株式会社

2084 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2085 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2086 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2087 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2088 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2089 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2090 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2091 海上幕僚監部 セコムジャスティック株式会社

2092 海上幕僚監部 セコムスタティック西日本株式会社

2093 海上幕僚監部 セコム株式会社

2094 海上幕僚監部 チュウケイ株式会社

2095 海上幕僚監部 ディー・エイチ・シー・サービス株式会社

2096 海上幕僚監部 ニチユ物流株式会社

2097 海上幕僚監部 ニチユ物流株式会社

2098 海上幕僚監部 ニッスイマリン工業株式会社

2099 海上幕僚監部 ニッスイマリン工業株式会社

2100 海上幕僚監部 ニッスイマリン工業株式会社

2101 海上幕僚監部 ニッスイマリン工業株式会社

2102 海上幕僚監部 ハウステンボス・技術センター株式会社

2103 海上幕僚監部 ハウステンボス株式会社

2104 海上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

2105 海上幕僚監部 マツダエース株式会社

2106 海上幕僚監部 マツダエース株式会社

2107 海上幕僚監部 マツダエース株式会社

2108 海上幕僚監部 マルマツ株式会社

2109 海上幕僚監部 むつ市公営企業局

2110 海上幕僚監部 むつ市公営企業局

2111 海上幕僚監部 むつ市公営企業局

2112 海上幕僚監部 むつ市公営企業局



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2113 海上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2114 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2115 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2116 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2117 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2118 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2119 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2120 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2121 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2122 海上幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2123 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2124 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2125 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2126 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2127 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2128 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2129 海上幕僚監部 阿蘇農業協同組合

2130 海上幕僚監部 旭運送有限会社

2131 海上幕僚監部 旭酒造株式会社

2132 海上幕僚監部 伊豆下田生コン株式会社

2133 海上幕僚監部 伊予船舶株式会社

2134 海上幕僚監部 医療法人愛恵会佐世保愛恵病院

2135 海上幕僚監部 医療法人慶友会西海病院

2136 海上幕僚監部 医療法人慶友会西海病院

2137 海上幕僚監部 医療法人慶友会西海病院

2138 海上幕僚監部 医療法人光洋会三芳病院

2139 海上幕僚監部 医療法人光洋会三芳病院

2140 海上幕僚監部 医療法人成蹊会佐世保北病院

2141 海上幕僚監部 医療法人清仁会シミズ病院

2142 海上幕僚監部 医療法人陽明会宮原病院

2143 海上幕僚監部 医療法人陽明会宮原病院

2144 海上幕僚監部 医療法人和敬会平和台病院

2145 海上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2146 海上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2147 海上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

2148 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2149 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2150 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2151 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2152 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2153 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2154 海上幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2155 海上幕僚監部 一般社団法人愛知県薬剤師会

2156 海上幕僚監部 一般社団法人八戸市アールアール厚生会

2157 海上幕僚監部 一般社団法人北陸地域づくり協会

2158 海上幕僚監部 栄屋食品株式会社

2159 海上幕僚監部 沖縄ビル管理株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2160 海上幕僚監部 海洋電子工業株式会社

2161 海上幕僚監部 海洋電子工業株式会社

2162 海上幕僚監部 学校法人鎮西学院鎮西学院高等学校

2163 海上幕僚監部 学校法人津曲学園鹿児島国際大学

2164 海上幕僚監部 学校法人都築第一学園横浜薬科大学

2165 海上幕僚監部 学校法人都築第一学園横浜薬科大学

2166 海上幕僚監部 学校法人藤学園函館藤幼稚園

2167 海上幕僚監部 学校法人余市杉の子學園杉の子幼稚園

2168 海上幕僚監部 学校法人廣池学園麗澤大学

2169 海上幕僚監部 株式会社ＡＮＯＶＡ

2170 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩ

2171 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

2172 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

2173 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩビジネスサポート

2174 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2175 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2176 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2177 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2178 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2179 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2180 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2181 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2182 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2183 海上幕僚監部 株式会社Ｊａｐａｎエアロインスペクション

2184 海上幕僚監部 株式会社Ｍｋｐａｓｏ

2185 海上幕僚監部 株式会社ＮＡＡコミュニケーションズ

2186 海上幕僚監部 株式会社アート

2187 海上幕僚監部 株式会社アイビックス

2188 海上幕僚監部 株式会社アクティオ

2189 海上幕僚監部 株式会社アクティオ

2190 海上幕僚監部 株式会社アクティオ

2191 海上幕僚監部 株式会社アクロス

2192 海上幕僚監部 株式会社アスビック

2193 海上幕僚監部 株式会社アルファプランナーズ

2194 海上幕僚監部 株式会社イコーズ

2195 海上幕僚監部 株式会社インターセンス

2196 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2197 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2198 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2199 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2200 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2201 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2202 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

2203 海上幕僚監部 株式会社エフ・ユー

2204 海上幕僚監部 株式会社エム・シー・シー

2205 海上幕僚監部 株式会社エム・シー・シー

2206 海上幕僚監部 株式会社エム・シー・シー



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2207 海上幕僚監部 株式会社オーイング

2208 海上幕僚監部 株式会社オーイング

2209 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2210 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2211 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2212 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2213 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2214 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2215 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2216 海上幕僚監部 株式会社オートシステム

2217 海上幕僚監部 株式会社カレン

2218 海上幕僚監部 株式会社クリエイティブ

2219 海上幕僚監部 株式会社クリハラント

2220 海上幕僚監部 株式会社クリハラント

2221 海上幕僚監部 株式会社クロサワエンジニアリング

2222 海上幕僚監部 株式会社クロサワエンジニアリング

2223 海上幕僚監部 株式会社ケイテイエス

2224 海上幕僚監部 株式会社ケーシー・エンジニアリング

2225 海上幕僚監部 株式会社コントランス

2226 海上幕僚監部 株式会社させぼパレスホテル

2227 海上幕僚監部 株式会社ザックス

2228 海上幕僚監部 株式会社サン・ライフ

2229 海上幕僚監部 株式会社サンネクト

2230 海上幕僚監部 株式会社サンネクト

2231 海上幕僚監部 株式会社シートック

2232 海上幕僚監部 株式会社シートック

2233 海上幕僚監部 株式会社ジェイアール西日本福岡メンテック

2234 海上幕僚監部 株式会社シンコー

2235 海上幕僚監部 株式会社セーフティ

2236 海上幕僚監部 株式会社ダイクレ

2237 海上幕僚監部 株式会社タック

2238 海上幕僚監部 株式会社チュウブ

2239 海上幕僚監部 株式会社つくもサービス

2240 海上幕僚監部 株式会社つくもサービス

2241 海上幕僚監部 株式会社ティー・アンド・ティー

2242 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2243 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2244 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2245 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2246 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2247 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2248 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2249 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2250 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2251 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2252 海上幕僚監部 株式会社データベース

