
 

 

 

公 表 資 料 

 

令和２年９月２９日 

防 衛 省 

 

 

自衛隊法第６５条の１３の規定に基づく令和元年度若年定年等 

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、令和元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：５，７９９人 

（内訳） 

・将補～３佐           ８２９人 

   ・１尉～３曹         ２，９７４人 

   ・任期制自衛官（士長～２士） １，９９６人 

     ※階級は離職時の階級（特別昇任を含む。） 

 

 

【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 今井　昭宏 55歳 航空自衛隊航空気象群付（２等空佐） 平成30年9月13日 平成31年4月1日 岐阜県下呂市役所 地域防災に関する業務

2 佐藤　芳一 56歳
陸上自衛隊東北方面総監部付（１等陸
佐）

平成30年11月7日 平成31年4月1日
一般財団法人自衛隊援護協会仙
台支部

仙台支部長

3 髙橋　親敏 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（１等空
佐）

平成30年11月8日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

4 野村　佳正 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

平成30年11月14日 平成31年4月1日 京都府精華町役場 総務部参事

5 武藤　一幸 55歳
航空自衛隊第５術科学校付（２等空
佐）

平成30年11月14日 平成31年4月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任（特定社員）

6 根来　克彰 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（１等空
佐）

平成30年11月21日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

7 龍　政行 55歳
航空自衛隊航空保安管制群付（２等空
佐）

平成30年11月22日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

8 登米　逸也 55歳
海上自衛隊基礎情報支援隊司令（海将
補）

平成30年12月3日 平成31年4月1日
ジャパンマリンユナイテッド株
式会社

顧問（嘱託）

9 佐々木　輝幸 55歳 海上自衛隊沖縄基地隊司令（海将補） 平成30年12月3日 平成31年4月1日 新東亜交易株式会社 航空・艦船部顧問

10 中筋　篤 55歳 情報本部画像・地理部長（海将補） 平成30年12月3日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

11 太田垣　德幸 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（２等陸
佐）

平成30年12月16日 平成31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業務

12 牧瀨　和浩 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（３
等空佐）

平成30年12月18日 平成31年4月1日
九州電力株式会社　川内原子力
発電所

危機管理要員（契約社員）

13 濱口　美登志 55歳
陸上自衛隊大村駐屯地業務隊長（１等
陸佐）

平成30年12月20日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 自賠責損害調査職員

14 藤島　功 55歳
陸上自衛隊第１空挺団本部付（１等陸
佐）

平成30年12月22日 平成31年4月1日 千葉県成田市役所 危機管理専門官

15 矢花　光博 55歳
自衛隊長野地方協力本部付（２等陸
佐）

平成30年12月22日 平成31年4月1日 長野県塩尻市役所 危機管理防災業務

16 黒原　和彦 54歳 陸上自衛隊関東補給処（３等陸佐） 平成30年12月22日 平成31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業務

17 通山　忠志 55歳
陸上自衛隊東北方面混成団本部付（１
等陸佐）

平成31年1月2日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 一般事務

18 秋月　英範 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等空
佐）

平成31年1月14日 平成31年4月1日 有限会社日比谷松本楼 施設管理員（嘱託）

19 坂口　辰郎 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（１等陸
佐）

平成31年1月22日 平成31年4月1日 京都府八幡市役所 防災監

20 山田　金芳 55歳
自衛隊岐阜地方協力本部付（３等陸
佐）

平成31年1月23日 平成31年4月1日 愛知県大府市役所 防災専門員

21 迫田　雅昭 54歳
陸上自衛隊第５地対艦ミサイル連隊付
（２等陸佐）

平成31年1月31日 平成31年4月1日 宮崎県小林市役所 防災専門員

22 野口　勝広 55歳
自衛隊熊本地方協力本部付（２等陸
佐）

平成31年2月9日 平成31年4月1日 熊本県山都町役場 危機管理監

23 川﨑　英洋 55歳
海上自衛隊徳島航空基地隊付（１等海
佐）

平成31年2月14日 平成31年4月1日 徳島県庁 保安調査員

24 藤田　新二 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成31年2月14日 平成31年4月1日 一般社団法人シーソック 後方支援要員

25 渡邊　浩志 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

平成31年2月19日 平成31年4月1日 日本梱包運輸倉庫株式会社 管材課員（嘱託社員）

26 片山　隼人 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校付（２等陸
佐）

平成31年2月20日 平成31年4月1日 株式会社森輪商工 営業職

27 上川　登志郎 54歳 陸上自衛隊第５特科隊付（３等陸佐） 平成31年2月20日 平成31年4月1日 北海道帯広市役所 防災担当

28 藤井　克彦 55歳 航空自衛隊第２補給処付（１等空佐） 平成31年2月21日 平成31年4月1日 愛知県小牧市役所 防災関係業務

29 藤本　吉章 54歳
陸上自衛隊北海道補給処付（３等陸
佐）

平成31年2月22日 平成31年4月1日 千歳市商店街振興組合連合会 一般事務

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
（令和元年度）



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 藤原　誠 55歳
海上自衛隊第２２航空隊付（１等海
佐）

平成31年2月23日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

31 七戸　隆 55歳
陸上自衛隊弘前駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

平成31年2月24日 平成31年4月1日 青森県立中央病院 危機管理対策官

32 青野　裕 55歳
航空自衛隊第１２飛行教育団付（２等
空佐）

平成31年2月27日 平成31年4月1日 富士航空整備株式会社 教官業務

33 及川　賢哉 54歳
海上自衛隊横須賀警備隊付（３等海
佐）

平成31年2月27日 平成31年4月1日 祝林タンカー株式会社 甲板員（航海士）

34 梅木　竜彦 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31年3月1日 平成31年4月1日 千葉県木更津市役所 防災危機管理対策業務

35 荒木　聖史 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等陸
佐）

平成31年3月1日 平成31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

36 藤本　成之 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

平成31年3月1日 平成31年4月1日 東京都大田区役所 危機管理

37 南條　英樹 55歳
陸上自衛隊第２施設団本部付（２等陸
佐）

平成31年3月2日 平成31年4月1日 宮城県角田市役所 地域防災マネージャー

38 小城　左並 55歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部支援
飛行隊付（１等空佐）

平成31年3月3日 平成31年4月1日
独立行政法人航空大学校　宮崎
本校

操縦教官

39 德富　哲郎 54歳
陸上自衛隊第４後方支援連隊付（３等
陸佐）

平成31年3月3日 平成31年4月1日 福岡市農業協同組合 自動車事故損害賠償調査

40 内田　均 54歳
陸上自衛隊郡山駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

平成31年3月4日 平成31年4月1日 株式会社ネクスコ・トール東北 有料道路集金業務（正社員）

41 森川　康 55歳
陸上自衛隊小郡駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

平成31年3月5日 平成31年4月1日 福岡県小郡市役所 危機対策専門員

42 井上　良男 55歳
陸上自衛隊第６施設大隊付（２等陸
佐）

平成31年3月5日 平成31年4月1日
株式会社カキザキ山形国際ホテ
ル

管理部の業務統括、管理部員の
人事管理、災害対応等

43 森下　敦子 54歳 自衛隊富士病院付（３等陸佐） 平成31年3月6日 平成31年4月1日
社会福祉法人ふじの郷さつき学
園

介護サービス

44 久保山　健一 55歳
航空自衛隊第２術科学校付（１等空
佐）

平成31年3月7日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

45 山上　善幸 55歳
航空自衛隊飛行開発実験団付（１等空
佐）

平成31年3月10日 平成31年4月1日
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント
株式会社

シニアコンサルタント（嘱託）

46 天野　清 55歳
航空自衛隊南西航空方面隊司令部付
（１等空佐）

平成31年3月12日 平成31年4月1日 株式会社アイティフォー
コールセンターの運営管理（契
約社員）

47 大河内幸太郎 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

平成31年3月13日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

48 平谷　信義 54歳
陸上自衛隊第７高射特科群付（３等陸
佐）

平成31年3月13日 平成31年4月1日
全国共済農業協同組合連合会長
崎県本部

損害調査員（嘱託）

49 野村　謙二 55歳
海上自衛隊佐世保警備隊付（２等海
佐）

平成31年3月14日 平成31年4月1日
あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

損害サービス専任社員

50 上薗　孝司 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

平成31年3月15日 平成31年4月1日 学校法人安田学園 用務員

51 坂入　唯文 55歳
陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊長（１等
陸佐）

平成31年3月16日 平成31年4月1日 株式会社セノン 管理職

52 渡邉　克彦 54歳
陸上自衛隊新発田駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成31年3月16日 平成31年4月1日 医療法人済生会新潟第二病院 医療職サポート