2253 海上幕僚監部 株式会社トーカイ



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2254 海上幕僚監部 株式会社トーキン

2255 海上幕僚監部 株式会社トーホーセキュリティサービス

2256 海上幕僚監部 株式会社ナウエル

2257 海上幕僚監部 株式会社にししんビジネス

2258 海上幕僚監部 株式会社ニューメディカルフーズ

2259 海上幕僚監部 株式会社パシナ

2260 海上幕僚監部 株式会社ハセッパー技研

2261 海上幕僚監部 株式会社ハセッパー技研

2262 海上幕僚監部 株式会社パセリー菜

2263 海上幕僚監部 株式会社パラエルモサ

2264 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2265 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2266 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2267 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2268 海上幕僚監部 株式会社フジテクノ

2269 海上幕僚監部 株式会社マルゼンシステムズ

2270 海上幕僚監部 株式会社ミスズライフ

2271 海上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

2272 海上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

2273 海上幕僚監部 株式会社ムサシ機電

2274 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2275 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2276 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2277 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2278 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2279 海上幕僚監部 株式会社阿波銀行

2280 海上幕僚監部 株式会社艦船技術サービス

2281 海上幕僚監部 株式会社関西港湾工業

2282 海上幕僚監部 株式会社関電パワーテック

2283 海上幕僚監部 株式会社丸野

2284 海上幕僚監部 株式会社京急ストア

2285 海上幕僚監部 株式会社共立自動車学校

2286 海上幕僚監部 株式会社共立自動車学校

2287 海上幕僚監部 株式会社協和輸送

2288 海上幕僚監部 株式会社広島銀行

2289 海上幕僚監部 株式会社広島銀行

2290 海上幕僚監部 株式会社佐世保航海測器社

2291 海上幕僚監部 株式会社崎陽軒

2292 海上幕僚監部 株式会社三重銀行

2293 海上幕僚監部 株式会社三宅本店

2294 海上幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2295 海上幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2296 海上幕僚監部 株式会社山口銀行

2297 海上幕僚監部 株式会社小山工業所

2298 海上幕僚監部 株式会社小俣組

2299 海上幕僚監部 株式会社親和銀行

2300 海上幕僚監部 株式会社親和銀行



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2301 海上幕僚監部 株式会社親和銀行

2302 海上幕僚監部 株式会社水光エンジニア

2303 海上幕僚監部 株式会社青森銀行

2304 海上幕僚監部 株式会社千葉銀行

2305 海上幕僚監部 株式会社千葉銀行

2306 海上幕僚監部 株式会社全日警

2307 海上幕僚監部 株式会社全日警

2308 海上幕僚監部 株式会社全日警

2309 海上幕僚監部 株式会社大阪マリン

2310 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

2311 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

2312 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

2313 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

2314 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

2315 海上幕僚監部 株式会社中国警備保障

2316 海上幕僚監部 株式会社中国警備保障

2317 海上幕僚監部 株式会社中国警備保障

2318 海上幕僚監部 株式会社長崎商事

2319 海上幕僚監部 株式会社東京堂

2320 海上幕僚監部 株式会社東北セイワ

2321 海上幕僚監部 株式会社日本空調岐阜

2322 海上幕僚監部 株式会社肥後銀行

2323 海上幕僚監部 株式会社不二ビルサービス

2324 海上幕僚監部 株式会社武田酸素

2325 海上幕僚監部 株式会社福岡銀行

2326 海上幕僚監部 株式会社北日本セーフティクリエイト

2327 海上幕僚監部 株式会社北日本セーフティクリエイト

2328 海上幕僚監部 株式会社北陸銀行

2329 海上幕僚監部 株式会社北陸銀行

2330 海上幕僚監部 株式会社堀田木工所

2331 海上幕僚監部 株式会社麻生

2332 海上幕僚監部 株式会社木村鉄工所

2333 海上幕僚監部 株式会社木村鉄工所

2334 海上幕僚監部 株式会社琉球人材派遣センター

2335 海上幕僚監部 株式会社蓮

2336 海上幕僚監部 企業組合かぶあがり

2337 海上幕僚監部 吉川工業株式会社

2338 海上幕僚監部 久仁運輸株式会社

2339 海上幕僚監部 宮崎県庁

2340 海上幕僚監部 宮川興業株式会社

2341 海上幕僚監部 宮川興業株式会社

2342 海上幕僚監部 近畿環境サービス株式会社

2343 海上幕僚監部 近畿環境サービス株式会社

2344 海上幕僚監部 九州三建サービス株式会社

2345 海上幕僚監部 九州三建サービス株式会社

2346 海上幕僚監部 警固屋船渠株式会社

2347 海上幕僚監部 呉市教育委員会



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2348 海上幕僚監部 後藤運輸株式会社

2349 海上幕僚監部 公益財団法人かごしま豊かな海づくり協会

2350 海上幕僚監部 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会

2351 海上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2352 海上幕僚監部 公益財団法人山口県予防保健協会

2353 海上幕僚監部 公益財団法人防衛基盤整備協会

2354 海上幕僚監部 広島ガスメイト株式会社

2355 海上幕僚監部 広島トヨタ自動車株式会社

2356 海上幕僚監部 広島トヨタ自動車株式会社

2357 海上幕僚監部 広島県信用組合

2358 海上幕僚監部 弘済企業株式会社

2359 海上幕僚監部 弘済企業株式会社

2360 海上幕僚監部 高栄企業株式会社

2361 海上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

2362 海上幕僚監部 佐世保マリン・アンド・ポートサービス株式会社

2363 海上幕僚監部 佐世保マリン・アンド・ポートサービス株式会社

2364 海上幕僚監部 佐世保重工業株式会社

2365 海上幕僚監部 佐島マリーナ株式会社

2366 海上幕僚監部 坂井汽船株式会社

2367 海上幕僚監部 三井住友海上火災保険株式会社

2368 海上幕僚監部 三井不動産ビルマネジメント株式会社

2369 海上幕僚監部 三原京覧開発株式会社

2370 海上幕僚監部 三高水産株式会社

2371 海上幕僚監部 三国工業株式会社

2372 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2373 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2374 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2375 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2376 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2377 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2378 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2379 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2380 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2381 海上幕僚監部 三八五バス株式会社

2382 海上幕僚監部 三八五バス株式会社

2383 海上幕僚監部 三八五流通株式会社

2384 海上幕僚監部 三八五流通株式会社

2385 海上幕僚監部 三八五流通株式会社

2386 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2387 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2388 海上幕僚監部 三菱重工業株式会社

2389 海上幕僚監部 三菱重工業株式会社

2390 海上幕僚監部 三菱電機特機システム株式会社

2391 海上幕僚監部 山九株式会社

2392 海上幕僚監部 山崎製パン株式会社

2393 海上幕僚監部 四宮タンカー株式会社

2394 海上幕僚監部 四電ビジネス株式会社
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2395 海上幕僚監部 四電ビジネス株式会社

2396 海上幕僚監部 事業協同組合ヒューマンサポート

2397 海上幕僚監部 鹿児島共同倉庫株式会社

2398 海上幕僚監部 鹿児島綜合警備保障株式会社

2399 海上幕僚監部 室町ビルサービス株式会社

2400 海上幕僚監部 社会福祉法人むすび会

2401 海上幕僚監部 社会福祉法人愛生会

2402 海上幕僚監部 社会福祉法人以和貴会

2403 海上幕僚監部 社会福祉法人下関市民生事業助成会なごみの里

2404 海上幕僚監部 社会福祉法人希望の家

2405 海上幕僚監部 社会福祉法人恵仁会特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

2406 海上幕僚監部 社会福祉法人呉福祉会呉広風園

2407 海上幕僚監部 社会福祉法人清真会特別養護老人ホーム音羽の浜

2408 海上幕僚監部 社会福祉法人千歳いずみ学園

2409 海上幕僚監部 社会福祉法人佑啓会ふる里学舎和田浦

2410 海上幕僚監部 社会福祉法人緑風会鹿児島太陽の里

2411 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

2412 海上幕僚監部 渚工業株式会社

2413 海上幕僚監部 松戸新京成バス株式会社

2414 海上幕僚監部 城山観光株式会社

2415 海上幕僚監部 常光サービス株式会社

2416 海上幕僚監部 信金中金ビジネス株式会社

2417 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2418 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2419 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2420 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2421 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2422 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2423 海上幕僚監部 新和企業株式会社

2424 海上幕僚監部 新和企業株式会社

2425 海上幕僚監部 新和企業株式会社

2426 海上幕僚監部 新和企業株式会社

2427 海上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

2428 海上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

2429 海上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

2430 海上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

2431 海上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

2432 海上幕僚監部 星光ビル管理株式会社

2433 海上幕僚監部 西九州倉庫株式会社

2434 海上幕僚監部 西都農業協同組合

2435 海上幕僚監部 西嶋電設株式会社

2436 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2437 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2438 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2439 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス中国株式会社

2440 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス中国株式会社

2441 海上幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社
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2442 海上幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社

2443 海上幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社

2444 海上幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社

2445 海上幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社

2446 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

2447 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

2448 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

2449 海上幕僚監部 西部ガス・カスタマーサービス株式会社

2450 海上幕僚監部 西部ガステクノソリューション株式会社

2451 海上幕僚監部 誠和梱包運輸株式会社

2452 海上幕僚監部 青銀ビジネスサービス株式会社

2453 海上幕僚監部 青森県立はまなす医療療育センター

2454 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2455 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2456 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2457 海上幕僚監部 千葉白井病院

2458 海上幕僚監部 川重環境エンジニアリング株式会社

2459 海上幕僚監部 川重環境エンジニアリング株式会社

2460 海上幕僚監部 川重環境エンジニアリング株式会社

2461 海上幕僚監部 川重環境エンジニアリング株式会社

2462 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会山口県本部

2463 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会青森県本部

2464 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会長崎県本部

2465 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会徳島県本部

2466 海上幕僚監部 総合メディカル株式会社

2467 海上幕僚監部 多摩川エアロシステムズ株式会社

2468 海上幕僚監部 多摩川精機株式会社

2469 海上幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

2470 海上幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

2471 海上幕僚監部 太平運輸株式会社

2472 海上幕僚監部 太平電業株式会社

2473 海上幕僚監部 太平電業株式会社

2474 海上幕僚監部 大興工業株式会社

2475 海上幕僚監部 大阪シティ信用金庫

2476 海上幕僚監部 大阪メディア・サービス株式会社

2477 海上幕僚監部 大村市モーターボート競走事業所

2478 海上幕僚監部 大分ゼネラルサービス株式会社

2479 海上幕僚監部 大分航空ターミナル株式会社

2480 海上幕僚監部 第一マリン株式会社

2481 海上幕僚監部 稚内管工事業協同組合

2482 海上幕僚監部 中川産業株式会社

2483 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2484 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2485 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2486 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2487 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2488 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2489 海上幕僚監部 電気興業株式会社