53 岩﨑　昭 54歳
陸上自衛隊システム開発隊（３等陸
佐）

平成31年3月16日 平成31年4月1日 三菱電機株式会社 課長付

54 守田　信彦 55歳
海上自衛隊小月航空基地隊付（１等海
佐）

平成31年3月17日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

55 田島　直明 55歳
海上自衛隊第５１航空隊付（２等海
佐）

平成31年3月17日 平成31年4月1日 東京航空計器株式会社 地上訓練所教官

56 手塚　浩彰 54歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団付（３
等空佐）

平成31年3月18日 平成31年4月1日
あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

損害サービス専任社員

57 杉村　吉英 55歳
自衛隊宮城地方協力本部予備自衛官課
（２等陸佐）

平成31年3月19日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 一般事務

58 鎌田　保明 55歳
陸上自衛隊第１０５施設器材隊付（２
等陸佐）

平成31年3月19日 平成31年4月1日 株式会社北海道銀行 外務員

59 岸田　隆二 55歳
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

平成31年3月21日 平成31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

60 秋山　賢司 55歳
陸上自衛隊東北補給処副処長（陸将
補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日
エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ株式会社

コンサルタント
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61 瀨戸山　昭臣 55歳
陸上自衛隊東部方面混成団長（陸将
補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 神奈川県庁 危機管理担当部長

62 山本　元英 55歳
陸上自衛隊北海道補給処副処長（陸将
補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 ジブラルタ生命保険株式会社 自衛隊顧問

63 松尾　幸成 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部（陸将
補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 菅原産業株式会社 自動車整備部事務管理業務

64 檜垣　明生 55歳
自衛隊情報保全隊東部情報保全隊長
（陸将補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 千葉県八千代市役所 危機管理監

65 岡部　勝昭 55歳
陸上自衛隊西部方面指揮所訓練支援隊
長（陸将補）

平成31年3月23日 平成31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

66 山口　道義 55歳
陸上自衛隊小平学校副校長兼企画室長
（陸将補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 東京立正短期大学 総務部長

67 石井　一将 55歳
陸上自衛隊東北補給処総務部長（陸将
補）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 宮城県庁 危機対策企画専門監

68 今住　義人 54歳
陸上自衛隊第９後方支援連隊副連隊長
（１等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 岩手県盛岡市役所 危機管理主幹

69 後藤　明 55歳
陸上自衛隊西部方面特科隊副隊長（１
等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 大分県庁 危機対策監

70 小林　史 54歳
陸上自衛隊第７施設群副群長（１等陸
佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 京都府木津川市役所 総務部理事（危機管理担当）

71 三家本　勝志 55歳
陸上自衛隊高等工科学校副校長兼企画
室長（１等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 熊本県庁 危機管理防災企画監

72 毛利　敏郎 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊長（１等
陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 埼玉県朝霞市役所 副審議官

73 佐々木　博之 54歳 陸上自衛隊空挺教育隊（１等陸佐） 平成31年3月23日 平成31年4月1日 千葉県印西市役所 防災・危機管理業務

74 小山　則夫 55歳
陸上自衛隊東部方面総監部厚生課長
（１等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 千葉県流山市役所 市民生活部次長

75 谷口　和三 54歳 陸上自衛隊富士学校（１等陸佐） 平成31年3月23日 平成31年4月1日 北海道恵庭市役所 防災監

76 緑川　節生 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部総務部広報
室長（１等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 北海道北広島市役所 危機管理業務担当

77 池岡　龍彦 55歳
陸上自衛隊関西補給処整備部長（１等
陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 和歌山県庁 災害対策課主幹

78 鳴海　憲一 54歳
陸上自衛隊弘前駐屯地業務隊長（２等
陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 青森県弘前市役所 危機管理嘱託員

79 生天目　一司 54歳
陸上自衛隊施設教導隊架橋中隊長（２
等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 茨城県境町役場 防災・危機管理業務

80 神宮寺　康弘 53歳
陸上自衛隊第４施設群副群長（２等陸
佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 神奈川県座間市役所 防災・危機管理対策業務他

81 石本　龍一 54歳
陸上自衛隊第１空挺団第３普通科大隊
長（２等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 千葉県市原市役所 危機管理・防災対策

82 山本　法義 54歳
陸上自衛隊武山駐屯地業務隊（２等陸
佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 千葉県勝浦市役所 防災管理監

83 宇郷　武昌 54歳
陸上自衛隊第１３旅団司令部付隊長
（２等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 広島県三原市役所 危機管理監次長

84 宮林　浩 54歳
陸上自衛隊北部方面総監部人事部（２
等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 北海道登別市役所 防災担当職員

85 鎌田　俊郎 55歳
陸上自衛隊東北方面航空隊本部付隊長
（２等陸佐）

平成31年3月23日 平成31年4月1日 宮城県名取市役所 防災危機管理

86 加藤　和伸 55歳 海上自衛隊阪神基地隊付（１等海佐） 平成31年3月25日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

87 神田　英宣 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 平成31年3月25日 平成31年4月1日 千代田工商株式会社 安全管理（嘱託）

88 池本　賢俊 54歳
陸上自衛隊第３後方支援連隊付（３等
陸佐）

平成31年3月25日 平成31年4月1日 株式会社パソナグループ 顧問

89 根本　賢 54歳 陸上自衛隊高射学校付（３等陸佐） 平成31年3月25日 平成31年4月1日 株式会社山元 運搬業務

90 佐土原　真司 55歳 航空自衛隊第５航空団付（１等空佐） 平成31年3月26日 平成31年4月1日 三菱電機特機システム株式会社 事業企画員（嘱託社員）

91 大山　修司 54歳
航空自衛隊第４術科学校付（３等空
佐）

平成31年3月26日 平成31年4月1日
パシフィックゴルフマネージメ
ント株式会社

輸送員・マスター室作業員（契
約社員）
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92 須田　浩 56歳
航空自衛隊第２航空団副司令（１等空
佐）

平成31年3月27日 平成31年4月1日 北海道空港株式会社 調査役（部長待遇）

93 伊藤　智康 54歳
航空自衛隊第１術科学校付（３等空
佐）

平成31年3月29日 平成31年4月1日 旭日産業株式会社 倉庫作業員（契約）

94 石神　信芳 54歳
陸上自衛隊第８施設大隊付（３等陸
佐）

平成31年3月30日 平成31年4月1日
三州技術コンサルタント株式会
社

河川巡視パトロール

95 齋川　浩樹 55歳
海上幕僚監部主席会計監査官（海将
補）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 株式会社石川製作所 総務部長

96 窪田　洋一 55歳
海上自衛隊潜水医学実験隊副長兼教育
訓練部長（海将補）

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

97 佐々木　秀悦 55歳 防衛研究所教育部長（海将補） 平成31年3月31日 平成31年4月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

98 細野　英揮 55歳 統合幕僚学校教育課長（空将補） 平成31年3月31日 平成31年4月1日 株式会社コナカ 部長級

99 宇多田　信明 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部装備部
長（空将補）

平成31年3月31日 平成31年4月1日
学校法人星美学園　星美学園
中・高等学校

中学高等学校事務部長

100 安永　幸生 55歳
防衛研究所戦史研究センター国際紛争
史研究室主任研究官（空将補）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 福岡国際空港株式会社 福岡空港の管理業務

101 東　真 54歳
海上自衛隊対潜資料隊副長（１等海
佐）

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

102 大藏　広幸 56歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部総務
部長（１等空佐）

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

103 藤原　弘常 55歳
防衛装備庁プロジェクト管理部事業監
理官付事業計画調整官（１等空佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 日立造船株式会社
運用施設管理者（副参事扱い）
（常勤嘱託）

104 村田　雄亮 47歳
航空自衛隊第１３飛行教育団飛行教育
群第２飛行教育隊員（２等空佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日
Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ
株式会社

副操縦士訓練生

105 齋藤　大介 55歳
北関東防衛局装備部装備第２課主任原
価監査官（２等空佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 細谷火工株式会社 工場統括室生産管理課

106 拵井　和彦 55歳
航空自衛隊飛行開発実験団飛行実験群
飛行隊員（２等空佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 三菱重工業株式会社 試験飛行操縦士

107 岡　孝之 54歳
陸上自衛隊久留米駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 株式会社カントリーハウス 現場作業及び広報事務

108 甲斐　教一郎 54歳
自衛隊函館地方協力本部付（３等陸
佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 函館清掃事業協同組合 中間処理装置操作員

110 武田　英史 43歳
航空自衛隊警戒航空隊第６０２飛行隊
兼航空自衛隊警戒航空隊（３等空佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日
Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ
株式会社

副操縦士訓練生

109 三輪　岩美 54歳
航空自衛隊作戦システム運用隊作戦シ
ステム管理群装備班長（３等空佐）

平成31年3月31日 平成31年4月1日 福島県いわき市役所 地域防災専門官（嘱託職員）

111 早田　和弘 55歳 航空自衛隊航空気象群付（１等空佐） 平成31年3月31日 平成31年4月2日 静岡県御前崎市役所 危機管理部長兼危機管理監

112 大河内　哲朗 55歳
海上自衛隊第２潜水隊群司令（海将
補）

平成31年4月1日 平成31年4月2日 川崎重工業株式会社 ストラテジック・アドバイザー（嘱託）

113 正寶　敏彦 55歳
海上幕僚監部防衛部施設課長（海将
補）

平成31年4月1日 平成31年4月2日 ニシキコンサルタント株式会社 顧問

114 峰　繁行 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 平成31年4月1日 平成31年4月2日 平塚日通サービス株式会社 設備管理士