2490 海上幕僚監部 都市環境整美株式会社

2491 海上幕僚監部 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

2492 海上幕僚監部 東京臨海熱供給株式会社

2493 海上幕僚監部 東芝電波プロダクツ株式会社

2494 海上幕僚監部 東洋マリーンサービス株式会社

2495 海上幕僚監部 東洋マリーンサービス株式会社

2496 海上幕僚監部 東洋警備保障株式会社

2497 海上幕僚監部 東洋建物管理株式会社

2498 海上幕僚監部 東洋建物管理株式会社

2499 海上幕僚監部 藤井綱海運株式会社

2500 海上幕僚監部 道銀ビジネスサービス株式会社

2501 海上幕僚監部 徳島県庁

2502 海上幕僚監部 南風崎ＭＧレヂデンス株式会社

2503 海上幕僚監部 南風崎ＭＧレヂデンス株式会社

2504 海上幕僚監部 南和海事株式会社

2505 海上幕僚監部 日ノ丸自動車株式会社

2506 海上幕僚監部 日亜興業株式会社

2507 海上幕僚監部 日亜興業株式会社

2508 海上幕僚監部 日吉海運有限会社

2509 海上幕僚監部 日進建設株式会社

2510 海上幕僚監部 日本エンジニアリング株式会社

2511 海上幕僚監部 日本テクサ株式会社

2512 海上幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社

2513 海上幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社

2514 海上幕僚監部 日本海運株式会社

2515 海上幕僚監部 日本赤十字社

2516 海上幕僚監部 日本中央競馬会

2517 海上幕僚監部 日本通運株式会社

2518 海上幕僚監部 日本通運株式会社

2519 海上幕僚監部 日本道路興運株式会社

2520 海上幕僚監部 日本道路興運株式会社

2521 海上幕僚監部 日本道路興運株式会社

2522 海上幕僚監部 日本飛行機株式会社

2523 海上幕僚監部 日本郵便株式会社

2524 海上幕僚監部 日本郵便株式会社

2525 海上幕僚監部 日本連合警備株式会社大分

2526 海上幕僚監部 波佐見病院

2527 海上幕僚監部 柏センコー運輸株式会社

2528 海上幕僚監部 函館どつく株式会社

2529 海上幕僚監部 函館どつく株式会社

2530 海上幕僚監部 函館どつく株式会社

2531 海上幕僚監部 函館どつく株式会社

2532 海上幕僚監部 八重川海運株式会社

2533 海上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

2534 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2535 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2536 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2537 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2538 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2539 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2540 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2541 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2542 海上幕僚監部 富士産業株式会社

2543 海上幕僚監部 福井貨物自動車株式会社

2544 海上幕僚監部 福博建設株式会社

2545 海上幕僚監部 北日本石油株式会社

2546 海上幕僚監部 北日本防災警備株式会社

2547 海上幕僚監部 明治安田生命保険相互会社

2548 海上幕僚監部 明治管財株式会社

2549 海上幕僚監部 明治管財株式会社

2550 海上幕僚監部 明治管財株式会社

2551 海上幕僚監部 明治管財株式会社

2552 海上幕僚監部 有限会社エムケイヴィンヤード

2553 海上幕僚監部 有限会社サツマ警備保障

2554 海上幕僚監部 有限会社金子ファーム

2555 海上幕僚監部 有限会社金子ファーム

2556 海上幕僚監部 有限会社金子ファーム

2557 海上幕僚監部 有限会社国信配管

2558 海上幕僚監部 有限会社中澤計量機

2559 海上幕僚監部 有限会社富士石油

2560 海上幕僚監部 有限会社緑風会

2561 海上幕僚監部 郵船ナブテック株式会社

2562 海上幕僚監部 陸前保安警備保障株式会社

2563 海上幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

2564 海上幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

2565 海上幕僚監部 癸巳化成株式会社

2566 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社

2567 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

2568 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城管財株式会社

2569 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ山口株式会社

2570 航空幕僚監部 ＡＴＯＭＷｏｒｋｓ株式会社

2571 航空幕僚監部 ＣＯＭ電子開発株式会社

2572 航空幕僚監部 ＤＩＣエステート株式会社

2573 航空幕僚監部 ＤＩＣエステート株式会社

2574 航空幕僚監部 ＤＩＣエステート株式会社

2575 航空幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2576 航空幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2577 航空幕僚監部 ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社

2578 航空幕僚監部 ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社

2579 航空幕僚監部 ＰＧＭプロパティ－ズ株式会社川越グリ－ンクロス

2580 航空幕僚監部 ＲＥＸ株式会社

2581 航空幕僚監部 アイピーエムサービス株式会社

2582 航空幕僚監部 アサヒゴウセン株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2583 航空幕僚監部 アズビル株式会社

2584 航空幕僚監部 アルバック機工株式会社

2585 航空幕僚監部 ウチノ看板株式会社

2586 航空幕僚監部 エース総合運輸株式会社

2587 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2588 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2589 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2590 航空幕僚監部 エム・ユー・ビジネスサービス株式会社

2591 航空幕僚監部 オリックスファシリティーズ株式会社

2592 航空幕僚監部 カガク興商株式会社

2593 航空幕僚監部 グルンドフォスポンプ株式会社

2594 航空幕僚監部 ケイ・エイチ・ビー開発株式会社

2595 航空幕僚監部 コムシス通産株式会社

2596 航空幕僚監部 ザ・テラスホテルズ株式会社

2597 航空幕僚監部 サンハウス食品株式会社

2598 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

2599 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

2600 航空幕僚監部 ジェイティプラントサービス株式会社

2601 航空幕僚監部 ジェイティプラントサービス株式会社九州支店

2602 航空幕僚監部 スズキ株式会社

2603 航空幕僚監部 スズキ株式会社

2604 航空幕僚監部 スズキ株式会社

2605 航空幕僚監部 スズラン企画株式会社

2606 航空幕僚監部 スターゼンミートプロセッサー株式会社

2607 航空幕僚監部 スターゼンミートプロセッサー株式会社

2608 航空幕僚監部 センコー株式会社静岡支店

2609 航空幕僚監部 セントラル自動車工業株式会社

2610 航空幕僚監部 セントラル自動車工業株式会社

2611 航空幕僚監部 ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社

2612 航空幕僚監部 ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社

2613 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

2614 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

2615 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

2616 航空幕僚監部 ダイヤモンドエアサービス株式会社

2617 航空幕僚監部 タカラ化成工業株式会社

2618 航空幕僚監部 タカラ化成工業株式会社

2619 航空幕僚監部 ツーワン輸送有限会社

2620 航空幕僚監部 ツル産業株式会社

2621 航空幕僚監部 ディフェンスレイバーソフト株式会社

2622 航空幕僚監部 ディフェンスレイバーソフト株式会社

2623 航空幕僚監部 テスコ株式会社

2624 航空幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

2625 航空幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

2626 航空幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

2627 航空幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

2628 航空幕僚監部 ハイコンポーネンツ青森株式会社

2629 航空幕僚監部 パブリック技建株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2630 航空幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