115 山下　智広 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（２等海
佐）

平成31年4月2日 平成31年4月3日
全国共済農業協同組合連合会長
崎県本部

嘱託員

116 出口　学 55歳
海上自衛隊第９１航空隊第９１飛行隊
員（２等海佐）

平成31年4月2日 平成31年4月3日
株式会社山口フィナンシャルグ
ループ

用務員

117 平山　靖弘 54歳
陸上自衛隊第４２即応機動連隊付（３
等陸佐）

平成31年4月2日 平成31年4月3日 株式会社肥後銀行 役員運転手

118 三池田　英樹 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３等
海佐）

平成31年4月2日 平成31年4月3日 住重横須賀工業株式会社 経理、一般事務

119 末藤　嘉仁 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（１
等空佐）

平成31年4月3日 平成31年4月4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）

120 小林　浩司 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 平成31年4月3日 平成31年4月4日 株式会社らいふ 施設長

121 久保　善敬 54歳
陸上自衛隊北海道補給処付（３等陸
佐）

平成31年4月5日 平成31年4月6日 苫小牧埠頭株式会社
オイルターミナルに関する業
務、防災業務

122 芥川　哲明 55歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（２等海
佐）

平成31年4月6日 平成31年4月7日
一般財団法人日本船舶職員養成
協会

業務部長
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123 池部　康浩 54歳
航空自衛隊航空保安管制群付（３等空
佐）

平成31年4月4日 平成31年4月8日 公益財団法人鳥取県保健事業団 大型運転手

124 川津　宏 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（１
等空佐）

平成31年4月7日 平成31年4月8日
株式会社福岡ソフトリサーチ
パーク

施設部長

125 橋本　耕司 55歳
陸上自衛隊東部方面会計隊付（１等陸
佐）

平成31年4月8日 平成31年4月9日 社団法人日本防衛装備工業会 経理課長

126 細野　昭 55歳
航空自衛隊第４術科学校付（２等空
佐）

平成31年4月10日 平成31年4月11日 社会福祉法人美里会　みさと 介護職員（契約職員）

127 柳樂　紀実之 55歳
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

平成31年4月11日 平成31年4月12日 三井住友海上火災保険株式会社 損害調査員

128 本堂　道行 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 平成31年4月13日 平成31年4月14日 相互発條株式会社 岐阜営業所長

129 厚地　秀成 54歳
陸上自衛隊北部方面航空隊付（３等陸
佐）

平成31年3月23日 平成31年4月15日 株式会社伊藤組 機電職

130 板垣　達哉 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部人事部付
（２等陸佐）

平成31年4月12日 平成31年4月15日 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社 採用担当

131 錦織　孝 56歳
陸上自衛隊第４師団司令部付（１等陸
佐）

平成31年4月14日 平成31年4月15日 学校法人都築育英学園 日本経済大学教務課長要員

132 道添　常利 55歳
陸上自衛隊西部方面後方支援隊付（１
等陸佐）

平成31年4月14日 平成31年4月15日 郵船トラベル株式会社 北海道連絡事業所長

133 菊池　武彦 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付（２
等空佐）

平成31年4月14日 平成31年4月15日
医療法人泰一会　飯能整形外科
病院

病院運営に関する総合職的な事
務

134 荒舩　洋一 54歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校付（３等
陸佐）

平成31年4月14日 平成31年4月15日 森紙器株式会社 製造スタッフ

135 草野　信二 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等空
佐）

平成31年4月15日 平成31年4月16日
全国共済農業協同組合連合会東
京都本部

自動車事故損害査定員（嘱託）

136 青柳　修 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 平成31年4月16日 平成31年4月17日 栗原紙材株式会社
古紙リサイクル、パルプモール
ド製造業務

137 土井　啓造 55歳
陸上自衛隊第７後方支援連隊付（２等
陸佐）

平成31年4月16日 平成31年4月17日
サンキュウビジネスサービス株
式会社

人事採用担当者

138 中村　虎彦 55歳
陸上自衛隊小郡駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

平成31年4月16日 平成31年4月17日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

139 牛田　和之 54歳 陸上自衛隊第２偵察隊付（３等陸佐） 平成31年4月16日 平成31年4月17日 名寄交通株式会社 運行管理補助

140 渕田　光彦 54歳
陸上自衛隊九州補給処健軍支処付（３
等陸佐）

平成31年4月16日 平成31年4月17日 株式会社肥後銀行 集金業務

141 中谷　真治 55歳
陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

平成31年4月16日 平成31年4月18日 大阪府豊能町 防災・国民保護担当

142 髙野　博之 55歳 航空自衛隊第４補給処付（１等空佐） 平成31年4月17日 平成31年4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）

143 小村　裕 56歳 航空自衛隊教材整備隊司令（空将補） 平成31年4月18日 平成31年4月19日 細谷火工株式会社 技術開発総括室長補佐

144 原　望 55歳 陸上自衛隊武器学校付（２等陸佐） 平成31年4月18日 平成31年4月19日
東京ニュークリア・サービス株
式会社

放射線管理

145 深川　正基 55歳
自衛隊福島地方協力本部付（１等空
佐）

平成31年4月19日 平成31年4月20日 株式会社金門光波 レーザー機器開発技術者

146 北村　隆 55歳
海上自衛隊第２１１教育航空隊付（２
等海佐）

平成31年4月19日 平成31年4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

147 井藤　善夫 55歳
海上自衛隊那覇航空基地隊付（２等海
佐）

平成31年4月20日 平成31年4月21日 沖縄ビジネスサービス株式会社 館長

148 中島　淳 55歳
海上自衛隊第５１航空隊付（２等海
佐）

平成31年4月20日 平成31年4月21日 静岡エアコミュータ株式会社 回転翼操縦士（契約社員）

149 上山　茂樹 55歳
航空自衛隊特別航空輸送隊付（２等空
佐）

平成31年3月2日 平成31年4月22日 株式会社ＡＩＲＤＯ 運航乗務員

150 松本　雅人 55歳 陸上自衛隊基礎情報隊付（２等陸佐） 平成31年4月21日 平成31年4月22日 株式会社ランテック 採用担当課長

151 平岡　城夫 55歳
海上自衛隊潜水艦教育訓練隊付（３等
海佐）

平成31年4月21日 平成31年4月22日 海洋電子工業株式会社 整備業務補佐

152 菊池　英幸 55歳
陸上自衛隊東北方面総監部付（２等陸
佐）

平成31年4月22日 平成31年4月23日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

153 木村　栄子 55歳
自衛隊群馬地方協力本部付（２等陸
佐）

平成31年4月21日 平成31年4月24日
株式会社総合防災ソリューショ
ン

危機管理コンサルティング事業
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154 岩持　成彦 54歳 陸上自衛隊関東補給処付（３等陸佐） 平成31年4月24日 平成31年4月25日 株式会社ボゾリサーチセンター 動物飼育室作業

155 清水　明宏 55歳 陸上自衛隊関西補給処付（３等陸佐） 平成31年4月6日 平成31年4月26日
東芝インフラシステムズ株式会
社

嘱託社員

156 清源　勝己 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

平成31年4月25日 平成31年4月26日 学校法人都築学園 学校法人事務

157 荘田　健二 55歳
陸上自衛隊東部方面会計隊付（１等陸
佐）

平成31年4月26日 平成31年4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

158 永野　安正 55歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（２等
海佐）

平成31年4月26日 平成31年4月27日 株式会社親和銀行 調査・事務・営業員

159 岩村　拓三 55歳
陸上自衛隊第１陸曹教育隊付（２等陸
佐）

平成31年4月27日 平成31年4月28日 株式会社北海道銀行 渉外員

160 渡邉　泰光 55歳
海上自衛隊呉警備隊佐伯基地分遣隊長
付（２等海佐）

平成31年4月27日 平成31年4月28日 臼杵運送株式会社 事務管理員

161 木村　邦子 54歳
陸上自衛隊北海道補給処付（３等陸
佐）

平成31年3月13日 令和元年5月1日 特定非営利活動法人フェアリー 指導員兼運転業務

162 田上　禎浩 55歳
海上自衛隊第１整備補給隊付（２等海
佐）

平成31年3月22日 令和元年5月1日 株式会社徳島ジャムコ 航空機整備員

163 中島　英幸 54歳
海上自衛隊第１整備補給隊付（３等海
佐）

平成31年4月2日 令和元年5月1日 九州電力株式会社 重大事故等対策業務員

164 菰田　龍一郎 55歳 陸上自衛隊九州補給処付（２等陸佐） 平成31年4月5日 令和元年5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