2631 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

2632 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

2633 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

2634 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

2635 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

2636 航空幕僚監部 マルサ重興有限会社

2637 航空幕僚監部 むつ市教育委員会

2638 航空幕僚監部 むつ小川原原燃興産株式会社

2639 航空幕僚監部 むつ小川原原燃興産株式会社

2640 航空幕僚監部 むつ小川原原燃興産株式会社

2641 航空幕僚監部 メイフード株式会社

2642 航空幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2643 航空幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2644 航空幕僚監部 ユニヴァーサル技研有限会社

2645 航空幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2646 航空幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2647 航空幕僚監部 ライジングビルメインテナンス株式会社

2648 航空幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2649 航空幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2650 航空幕僚監部 ラビットバス株式会社

2651 航空幕僚監部 ラビットバス株式会社

2652 航空幕僚監部 ワークシェアー株式会社

2653 航空幕僚監部 阿部商事株式会社

2654 航空幕僚監部 旭日産業株式会社浜松支店

2655 航空幕僚監部 医療法人杏野会各務原病院

2656 航空幕僚監部 医療法人杏野会各務原病院

2657 航空幕僚監部 医療法人杏野会各務原病院

2658 航空幕僚監部 医療法人育心会

2659 航空幕僚監部 医療法人勤誠会米子病院

2660 航空幕僚監部 医療法人勤誠会米子病院

2661 航空幕僚監部 医療法人勤誠会米子病院

2662 航空幕僚監部 医療法人恵愛会福間病院

2663 航空幕僚監部 医療法人恵愛会福間病院

2664 航空幕僚監部 医療法人財団つばさ行橋厚生病院

2665 航空幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

2666 航空幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

2667 航空幕僚監部 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・仙台東

2668 航空幕僚監部 医療法人社団医王会朝倉建生病院

2669 航空幕僚監部 医療法人社団五稜会病院

2670 航空幕僚監部 医療法人社団五稜会病院

2671 航空幕僚監部 医療法人朋壮会南古谷クリニック

2672 航空幕僚監部 一般財団法人パブリックサービス

2673 航空幕僚監部 一般財団法人宮崎県内水面振興センター

2674 航空幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2675 航空幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2676 航空幕僚監部 一般財団法人航空保安協会北九州第二事務所



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2677 航空幕僚監部 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会

2678 航空幕僚監部 一般財団法人産業教育センター

2679 航空幕僚監部 一般財団法人上村病院

2680 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会静岡支店

2681 航空幕僚監部 一般財団法人田村市滝根観光振興公社

2682 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2683 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2684 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2685 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2686 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2687 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2688 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2689 航空幕僚監部 一般社団法人佐賀県畜産公社

2690 航空幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

2691 航空幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

2692 航空幕僚監部 一般社団法人日本臨床整形外科学会

2693 航空幕僚監部 壱岐交通株式会社

2694 航空幕僚監部 臼杵運輸株式会社

2695 航空幕僚監部 越後交通株式会社

2696 航空幕僚監部 遠州信用金庫

2697 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2698 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2699 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2700 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2701 航空幕僚監部 岡部チサンカントリークラブ

2702 航空幕僚監部 岡野運送株式会社

2703 航空幕僚監部 沖縄ディーエフエス株式会社

2704 航空幕僚監部 沖縄綜合警備保障株式会社

2705 航空幕僚監部 沖縄綜合警備保障株式会社

2706 航空幕僚監部 学校法人ノートルダム清心学園　ノートルダム清心女子大学

2707 航空幕僚監部 学校法人希望ケ丘学園

2708 航空幕僚監部 学校法人宮崎学園

2709 航空幕僚監部 学校法人山崎学園

2710 航空幕僚監部 学校法人小林学園本庄東高校

2711 航空幕僚監部 学校法人星美学園

2712 航空幕僚監部 学校法人星美学園

2713 航空幕僚監部 学校法人星美学園

2714 航空幕僚監部 学校法人智香寺学園正智深谷高校

2715 航空幕僚監部 学校法人都築育英学園

2716 航空幕僚監部 学校法人都築育英学園

2717 航空幕僚監部 学校法人東京理科大学

2718 航空幕僚監部 学校法人東京理科大学

2719 航空幕僚監部 学校法人武蔵野美術大学

2720 航空幕僚監部 学校法人武蔵野美術大学

2721 航空幕僚監部 学校法人福原学園

2722 航空幕僚監部 学校法人福原学園

2723 航空幕僚監部 学校法人幌南学園
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2724 航空幕僚監部 学校法人無憂樹学園

2725 航空幕僚監部 学校法人名進研学園

2726 航空幕僚監部 株式会社Ｆｏｎｔｅ

2727 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬＵＸトラスト

2728 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2729 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2730 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2731 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2732 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2733 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2734 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2735 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2736 航空幕僚監部 株式会社Ｊａｐａｎエアロインスペクション

2737 航空幕僚監部 株式会社Ｊａｐａｎエアロインスペクション

2738 航空幕僚監部 株式会社Ｊａｐａｎエアロインスペクション名古屋支店

2739 航空幕僚監部 株式会社ＫＳＡインターナショナル

2740 航空幕僚監部 株式会社ＴＲＦ企画

2741 航空幕僚監部 株式会社アイシア

2742 航空幕僚監部 株式会社アカデミア

2743 航空幕僚監部 株式会社アクティオ

2744 航空幕僚監部 株式会社アクティ境港営業所

2745 航空幕僚監部 株式会社アサヒセキュリティ

2746 航空幕僚監部 株式会社アサヒセキュリティ

2747 航空幕僚監部 株式会社アスビック

2748 航空幕僚監部 株式会社イカイコントラクト

2749 航空幕僚監部 株式会社イシタケ開発

2750 航空幕僚監部 株式会社ウィズワーク

2751 航空幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

2752 航空幕僚監部 株式会社エスエフ太陽興産

2753 航空幕僚監部 株式会社オートシステム

2754 航空幕僚監部 株式会社オートシステム

2755 航空幕僚監部 株式会社オートシステム

2756 航空幕僚監部 株式会社ガードリサーチ

2757 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2758 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2759 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2760 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2761 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2762 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2763 航空幕僚監部 株式会社キョーワ技販

2764 航空幕僚監部 株式会社クリタス西日本支社

2765 航空幕僚監部 株式会社クリタス西日本支社

2766 航空幕僚監部 株式会社サカエ

2767 航空幕僚監部 株式会社ザナショナルカントリー倶楽部

2768 航空幕僚監部 株式会社ザナショナルカントリー倶楽部

2769 航空幕僚監部 株式会社サン・ライフ

2770 航空幕僚監部 株式会社サン・ライフ
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2771 航空幕僚監部 株式会社サン・ライフ

2772 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博多駅警備事業所

2773 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博多駅警備事業所

2774 航空幕僚監部 株式会社システムライン

2775 航空幕僚監部 株式会社シミズ

2776 航空幕僚監部 株式会社シムックス東北支社

2777 航空幕僚監部 株式会社スターフライヤー

2778 航空幕僚監部 株式会社スリーエス

2779 航空幕僚監部 株式会社セノン南九州支社

2780 航空幕僚監部 株式会社セノン福岡支社

2781 航空幕僚監部 株式会社セノン北海道支社

2782 航空幕僚監部 株式会社セノン名古屋支店

2783 航空幕僚監部 株式会社セ－フティ

2784 航空幕僚監部 株式会社ソフトアカデミーあおもり

2785 航空幕僚監部 株式会社たがわ旅館

2786 航空幕僚監部 株式会社ティ・クリエイト

2787 航空幕僚監部 株式会社テクニカルサポート

2788 航空幕僚監部 株式会社テクノスジャパン

2789 航空幕僚監部 株式会社デンケン

2790 航空幕僚監部 株式会社トークス宮城支社

2791 航空幕僚監部 株式会社トスネット北東北

2792 航空幕僚監部 株式会社にしけい福岡中央支社

2793 航空幕僚監部 株式会社ニヤクコーポレーション

2794 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート北海道

2795 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート北海道

2796 航空幕僚監部 株式会社ハイテックシステム

2797 航空幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

2798 航空幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

2799 航空幕僚監部 株式会社パスク

2800 航空幕僚監部 株式会社フジセキュリティ

2801 航空幕僚監部 株式会社プレステージインターナショナル秋田ＢＰＯキャンパス

2802 航空幕僚監部 株式会社ベェルペンファルマ

2803 航空幕僚監部 株式会社ホテルヘリテイジ

2804 航空幕僚監部 株式会社マジオネット春日井

2805 航空幕僚監部 株式会社マジオネット春日井

2806 航空幕僚監部 株式会社メモリード

2807 航空幕僚監部 株式会社ヤシマ

2808 航空幕僚監部 株式会社ヤマスズ

2809 航空幕僚監部 株式会社ラークコーポレーション三朝館

2810 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

2811 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

2812 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

2813 航空幕僚監部 株式会社レンタルのニッケン

2814 航空幕僚監部 株式会社レンタルのニッケン

2815 航空幕僚監部 株式会社ロジコム

2816 航空幕僚監部 株式会社横尾器機

2817 航空幕僚監部 株式会社河本商事
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2818 航空幕僚監部 株式会社角弘

2819 航空幕僚監部 株式会社丸文製作所

2820 航空幕僚監部 株式会社岩間印刷

2821 航空幕僚監部 株式会社協環

2822 航空幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

2823 航空幕僚監部 株式会社五味八珍

2824 航空幕僚監部 株式会社三井クリエイト

2825 航空幕僚監部 株式会社三井クリエイト

2826 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

2827 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

2828 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

2829 航空幕僚監部 株式会社三井ハイテック

2830 航空幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2831 航空幕僚監部 株式会社山口フィナンシャルグループ

2832 航空幕僚監部 株式会社山口フィナンシャルグループ

2833 航空幕僚監部 株式会社山口フィナンシャルグループ

2834 航空幕僚監部 株式会社鹿児島銀行

2835 航空幕僚監部 株式会社周防カントリークラブ

2836 航空幕僚監部 株式会社出野製作所

2837 航空幕僚監部 株式会社城山ストアー

2838 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

2839 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

2840 航空幕僚監部 株式会社織田商事

2841 航空幕僚監部 株式会社森野

2842 航空幕僚監部 株式会社水機テクノス

2843 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2844 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2845 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2846 航空幕僚監部 株式会社青森銀行

2847 航空幕僚監部 株式会社青森原燃テクノロジーセンター

2848 航空幕僚監部 株式会社静環検査センター

2849 航空幕僚監部 株式会社石印青果卸売

2850 航空幕僚監部 株式会社石川製作所

2851 航空幕僚監部 株式会社全日警千葉支社

2852 航空幕僚監部 株式会社第四銀行

2853 航空幕僚監部 株式会社第四銀行

2854 航空幕僚監部 株式会社池内ゴルフ

2855 航空幕僚監部 株式会社竹内組

2856 航空幕僚監部 株式会社筑紫ビル管理

2857 航空幕僚監部 株式会社中島商事

2858 航空幕僚監部 株式会社東京ベイサービス

2859 航空幕僚監部 株式会社東洋エージェント

2860 航空幕僚監部 株式会社日立セキュリティーサービス

2861 航空幕僚監部 株式会社日立プラントコンストラクション

2862 航空幕僚監部 株式会社武田ポンプ

2863 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス

2864 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス
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2865 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス

2866 航空幕僚監部 株式会社福岡銀行

2867 航空幕僚監部 株式会社北越銀行

2868 航空幕僚監部 株式会社北海道銀行帯広支店

2869 航空幕僚監部 株式会社北陸銀行金沢ＣＳセンター

2870 航空幕僚監部 株式会社北陸銀行金沢ＣＳセンター

2871 航空幕僚監部 株式会社明光

2872 航空幕僚監部 株式会社緑エンジニアリング

2873 航空幕僚監部 株式会社翔陸運

2874 航空幕僚監部 宮交ショップアンドレストラン株式会社

2875 航空幕僚監部 宮崎県産業技術専門校高鍋校

2876 航空幕僚監部 宮崎味岡生コンクリート株式会社

2877 航空幕僚監部 宮城ガス株式会社

2878 航空幕僚監部 共栄セキュリティーサービス株式会社

2879 航空幕僚監部 共栄セキュリティーサービス株式会社

2880 航空幕僚監部 協業組合朝倉浄水

2881 航空幕僚監部 九州三建サービス株式会社

2882 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2883 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2884 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2885 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2886 航空幕僚監部 公益財団法人宮崎県学校給食会

2887 航空幕僚監部 公益財団法人宮崎県環境科学協会

2888 航空幕僚監部 広島ガステクノ・サービス株式会社

2889 航空幕僚監部 晃株式会社

2890 航空幕僚監部 高栄産業株式会社

2891 航空幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

2892 航空幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

2893 航空幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

2894 航空幕僚監部 合資会社第一タクシー

2895 航空幕僚監部 国際警備保障株式会社

2896 航空幕僚監部 国際警備保障株式会社

2897 航空幕僚監部 埼玉県電気工事工業組合

2898 航空幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

2899 航空幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

2900 航空幕僚監部 三井住友海上火災株式会社

2901 航空幕僚監部 三井住友海上火災保険株式会社

2902 航空幕僚監部 三井住友信託銀行株式会社

2903 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2904 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2905 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2906 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2907 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2908 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2909 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2910 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2911 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2912 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2913 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2914 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2915 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2916 航空幕僚監部 三菱地所コミュニティ株式会社

2917 航空幕僚監部 三菱電機特機システム株式会社

2918 航空幕僚監部 三菱電機特機システム株式会社

2919 航空幕僚監部 三菱電機特機システム株式会社

2920 航空幕僚監部 山形ビジネスサービス株式会社

2921 航空幕僚監部 山形警備保障株式会社

2922 航空幕僚監部 寺下運輸倉庫株式会社

2923 航空幕僚監部 鹿児島綜合警備保障株式会社

2924 航空幕僚監部 鹿島道路株式会社九州支店

2925 航空幕僚監部 社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院

2926 航空幕僚監部 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

2927 航空幕僚監部 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

2928 航空幕僚監部 社会福祉法人恵光園

2929 航空幕僚監部 社会福祉法人幸仁会

2930 航空幕僚監部 社会福祉法人三星会

2931 航空幕僚監部 社会福祉法人三星会

2932 航空幕僚監部 社会福祉法人三星会

2933 航空幕僚監部 社会福祉法人山口県コロニー協会

2934 航空幕僚監部 社会福祉法人常盤会

2935 航空幕僚監部 社会福祉法人堤福祉会（特養）三陸園

2936 航空幕僚監部 社会福祉法人博愛会聖和苑

2937 航空幕僚監部 社会福祉法人夢みの里

2938 航空幕僚監部 社会福祉法人矢本育英会障害者日中活動支援施設共生園

2939 航空幕僚監部 社会福祉法人佑啓会ふる里学舎

2940 航空幕僚監部 社会福祉法人緑風会特別養護老人ホーム吉富鳳寿園

2941 航空幕僚監部 秋田管工事業協同組合

2942 航空幕僚監部 秋田基準寝具株式会社

2943 航空幕僚監部 十和田観光電鉄株式会社

2944 航空幕僚監部 十和田観光電鉄株式会社

2945 航空幕僚監部 出羽ハイヤー株式会社

2946 航空幕僚監部 駿和物流株式会社

2947 航空幕僚監部 勝美舗道株式会社

2948 航空幕僚監部 小松バス株式会社

2949 航空幕僚監部 昭和メンテナンス工業株式会社

2950 航空幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

2951 航空幕僚監部 常陽キャッシュサービス株式会社

2952 航空幕僚監部 植松商事株式会社

2953 航空幕僚監部 人吉電気工事株式会社

2954 航空幕僚監部 西久大運輸倉庫株式会社鳥栖通運営業所

2955 航空幕僚監部 西鉄バス二日市株式会社

2956 航空幕僚監部 西都農業協同組合

2957 航空幕僚監部 西都農業協同組合

2958 航空幕僚監部 西都農業協同組合



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2959 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス沖縄株式会社

2960 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2961 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2962 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2963 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2964 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2965 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2966 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2967 航空幕僚監部 西日本高速道路リテール株式会社

2968 航空幕僚監部 西日本鉄道株式会社

2969 航空幕僚監部 西武レクリェ－ション株式会社

2970 航空幕僚監部 西部ガステクノソリューション株式会社

2971 航空幕僚監部 静岡県浜松市上水道部

2972 航空幕僚監部 静岡県浜松市役所

2973 航空幕僚監部 石巻エヌピーサポート株式会社

2974 航空幕僚監部 石巻合板工業株式会社

2975 航空幕僚監部 石川熱処理工業株式会社

2976 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2977 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2978 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2979 航空幕僚監部 千歳ファシリテイ－ズ株式会社