165 西村　高志 56歳 統合幕僚監部首席法務官（海将補） 平成31年4月9日 令和元年5月1日 学校法人帝京大学 課長相当職

166 村井　匡 54歳
陸上自衛隊第１５ヘリコプター隊付
（３等陸佐）

平成31年4月10日 令和元年5月1日 株式会社エージーピー沖縄 航空機部品等の受発送

167 今村　靖弘 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等海
佐）

平成31年4月11日 令和元年5月1日 日本空港ビルデング株式会社 統括マネージャー（管理職）

168 坂上　一朗 54歳
陸上自衛隊西部方面後方支援隊付（３
等陸佐）

平成31年4月13日 令和元年5月1日 九州産交バス株式会社 バス運転業務

169 植田　達也 54歳
陸上自衛隊北部方面情報隊付（３等陸
佐）

平成31年4月14日 令和元年5月1日
ほくもんしんきんビジネスサー
ビス株式会社

運送警備業務

170 下迫　将秀 55歳
海上自衛隊第２０１教育航空隊第２０
１教育飛行隊長（１等海佐）

平成31年4月17日 令和元年5月1日 富士航空整備株式会社 訓練装置部課長要員

171 一條　靖彦 56歳
陸上自衛隊北海道補給処付（１等陸
佐）

平成31年4月21日 令和元年5月1日 大樹生命保険株式会社 顧問

172 笹井　賢治 54歳
陸上自衛隊第４後方支援連隊付（３等
陸佐）

平成31年4月22日 令和元年5月1日
損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

損害調査嘱託

173 根岸　悦司 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付（１
等空佐）

平成31年4月24日 令和元年5月1日
社会福祉法人恩賜財団済生会支
部東京都済生会　東京都済生会
中央病院

看護助手（常勤嘱託）

174 工藤　央也 55歳 航空自衛隊航空救難団付（２等空佐） 平成31年4月26日 令和元年5月1日 株式会社シモアラ 総務事務全般

175 牧　保孝 55歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処付（１等
陸佐）

平成31年4月27日 令和元年5月1日 ダイキン工業株式会社 品質保証部副参事

176 塚本　秀幸 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

平成31年4月29日 令和元年5月1日 丸紅エアロスペース株式会社 顧問

177 秋吉　一利 55歳 自衛隊情報保全隊（２等陸佐） 平成31年4月29日 令和元年5月1日 神奈川県葉山町役場 防災及び危機管理に関する業務

178 山本　義隆 55歳
陸上自衛隊別府駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

平成31年4月30日 令和元年5月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

179 古野　新 54歳
航空自衛隊航空システム通信隊付（３
等空佐）

平成31年4月28日 令和元年5月2日 国際ハイヤー株式会社 乗務員

180 宮野　健一 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等海
佐）

令和元年5月1日 令和元年5月2日
羽田エアポートセキュリティー
株式会社

警備員（嘱託社員）

181 野上　和広 54歳 航空自衛隊補給本部付（３等空佐） 令和元年5月1日 令和元年5月2日 三光設備株式会社 安全及び品質管理業務

182 妹尾　智志 55歳
自衛隊宮崎地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年5月4日 令和元年5月5日
サンキュウビジネスサービス株
式会社

人事採用担当

183 義經　実三 54歳 海上自衛隊阪神基地隊付（３等海佐） 令和元年5月5日 令和元年5月5日
アイエイチロジスティクスサー
ビス株式会社

正社員

184 関口　賢次 54歳
自衛隊岡山地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年5月5日 令和元年5月6日 株式会社はれコーポレーション 施設管理
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185 星山　竜之介 54歳
陸上自衛隊北海道補給処付（３等陸
佐）

平成31年4月27日 令和元年5月7日 株式会社マテック 製造原料スタッフ

186 大石　辰哉 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 平成31年4月29日 令和元年5月7日 株式会社エー・エム・サポート 本社人事企画課長補佐

187 澤谷　俊司 54歳
陸上自衛隊青森駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年5月1日 令和元年5月7日 青森油化工業株式会社 石油タンク補修等作業員

188 星　正浩 54歳
陸上自衛隊第１１７教育大隊付（３等
陸佐）

令和元年5月2日 令和元年5月7日 神奈川県藤沢市役所 危機管理業務全般

189 林田　憲明 54歳
自衛隊熊本地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年5月3日 令和元年5月7日 九州産交バス株式会社 バス運転手

190 仲谷　伸行 54歳
陸上自衛隊補給統制本部付（３等陸
佐）

令和元年5月6日 令和元年5月7日
学校法人東京吉野学園みそら幼
稚園

用務員兼ドライバー

191 今田　正昭 55歳
海上自衛隊佐世保地方総監部付（１等
海佐）

令和元年5月7日 令和元年5月8日
サンキュウビジネスサービス株
式会社

人事採用担当

192 坂梨　吉昭 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校付（２等陸
佐）

令和元年5月7日 令和元年5月8日 福岡県南広域水道企業団 水道施設の巡回保守点検

193 西谷　均 55歳
陸上自衛隊第３後方支援連隊付（２等
陸佐）

令和元年5月7日 令和元年5月8日 三井住友海上火災保険株式会社
アソシエイト社員（防災専任職
員）

194 畠山　浩明 55歳
陸上自衛隊中央基地システム通信隊付
（１等陸佐）

令和元年5月9日 令和元年5月10日 大和電子サービス株式会社 システム等の技術支援業務

195 玉手　勤 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

令和元年5月9日 令和元年5月10日
株式会社ジョイント・システム
ズ・サービス

システム維持支援サービス

196 桑平　徳仁 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（３
等空佐）

令和元年5月9日 令和元年5月10日 株式会社筑紫の郷 メンテナンス及び事務等作業員

197 濵﨑　昌浩 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年5月11日 令和元年5月12日 共進倉庫株式会社 総務課長

198 山田　浩之 55歳
陸上自衛隊西部方面会計隊付（１等陸
佐）

令和元年5月12日 令和元年5月13日 医療法人成仁会 事務職

199 山岸　也寸志 55歳 陸上自衛隊通信学校付（２等陸佐） 令和元年5月12日 令和元年5月13日 株式会社伊予銀行 配達業務・その他庶務

200 福士　義孝 55歳
航空自衛隊第４補給処高蔵寺支処付
（１等空佐）

令和元年5月13日 令和元年5月14日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任（特定社員）

201 新海　秀一 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31年4月20日 令和元年5月16日 千歳ファシリティーズ株式会社 警備庶務員

202 西本　彰雄 56歳
航空自衛隊幹部学校主任教官（空将
補）

令和元年5月15日 令和元年5月16日 株式会社フジタ 安全管理担当（契約社員）

203 佐々木　宏文 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 令和元年5月16日 令和元年5月17日
株式会社コミュニケーション開
発

電気通信工事施工及び監督者

204 宮本　健也 55歳
陸上自衛隊中部方面航空隊付（２等陸
佐）

令和元年5月16日 令和元年5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

205 杉谷　義治 54歳
陸上自衛隊第４後方支援連隊付（３等
陸佐）

令和元年5月18日 令和元年5月19日 一般財団法人医療情報健康財団 巡回検診車の整備

206 富田　繁 55歳 陸上自衛隊情報学校付（２等陸佐） 平成31年4月29日 令和元年5月20日 株式会社オートシステム 役員運転手

207 越智　洋 55歳
陸上自衛隊北海道補給処付（２等陸
佐）

令和元年5月18日 令和元年5月20日 株式会社熊下工業 営業職員

208 吉田　和幸 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（３
等空佐）

令和元年5月20日 令和元年5月21日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任（特定社員）

209 足立　好範 55歳
海上自衛隊八戸航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年5月22日 令和元年5月23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

210 南　道行 54歳
陸上自衛隊北部方面総監部監察官（陸
将補）

令和元年5月20日 令和元年5月24日 大阪府庁 危機管理業務

211 長野　伸二 55歳
陸上自衛隊西部方面監察官付（１等陸
佐）

令和元年5月23日 令和元年5月24日 一般財団法人防衛弘済会 事業担当課長

212 大丸　照雄 55歳
陸上自衛隊東部方面会計隊付（２等陸
佐）

令和元年5月24日 令和元年5月25日 弘済企業株式会社 保険営業業務

213 田中　久実 55歳 陸上自衛隊航空学校付（２等陸佐） 令和元年5月9日 令和元年5月26日 宗教法人唐招提寺 夜間警備員

214 木下　淳 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

令和元年5月28日 令和元年5月29日 一般財団法人防衛弘済会 飲食・給食事業部部長補佐

215 久地浦　祐二 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年5月28日 令和元年5月29日 静岡エアコミュータ株式会社 回転翼操縦士（契約社員）
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216 神谷　光雄 54歳
航空自衛隊作戦システム運用隊付（３
等空佐）