2980 航空幕僚監部 千歳空港モーターサービス株式会社

2981 航空幕僚監部 千歳市環境整備事業協同組合

2982 航空幕僚監部 千代田都市開発株式会社

2983 航空幕僚監部 川崎重工業株式会社

2984 航空幕僚監部 川重岐阜サービス株式会社

2985 航空幕僚監部 川重岐阜サービス株式会社

2986 航空幕僚監部 浅野環境ソリューション株式会社九州支店

2987 航空幕僚監部 浅野環境ソリューション株式会社九州支店

2988 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

2989 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

2990 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

2991 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部

2992 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部

2993 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会青森県本部

2994 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会福岡県本部

2995 航空幕僚監部 全保連株式会社

2996 航空幕僚監部 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

2997 航空幕僚監部 村松精機株式会社

2998 航空幕僚監部 太田鉄工株式会社

2999 航空幕僚監部 太陽精機株式会社

3000 航空幕僚監部 大京整備株式会社

3001 航空幕僚監部 大京整備株式会社

3002 航空幕僚監部 大新東株式会社

3003 航空幕僚監部 大森建設株式会社

3004 航空幕僚監部 大分航空ターミナル株式会社

3005 航空幕僚監部 大分物流サービス株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

3006 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

3007 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

3008 航空幕僚監部 瀧冨工業株式会社

3009 航空幕僚監部 中村留精密工業株式会社

3010 航空幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

3011 航空幕僚監部 中日本エクストール株式会社金沢支社

3012 航空幕僚監部 中日本エクストール名古屋株式会社金沢支店

3013 航空幕僚監部 中部互光株式会社

3014 航空幕僚監部 長崎県央バス株式会社

3015 航空幕僚監部 東京ワックス株式会社

3016 航空幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

3017 航空幕僚監部 東芝セキュリティ株式会社

3018 航空幕僚監部 東芝電波プロダクツ株式会社

3019 航空幕僚監部 東邦ガス株式会社

3020 航空幕僚監部 東邦ガス株式会社

3021 航空幕僚監部 東邦ガス株式会社

3022 航空幕僚監部 東洋建物管理株式会社

3023 航空幕僚監部 東洋厨機工業株式会社

3024 航空幕僚監部 東和セキュリティ株式会社

3025 航空幕僚監部 南国交通株式会社

3026 航空幕僚監部 日東ビジネスエキスパート株式会社

3027 航空幕僚監部 日東電機工業株式会社

3028 航空幕僚監部 日北自動車株式会社

3029 航空幕僚監部 日本テクサ株式会社

3030 航空幕僚監部 日本テクサ株式会社

3031 航空幕僚監部 日本テクサ株式会社

3032 航空幕僚監部 日本テクサ株式会社

3033 航空幕僚監部 日本テクサ株式会社

3034 航空幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社

3035 航空幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社

3036 航空幕僚監部 日本トランスオーシャン航空株式会社

3037 航空幕僚監部 日本ハイウェイ・サービス株式会社仙台支社

3038 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3039 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3040 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3041 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3042 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3043 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3044 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3045 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3046 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3047 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

3048 航空幕僚監部 日本公営株式会社

3049 航空幕僚監部 日本総合整美株式会社

3050 航空幕僚監部 日本複合材料株式会社

3051 航空幕僚監部 日本複合材料株式会社

3052 航空幕僚監部 日野自動車株式会社



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

3053 航空幕僚監部 博洋自動車株式会社

3054 航空幕僚監部 白鷺電気工業株式会社

3055 航空幕僚監部 飯盛運輸株式会社石巻営業所

3056 航空幕僚監部 飯能信用金庫

3057 航空幕僚監部 微研株式会社

3058 航空幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

3059 航空幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

3060 航空幕僚監部 浜松ホトニクス株式会社

3061 航空幕僚監部 浜松ホトニクス株式会社

3062 航空幕僚監部 浜松ホトニクス株式会社

3063 航空幕僚監部 浜松ホトニクス株式会社

3064 航空幕僚監部 浜名湖観光開発株式会社

3065 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3066 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3067 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3068 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3069 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3070 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3071 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3072 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3073 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

3074 航空幕僚監部 富士重工業株式会社航空宇宙カンパニ－

3075 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

3076 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

3077 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

3078 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

3079 航空幕僚監部 福岡運輸株式会社

3080 航空幕僚監部 福岡嘉穂農業協同組合

3081 航空幕僚監部 福岡県芦屋町競艇事業局

3082 航空幕僚監部 福岡県芦屋町競艇事業局

3083 航空幕僚監部 福岡県芦屋町競艇事業局

3084 航空幕僚監部 福岡県南広域水道企業団

3085 航空幕僚監部 福岡昭和タクシー株式会社

3086 航空幕僚監部 豊前高圧ガス株式会社

3087 航空幕僚監部 防府とくぢ農業協同組合

3088 航空幕僚監部 北海道パワーエンジニアリング株式会社

3089 航空幕僚監部 北海道帯広市役所

3090 航空幕僚監部 北興運輸株式会社

3091 航空幕僚監部 北星交通株式会社

3092 航空幕僚監部 北鉄航空株式会社

3093 航空幕僚監部 凡申産業株式会社

3094 航空幕僚監部 霧島運輸倉庫株式会社

3095 航空幕僚監部 野村アメニティ－サ－ビス株式会社

3096 航空幕僚監部 有限会社アクティブ

3097 航空幕僚監部 有限会社ウエストマリン

3098 航空幕僚監部 有限会社クローバー商事

3099 航空幕僚監部 有限会社コスモテクニカル



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

3100 航空幕僚監部 有限会社コスモテクニカル

3101 航空幕僚監部 有限会社ビルメン田中

3102 航空幕僚監部 有限会社ヘブンリースポーツ

3103 航空幕僚監部 有限会社ホテルニューオーツカ

3104 航空幕僚監部 有限会社みどりのふるさとファーム

3105 航空幕僚監部 有限会社岡野農園

3106 航空幕僚監部 有限会社岡野農園

3107 航空幕僚監部 有限会社宮西コスモス

3108 航空幕僚監部 有限会社桂信システム

3109 航空幕僚監部 有限会社宗像運輸

3110 航空幕僚監部 有限会社春吉タクシー

3111 航空幕僚監部 有限会社松山観光バス

3112 航空幕僚監部 有限会社仁美運輸

3113 航空幕僚監部 有限会社東北ビル綜合管理

3114 航空幕僚監部 有限会社日向自動車学校

3115 航空幕僚監部 有限会社日東陸送

3116 航空幕僚監部 有限会社緑三松

3117 航空幕僚監部 六ケ所エンジニアリング株式会社

3118 航空幕僚監部 六ケ所原燃警備株式会社

3119 航空幕僚監部 六ケ所原燃警備株式会社

3120 航空幕僚監部 六ケ所原燃警備株式会社

3121 航空幕僚監部 六ケ所再処理メンテナンスサービス株式会社

3122 航空幕僚監部 六ケ所再処理メンテナンスサービス株式会社

3123 航空幕僚監部 廣島緑地建設株式会社



2,130

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２８年度）

就職の援助を実施した人数