令和元年5月30日 令和元年5月31日
株式会社シー・キューブド・ア
イ・システムズ

秘密保全業務係（常勤嘱託）

217 庄山　聡 56歳
陸上自衛隊東部方面総監部付（１等陸
佐）

平成31年1月31日 令和元年6月1日 三菱重工株式会社 技術職

218 田中　真 54歳
海上自衛隊第２０１整備補給隊付（３
等海佐）

平成31年4月7日 令和元年6月1日 富士航空整備株式会社 整備員

219 深田　英樹 54歳
陸上自衛隊第１５ヘリコプター隊（３
等陸佐）

平成31年4月16日 令和元年6月1日 警察庁 警察航空機の運用

220 安藤　良成 54歳
自衛隊福井地方協力本部付（３等陸
佐）

平成31年4月19日 令和元年6月1日 関西電力株式会社 守衛業務

221 浜　博志 56歳
航空自衛隊第１２飛行教育団司令兼航
空自衛隊防府北基地司令（１等空佐）

平成31年4月23日 令和元年6月1日
オリエンタルエアブリッジ株式
会社

航空機操縦士（嘱託）

222 佐藤　宏之 54歳
自衛隊群馬地方協力本部付（３等陸
佐）

平成31年4月29日 令和元年6月1日
公益財団法人群馬県建設技術セ
ンター

建設資材試験業務

223 東　誠一郎 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（１等
海佐）

令和元年5月1日 令和元年6月1日 井本商運株式会社 一等航海士

224 田﨑　信夫 56歳
陸上自衛隊西部方面総監部付（１等陸
佐）

令和元年5月4日 令和元年6月1日 大樹生命保険株式会社 営業

225 中釜　義之 56歳
海上自衛隊呉地方総監部付（１等海
佐）

令和元年5月5日 令和元年6月1日 日立造船株式会社 運営施設管理者（嘱託）

226 佐藤　広伸 54歳
陸上自衛隊東北方面後方支援隊付（３
等陸佐）

令和元年5月9日 令和元年6月1日 株式会社テクノスジャパン 建設コンサルタント、技術補助

227 河本　順良 55歳 航空自衛隊第７航空団付（１等空佐） 令和元年5月10日 令和元年6月1日 株式会社常陽銀行 集金員（嘱託）

228 阿部　克巳 56歳
航空自衛隊幹部学校教育部長（空将
補）

令和元年5月11日 令和元年6月1日 株式会社日立製作所
製品に関する社内検討への助言
（パートナー社員）

229 川本　裕二 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団電子戦隊付
（２等空佐）

令和元年5月11日 令和元年6月1日 全日本空輸株式会社 地上訓練教官

230 中嶋　厚志 54歳
陸上自衛隊滝川駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年5月11日 令和元年6月1日 北海道上砂川町役場 防災業務員

231 野﨑　忠明 56歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 令和元年5月13日 令和元年6月1日 住友ベークライト株式会社 技術顧問

232 金子　泰浩 54歳 陸上自衛隊九州補給処付（３等陸佐） 令和元年5月16日 令和元年6月1日 九州電力株式会社 重大事故等対応業務

233 中尾　欽志 55歳 陸上自衛隊九州補給処付（２等陸佐） 令和元年5月17日 令和元年6月1日 佐賀県武雄市役所 防災アドバイザー

234 尾形　三雄 55歳
陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年5月18日 令和元年6月1日
エム・ユー・トラスト総合管理
株式会社

サービススタッフ（銀行庶務）

235 佐伯　敏明 55歳
航空自衛隊第５術科学校付（１等空
佐）

令和元年5月21日 令和元年6月1日 トヨタすまいるライフ株式会社 寮管理(嘱託社員）

236 坂東　邦彦 54歳
陸上自衛隊中部方面通信群付（３等陸
佐）

令和元年5月21日 令和元年6月1日 一般財団法人関西電気保安協会 電気調査業務

237 生井　広美 54歳
陸上自衛隊高等工科学校付（３等陸
佐）

令和元年5月21日 令和元年6月1日 丸全昭和運輸株式会社
社員の募集、採用、教育等、人
事関連業務

238 石﨑　靖 54歳
陸上自衛隊第１１飛行隊付（３等陸
佐）

令和元年5月22日 令和元年6月1日 警察庁 警備第二課航空機担当係長

239 勝本　潤二 55歳 陸上自衛隊第８飛行隊付（２等陸佐） 令和元年5月23日 令和元年6月1日 株式会社商工組合中央金庫 事務職（庶務）

240 石丸　寛 55歳 海上自衛隊阪神基地隊付（２等海佐） 令和元年5月23日 令和元年6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

241 三好　正孝 54歳
陸上自衛隊東部方面航空隊（３等陸
佐）

令和元年5月23日 令和元年6月1日
エム・ユー・トラスト総合管理
株式会社

サービススタッフ（銀行庶務）

242 木下　馨 54歳 航空自衛隊第２高射群付（３等空佐） 令和元年5月23日 令和元年6月1日
株式会社アクアテルス　九州支
店

揚水機場ポンプの運転操作等監
視業務（契約社員）

243 小田　紀彦 56歳
航空自衛隊航空開発実験集団司令部総
務部長（空将補）

令和元年5月25日 令和元年6月1日 株式会社三技協イオス 参事（契約社員）

244 長谷部　正志 55歳 航空自衛隊第１航空団付（２等空佐） 令和元年5月28日 令和元年6月1日 富士航空整備株式会社 航空機整備員

245 橋詰　浩 55歳
陸上自衛隊北海道補給処付（２等陸
佐）

令和元年5月29日 令和元年6月1日 青木工業株式会社 機械・電気・配管・安全管理

246 木曾　雅樹 55歳
陸上自衛隊第１２普通科連隊付（１等
陸佐）

令和元年5月30日 令和元年6月1日 宮崎県串間市役所 防災専門員
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247 三好　達宜 55歳
海上自衛隊下総航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年5月31日 令和元年6月1日 中島工業株式会社 安全衛生管理者

248 鎌田　修一 56歳 航空自衛隊第５高射群司令（空将補） 令和元年6月2日 令和元年6月3日 日本電気株式会社 参与（嘱託）

249 櫻田　嘉弘 55歳 航空自衛隊航空気象群付（１等空佐） 令和元年6月2日 令和元年6月3日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サ－ビス主任（特定社員）

250 河江　賢治 54歳 航空自衛隊航空教育隊付（３等空佐） 令和元年6月2日 令和元年6月3日 ＪＡ山口県周南統括本部
自動車事故処理・査定（嘱託職
員）

251 間﨑　和也 55歳
陸上自衛隊関西補給処桂支処付（１等
陸佐）

令和元年6月4日 令和元年6月5日 兵庫県神戸市役所 危機管理室初動対策委員

252 阿部　昇 55歳 陸上自衛隊施設学校付（２等陸佐） 令和元年6月5日 令和元年6月6日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

253 工藤　知幸 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年6月6日 令和元年6月7日 鹿島道路株式会社 技師長

254 西岡　嘉明 55歳 航空自衛隊航空気象群付（２等空佐） 令和元年6月7日 令和元年6月8日
ＮＥＣファシリティーズ株式会
社

警備員（嘱託）

255 森　秀明 54歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年6月7日 令和元年6月8日 平塚日通サービス株式会社 設備管理士

256 土井　伸二 55歳
陸上自衛隊山口駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年6月8日 令和元年6月9日
全国共済農業協同組合連合会山
口県本部

自動車自賠責共済の損害調査・
査定業務

257 岡　樹尋 55歳
航空自衛隊第４術科学校付（２等空
佐）

令和元年6月8日 令和元年6月9日 藤澤電機株式会社 警備員（嘱託社員）

258 村田　康輔 54歳
陸上自衛隊北恵庭駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

令和元年5月24日 令和元年6月10日
ケン・プレミア・ホテル・マネ
ジメント株式会社

管理部総務施設管理業務

259 戸澤　勉 54歳
陸上自衛隊秋田駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年6月5日 令和元年6月10日 医療法人久幸会 高齢者介護業務

260 岡　樹基 55歳 陸上自衛隊東北補給処付（１等陸佐） 令和元年6月8日 令和元年6月10日 株式会社久慈重機 営業

261 諏訪　敏久 56歳
陸上自衛隊西部方面総監部付（１等陸
佐）

令和元年6月8日 令和元年6月10日 太陽運輸倉庫株式会社 総合管理職

262 笠間　英毅 54歳 陸上自衛隊施設教導隊付（３等陸佐） 令和元年6月9日 令和元年6月10日 弘済企業株式会社 保険営業業務

263 小山　修一 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年6月11日 令和元年6月11日 富士防災警備株式会社 管理的業務

264 森　厚志 55歳 航空自衛隊補給本部付（２等空佐） 令和元年6月13日 令和元年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

265 関井　和仁 55歳
陸上自衛隊帯広駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年6月10日 令和元年6月16日
株式会社トヨタレンタリース札
幌

社用車運転業務・配回送業務

266 千葉　一博 54歳
陸上自衛隊第６後方支援連隊付（３等
陸佐）

令和元年6月14日 令和元年6月16日 三菱電機株式会社 保安・警備業務

267 佐藤　隆興 54歳
陸上自衛隊富士教導団本部付（３等陸
佐）

令和元年6月13日 令和元年6月17日 野村證券株式会社 一般労務・店舗管理

268 大楠　恭弘 55歳
陸上自衛隊補給統制補本部付（２等陸
佐）

令和元年6月16日 令和元年6月17日 ファーストヴィレッジ株式会社 管理部長

269 中村　元昭 54歳
海上自衛隊第１術科学校付（３等海
佐）

令和元年6月16日 令和元年6月17日 公益財団法人防衛基盤整備協会 事務員

270 菊松　巧 55歳
陸上自衛隊通信保全監査隊付（１等陸
佐）

令和元年6月17日 令和元年6月18日 富士通特機システム株式会社 渉外担当

271 吉川　公三 55歳
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和元年6月17日 令和元年6月18日 株式会社ホクアイ 製造オペレーター

272 高橋　茂洋 55歳
陸上自衛隊東北方面後方支援隊付（１
等陸佐）

令和元年6月21日 令和元年6月22日 東北三八五流通株式会社 管理職

273 北村　浩介 55歳 陸上自衛隊中央輸送隊付（２等陸佐） 令和元年6月21日 令和元年6月22日 株式会社住まいる建設 建築士

274 水野　敏裕 55歳 陸上自衛隊航空学校付（２等陸佐） 令和元年6月22日 令和元年6月23日 王子エンジニアリング株式会社 安全衛生管理者

275 石田　純一郎 55歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部付
（１等空佐）

令和元年6月24日 令和元年6月25日 弘済企業株式会社 保険営業員

276 柴田　朋昭 54歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年6月24日 令和元年6月25日 新日本管財株式会社 警備防災課長

277 岡　睦男 55歳 陸上自衛隊需品学校付（２等陸佐） 令和元年6月25日 令和元年6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
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278 菅井　惠一郎 54歳
自衛隊札幌地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年6月25日 令和元年6月26日 千歳市管工事業協同組合 水道料金等の徴収収納業務

279 中島　一生 54歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（３等空
佐）

令和元年6月26日 令和元年6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（特定社員）

280 土田　克彦 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２等
海佐）

令和元年6月27日 令和元年6月28日 守谷輸送機工業株式会社 安全衛生部員

281 佐藤　満 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和元年6月27日 令和元年6月28日 大京工業株式会社 ＩＳＯ基準審査及び品質保証係

282 隈元　義久 55歳
陸上自衛隊武山駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

平成31年2月1日 令和元年7月1日 学校法人鎌倉女子大学 学校施設管理、学校用務他

283 寺井　優子 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

平成31年4月30日 令和元年7月1日
独立行政法人国立高等専門学校
機構福井工業高等専門学校

事務職員

284 柳原　康伸 54歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊付（３
等陸佐）

令和元年5月9日 令和元年7月1日 株式会社全日警 警乗警備

285 中津　敏文 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年5月11日 令和元年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

286 岡田　辰生 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等空
佐）

令和元年5月14日 令和元年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（特定社員）

287 今嶌　彰人 54歳 海上自衛隊舞鶴教育隊付（３等海佐） 令和元年5月14日 令和元年7月1日 株式会社マルワレーク大樹 フロント係

288 絹田　美千代 55歳 自衛隊阪神病院付（２等陸佐） 令和元年5月18日 令和元年7月1日 東京海上日動火災保険株式会社 交通事故賠償担当

289 川邉　琢哉 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（１等陸
佐）

令和元年5月30日 令和元年7月1日 株式会社北海道銀行 本部一般

290 萬谷　光弘 54歳
陸上自衛隊名寄駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年6月4日 令和元年7月1日
全国共済農業協同組合連合会北
海道本部

自動車損害調査

291 岡部　道也 55歳 陸上自衛隊小平学校付（２等陸佐） 令和元年6月5日 令和元年7月1日 株式会社全日警 セキュリティクルー

292 酒見　哲紀 55歳
陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年6月9日 令和元年7月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

293 飯田　隆司 55歳
海上自衛隊標的機整備隊付（２等海
佐）

令和元年6月10日 令和元年7月1日 新明和岩国航空整備株式会社 整備員

294 倉持　克実 54歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（３等空
佐）

令和元年6月12日 令和元年7月1日
社会福祉法人恩賜財団済生会支
部東京都済生会中央病院

看護助手（常勤嘱託）

295 中川　知哉 55歳
航空自衛隊南西航空警戒管制団付（１
等空佐）

令和元年6月13日 令和元年7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

296 西野　英克 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年6月16日 令和元年7月1日 株式会社光電製作所 担当課長

297 木村　隆彦 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部情報部付
（２等陸佐）

令和元年6月20日 令和元年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

298 大森　衛 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊付（３等
海佐）

令和元年6月20日 令和元年7月1日
損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

エキスパート（営業）

299 髙橋　学 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２等
海佐）

令和元年6月23日 令和元年7月1日
全国共済農業協同組合連合会神
奈川県本部

交通事故損害調査員（嘱託）

300 望月　範道 54歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年6月24日 令和元年7月1日 株式会社グリーンテック 品質管理スタッフ（契約社員）

301 山口　力 55歳 陸上自衛隊中央輸送隊付（２等陸佐） 令和元年6月25日 令和元年7月1日 株式会社東日本環境アクセス ＪＲ大船駅及び周辺の清掃

302 田口　治彦 54歳
海上自衛隊誘導武器教育訓練隊付（３
等海佐）

令和元年6月25日 令和元年7月1日
ＪＸサイトセキュリティ株式会
社

消火設備点検工事員

303 大沼　光輝 55歳
陸上自衛隊第４普通科連隊付（２等陸
佐）

令和元年6月26日 令和元年7月1日 北海道音更町役場 防災･危機管理推進員

304 辰井　一成 56歳
航空自衛隊幹部学校教育部主任教官
（空将補）

令和元年6月27日 令和元年7月1日 三菱重工業株式会社 顧問

305 安藤　正英 55歳
陸上自衛隊秋田駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年6月27日 令和元年7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

306 吉田　剛 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

令和元年6月28日 令和元年7月1日 サノヤス建機株式会社 専任部長

307 髙井　勝則 56歳 陸上自衛隊関西補給処付（１等陸佐） 令和元年6月28日 令和元年7月1日 静岡県島田市役所 危機管理業務

308 倉石　治一郎 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年6月29日 令和元年7月1日 神奈川県綾瀬市役所 一般行政事務
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309 久保　敏浩 55歳
陸上自衛隊今津駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和元年6月29日 令和元年7月1日 関西電力株式会社 防護隊長

310 赤澤　謙一 55歳 海上自衛隊艦船補給処付（２等海佐） 令和元年6月30日 令和元年7月1日 株式会社Ｍ＆Ｎロジテック オペレーター

311 倉迫　典彦 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年6月30日 令和元年7月1日 シープレックス株式会社 担当部長

312 塩山　巌 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団付（２等空
佐）

令和元年6月30日 令和元年7月1日 株式会社クリハラント 安全管理員（嘱託）

313 大島　治 54歳
陸上自衛隊東北方面特科隊（３等陸
佐）

令和元年6月30日 令和元年7月1日 学校法人赤門宏志学院 学校事務

314 島　洋幸 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年7月1日 令和元年7月2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

315 吉原　修一 55歳 陸上自衛隊小平学校付（２等陸佐） 令和元年7月2日 令和元年7月3日 セントラル警備保障株式会社 人材採用活動

316 本多　英樹 55歳 陸上自衛隊武器学校付（３等陸佐） 令和元年7月2日 令和元年7月3日 株式会社久慈工業 人材管理

317 中川　立洋 55歳
陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和元年7月3日 令和元年7月4日 東京海上日動火災保険株式会社 交通事故人身担当

318 藤倉　昭夫 55歳
海上自衛隊徳島航空基地隊付（１等海
佐）

令和元年7月4日 令和元年7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

319 谷山　宏治 55歳
陸上自衛隊北恵庭駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和元年7月5日 令和元年7月6日 共栄火災海上保険株式会社
損害サービス（エリアスタッ
フ）

320 仲山　卓治 55歳
陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年7月5日 令和元年7月6日 社会福祉法人富合福祉会 支援員

321 齋藤　元彦 54歳
陸上自衛隊北海道補給処早来燃料支処
付（３等陸佐）

令和元年7月5日 令和元年7月6日 宗谷バス株式会社 事務員

322 千葉　仁 54歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊付（３
等陸佐）

令和元年7月5日 令和元年7月6日 株式会社ダイナックス 総務・施設管理

323 西村　賢治 54歳
自衛隊栃木地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年7月5日 令和元年7月6日
ＤＯＷＡサーモエンジニアリン
グ株式会社

金属熱処理加工の工場操業ス
タッフ

324 菊池　誠 54歳 航空自衛隊第４補給処付（３等空佐） 令和元年7月5日 令和元年7月6日 大京整備株式会社 大型車両等の生産管理係

325 陣内　隆司 55歳
陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年7月8日 令和元年7月9日 弘済企業株式会社 副所長（保険営業業務）

326 鈴　律雄 55歳 陸上自衛隊小平学校付（２等陸佐） 令和元年7月8日 令和元年7月9日 修親刊行事務局 事務

327 脇田　健治 55歳 海上自衛隊機動施設隊付（２等海佐） 令和元年7月8日 令和元年7月9日
ライジング厚生サービス株式会
社

施設管理者

328 岡本　英一 55歳 航空自衛隊第１航空団付（２等空佐） 令和元年7月9日 令和元年7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）

329 小沼　賢一 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３等
海佐）

令和元年7月9日 令和元年7月11日
株式会社エスパルスドリーム
フェリー

旅客船運航士

330 松本　健志 55歳
陸上自衛隊東部方面指揮所訓練支援隊
副隊長（１等陸佐）

令和元年7月13日 令和元年7月14日
ライジング厚生サービス株式会
社

庶務職社員

331 泉　髙治 55歳
陸上自衛隊東部方面通信群付（２等陸
佐）

令和元年7月13日 令和元年7月14日
ＮＥＣファシリティーズ株式会
社

警備員（シフト勤務）

332 田渕　明彦 54歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３等
海佐）

令和元年7月13日 令和元年7月14日
ライジング厚生サービス株式会
社

施設管理者

333 田中　耕太 56歳
航空自衛隊第４補給処副処長（空将
補）

令和元年7月4日 令和元年7月15日
レイセオンインターナショナル
インク

事業開発ディレクター

334 杉村　愼二 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊付（２等
海佐）

平成31年3月1日 令和元年7月16日 共栄マリン株式会社 船舶機関員

335 島　直樹 54歳
航空自衛隊作戦システム運用隊付（３
等空佐）

令和元年7月6日 令和元年7月16日 三菱電機株式会社 保安・警備業務（嘱託）

336 田井　真 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 令和元年7月11日 令和元年7月16日 光洋産業株式会社 営業

337 安永　哲也 55歳
海上自衛隊第３１整備補給隊付（２等
海佐）

令和元年7月12日 令和元年7月16日 三菱電機特機システム株式会社 嘱託社員

338 安岡　和久 55歳
航空自衛隊第１３飛行教育団整備補給
群司令（１等空佐）

令和元年7月16日 令和元年7月17日 日本生命保険相互会社 自衛隊担当マネージャー

339 伊藤　貴峰 54歳
陸上自衛隊第１１後方支援隊付（３等
陸佐）

令和元年7月16日 令和元年7月17日 一般財団法人防衛弘済会 北海道支部総務経理係長
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340 倉橋　良明 56歳
海上自衛隊航空補給処下総支処付（１
等海佐）

令和元年7月18日 令和元年7月19日 東洋機械加工株式会社 部長級

341 杉本　成一 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年7月18日 令和元年7月19日 富士防災警備株式会社 第一事業所警務担当

342 塩﨑　直 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 令和元年7月19日 令和元年7月20日 三波工業株式会社 主幹（嘱託）

343 内村　正巳 54歳 陸上自衛隊九州補給処付（３等陸佐） 令和元年7月16日 令和元年7月22日 ＡＬＳＯＫ佐賀株式会社 常駐警備

344 阿部　広幸 54歳
陸上自衛隊中央管制気象隊付（３等陸
佐）

令和元年7月22日 令和元年7月23日 テスコ株式会社
ホテル客室管理責任者（現場所
長）

345 柴田　勉 54歳
自衛隊秋田地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年7月14日 令和元年7月29日 有限会社鶴の湯温泉 配膳・接客

346 種子島　時斉 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和元年7月27日 令和元年7月29日 株式会社日本デジコム 営業職（総合職）

347 三浦　忠洋 55歳
自衛隊大分地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年7月28日 令和元年7月29日 旭化成株式会社
総務業務全般及び射撃訓練の管
理監督

348 安楽　正則 55歳 陸上自衛隊通信学校付（１等陸佐） 令和元年7月29日 令和元年7月30日
株式会社三井Ｅ＆Ｓパワーシス
テムズ

防衛省関連事業に関する支援業
務

349 笠間　孝徳 55歳
陸上自衛隊東部方面情報処理隊付（２
等陸佐）

令和元年7月29日 令和元年7月30日 セコムトック株式会社 警備員

350 下醉尾　芳孝 55歳
陸上自衛隊東北方面混成団長（陸将
補）

平成31年3月23日 令和元年8月1日 シンテイ警備株式会社
調査役（採用及び従事者に対す
る指導監督及び教育）

351 前田　利泰 55歳
陸上自衛隊中部方面総監部監察官付
（１等陸佐）

令和元年5月1日 令和元年8月1日 大阪府池田市役所 危機管理監

352 田中　聖司 55歳
陸上自衛隊連絡偵察飛行隊（２等陸
佐）

令和元年6月17日 令和元年8月1日 独立行政法人航空大学校 操縦教官

353 中矢　潤 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 令和元年6月19日 令和元年8月1日 新栄不動産ビジネス株式会社 設備員

354 牧山　博子 54歳 自衛隊札幌病院看護部付（３等陸佐） 令和元年6月20日 令和元年8月1日 医療法人大空 訪問看護師

355 松岡　正憲 54歳
陸上自衛隊関東補給処松戸支処付（３
等陸佐）

令和元年7月1日 令和元年8月1日 株式会社千葉銀行 庶務職

356 三重野　郁子 55歳
陸上自衛隊青森駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年7月4日 令和元年8月1日 第一生命保険株式会社 生命保険営業の支援

357 下野　聡 55歳 陸上自衛隊衛生学校付（１等陸佐） 令和元年7月5日 令和元年8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

358 大竹　広了 55歳
海上自衛隊第３術科学校付（１等海
佐）

令和元年7月9日 令和元年8月1日 株式会社徳島ジャムコ 担当課長

359 黒瀬　明 54歳 陸上自衛隊高射学校付（３等陸佐） 令和元年7月9日 令和元年8月1日 株式会社千葉銀行 庶務職

360 長谷部　稔 54歳
海上自衛隊横須賀海上訓練指導隊付
（３等海佐）

令和元年7月9日 令和元年8月1日 株式会社全日警 駅構内警備員

361 渡邉　陽一郎 55歳
陸上自衛隊第１０１高射特科隊付（１
等陸佐）

令和元年7月10日 令和元年8月1日 日本原燃株式会社 統括長

362 川﨑　昌彦 56歳
航空自衛隊幹部学校教育部主任教官兼
戦略教官室長（空将補）

令和元年7月16日 令和元年8月1日
株式会社ディライトテクノロ
ジー

マネージャー

363 早稲田　信次 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（２等陸
佐）

令和元年7月17日 令和元年8月1日
セイザンテクニカルソリュー
ションズ株式会社

電気通信機器の保守

364 中川　真 54歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３等
海佐）

令和元年7月17日 令和元年8月1日 京急サービス株式会社 警備員

365 渡邊　克司 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和元年7月19日 令和元年8月1日
全国共済農業協同組合連合会福
岡県南サービスセンター

自動車損害調査業務（嘱託）

366 小田　敦男 54歳
陸上自衛隊西部方面後方支援隊付（３
等陸佐）

令和元年7月21日 令和元年8月1日 日本梱包運輸倉庫株式会社 現業職（倉庫内作業）

367 井上　伸一 54歳 海上自衛隊呉警備隊付（３等海佐） 令和元年7月22日 令和元年8月1日
ひろしんビジネスサービス株式
会社

集金・集配員

368 所　潤一 55歳
航空自衛隊特別航空輸送隊付（２等空
佐）

令和元年7月23日 令和元年8月1日 株式会社ＡＩＲＤＯ 航空機整備士

369 山本　恭嗣 55歳
陸上自衛隊関東補給処松戸支処付（１
等陸佐）

令和元年7月26日 令和元年8月1日
専門学校ニホン国際ＩＴカレッ
ジ

学校等事務

370 黒田　辰生 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（１等海
佐）

令和元年7月26日 令和元年8月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任
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371 足立　勇二 55歳
自衛隊札幌地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年7月26日 令和元年8月1日 北海道伊達市役所 防災対策・防災計画

372 飯塚　真由美 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年7月28日 令和元年8月1日
あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

損害サービス専任職員

373 小濵　洋一 55歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年7月29日 令和元年8月1日 鹿児島県十島村役場 防災専門官

374 深谷　克郎 55歳 海上自衛隊阪神基地隊司令（海将補） 令和元年7月31日 令和元年8月1日 一般財団法人自衛隊援護協会 広島支部援護課長

375 石橋　克伸 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校総務部長
（陸将補）

令和元年8月1日 令和元年8月2日 朝日生命保険相互会社 大阪統括支社顧問

376 辻本　正彦 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校副校長兼企
画室長（陸将補）

令和元年8月1日 令和元年8月2日 王子エンジニアリング株式会社 安全衛生管理室長

377 黒田　弘人 55歳
陸上自衛隊神町駐屯地業務隊長（陸将
補）

令和元年8月1日 令和元年8月2日 王子エンジニアリング株式会社 安全衛生管理

378 壇　雅昭 55歳
自衛隊情報保全隊情報保全官兼副司令
（陸将補）

令和元年8月1日 令和元年8月2日 株式会社にしけい 人事部顧問

379 川村　利明 55歳
海上自衛隊中央システム通信隊司令
（海将補）

令和元年8月1日 令和元年8月2日
永山コンピューターサービス株
式会社

顧問

380 林田　公明 55歳
陸上自衛隊幹部候補生学校付（１等陸
佐）

令和元年8月1日 令和元年8月2日
株式会社総合防災ソリューショ
ン

事務用機器操作の職業

381 出町　彰慶 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和元年8月1日 令和元年8月2日
オリエンタルエアブリッジ株式
会社

航空機操縦士

382 橋本　健一郎 55歳 陸上自衛隊九州補給処付（２等陸佐） 令和元年8月1日 令和元年8月2日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

383 田母神　新 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和元年8月1日 令和元年8月2日 東京海上日動火災保険株式会社 損害調査員（特定社員）

384 岩原　傑 55歳
陸上自衛隊第１３普通科連隊長兼松本
駐屯地司令（１等陸佐）

令和元年8月1日 令和元年8月3日 徳島県庁 防災対策担当官

385 川南　吉王 54歳
陸上自衛隊久居駐屯地業務隊長（１等
陸佐）

令和元年8月1日 令和元年8月3日 三重県四日市市役所
副参事（危機管理総括）災害や
有事に関する業務

386 牧野　豊 54歳
陸上自衛隊第９師団司令部総務課長
（２等陸佐）

令和元年8月1日 令和元年8月3日 青森県青森市役所 危機管理官

387 高司　一彦 54歳
陸上自衛隊第３７普通科連隊副連隊長
（２等陸佐）

令和元年8月1日 令和元年8月3日 大阪府岸和田市役所 地域防災担当

388 杉本　成雄 56歳
海上自衛隊幹部学校運用教育研究部ロ
ジスティクス研究室長（海将補）

令和元年8月2日 令和元年8月3日 函館どつく株式会社 顧問

389 山口　大輔 55歳 航空自衛隊第９航空団付（２等空佐） 令和元年7月27日 令和元年8月5日
全国共済農業協同組合連合会佐
賀県支部

自動車損害調査業務

390 古川　明裕 55歳
陸上自衛隊普通科教導連隊付（２等陸
佐）

令和元年8月5日 令和元年8月6日
全国共済農業協同組合連合会静
岡県本部

自動車自賠責共済の損害調査・
査定業務

391 大野　敏弘 56歳
海上自衛隊横須賀海上訓練指導隊司令
（１等海佐）

令和元年8月8日 令和元年8月9日
学校法人都築第一学園　横浜薬
科大学

事務職員

392 青山　拓生 54歳
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

令和元年8月8日 令和元年8月9日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

393 中西　隆則 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団付（２等空
佐）

令和元年8月9日 令和元年8月10日 株式会社フジタ 安全管理担当（契約社員）

394 山下　誠 55歳
海上自衛隊横須賀造修補給所付（１等
海佐）

令和元年8月11日 令和元年8月12日 弘済企業株式会社 営業第二課長

395 竹林　穣 55歳
海上自衛隊館山航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年8月11日 令和元年8月12日 弘済企業株式会社 副所長

396 福永　裕之 54歳
陸上自衛隊姫路駐屯地業務隊（３等陸
佐）

令和元年8月11日 令和元年8月12日 一般社団法人姫路医師会 事務

397 青栁　勉 55歳
陸上自衛隊山口駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和元年8月13日 令和元年8月14日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

398 指田　俊博 56歳
航空自衛隊航空幕僚監部監理監察官先
任副監理官（１等空佐）

令和元年8月13日 令和元年8月14日 株式会社フジタ 安全管理担当（契約社員）

399 三山　勝二郎 55歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年8月13日 令和元年8月14日
ジェイ・アール・シー特機株式
会社

副参事（嘱託）

400 藤井　真 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年8月14日 令和元年8月15日 日本ハーデス株式会社 支店長代理

401 松下　良和 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年8月14日 令和元年8月15日 一般財団法人防衛弘済会 技術員（正社員）
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402 本田　広光 54歳
陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

令和元年8月17日 令和元年8月18日 株式会社永井運送 大型トラック運転手

403 土屋　甲吉 55歳
陸上自衛隊第２施設団副団長（陸将
補）

令和元年8月1日 令和元年8月19日 防衛懇話会 事務局次長

404 財津　耕一郎 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等陸
佐）

令和元年8月10日 令和元年8月19日 ヤマトプロテック株式会社 専門課長

405 橋本　直貴 55歳
陸上自衛隊第８普通科連隊付（３等陸
佐）

令和元年8月15日 令和元年8月19日 社会福祉法人遊歩 吾亦紅 障がい者支援業務

406 横山　明人 55歳
陸上自衛隊第１２０教育大隊付（２等
陸佐）

令和元年8月18日 令和元年8月19日
一般社団法人北海道貸切バス適
正化センター

貸切バス事業者指導員

407 野田　峰生 54歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（３等海
佐）

令和元年8月18日 令和元年8月19日 株式会社セイブクリーン 正社員

408 勝谷　和広 55歳
陸上自衛隊第１３旅団司令部付（２等
陸佐）

令和元年8月19日 令和元年8月20日 弘済企業株式会社 保険営業業務

409 安達　敏浩 55歳 自衛隊情報保全隊付（２等陸佐） 令和元年8月19日 令和元年8月20日
全国共済農業協同組合連合会愛
知県本部

自動車・自賠責共済金支払に関
する業務

410 太田　巧生 55歳 航空自衛隊航空気象群付（２等空佐） 令和元年8月19日 令和元年8月20日 弘済企業株式会社 総務部企画課企画員

411 坂本　千秋 54歳 自衛隊熊本病院看護部付（３等陸佐） 令和元年8月19日 令和元年8月20日 医療法人社団三村・久木山会 看護業務及び看護指導

412 高浜　伸光 55歳
海上自衛隊鹿屋航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年6月15日 令和元年8月21日 株式会社エー・エム・サポート 航空機等整備支援

413 荒田　和彦 55歳
陸上自衛隊第１２後方支援隊付（１等
陸佐）

令和元年8月20日 令和元年8月21日 株式会社まつの 事務

414 倉増　諭 54歳
陸上自衛隊東北方面総監部付（２等陸
佐）

令和元年8月20日 令和元年8月21日 株式会社丸山運送 乗務員

415 鳥谷内　悟 54歳
陸上自衛隊第２８普通科連隊付（３等
陸佐）

令和元年8月21日 令和元年8月22日
全国共済農業協同組合連合会北
海道本部

自動車損害調査

416 山内　啓輔 54歳 自衛隊阪神病院付（３等陸佐） 令和元年8月22日 令和元年8月23日 三井住友海上火災保険株式会社
アソシエイト社員（防災専任職
員）

417 福田　浩一 55歳 航空自衛隊第１高射群付（２等空佐） 令和元年8月23日 令和元年8月24日 株式会社セーフティ 役員運転士

418 那須　英二 55歳 航空自衛隊第３航空団付（２等空佐） 令和元年8月24日 令和元年8月25日 株式会社クリハラント 安全管理員（嘱託）

419 田中　昇 55歳 航空自衛隊航空救難団付（１等空佐） 令和元年8月25日 令和元年8月26日 川田工業株式会社 安全管理員

420 島原　清 55歳
陸上自衛隊北海道補給処付（２等陸
佐）

令和元年8月25日 令和元年8月26日 北海道ジェネリック株式会社 医薬品の倉庫業務

421 及川　俊一 54歳
陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

令和元年8月25日 令和元年8月26日 富士麗水ビバレッジ株式会社 ロジスティク業務

422 折田　一馬 54歳
航空自衛隊第３術科学校付（３等空
佐）

令和元年8月27日 令和元年8月28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）

423 髙橋　亘 55歳
陸上自衛隊第７師団司令部付（２等陸
佐）

令和元年8月28日 令和元年8月29日 弘済企業株式会社 保険営業業務

424 本多　秀行 55歳 陸上自衛隊富士学校付（２等陸佐） 令和元年8月28日 令和元年8月29日 山梨県山中湖村役場 防災監

425 西條　清志 55歳 陸上自衛隊東北補給処付（３等陸佐） 令和元年8月28日 令和元年8月29日 山崎製パン株式会社 採用業務

426 渡辺　豊久 55歳 航空自衛隊第２補給処付（２等空佐） 令和元年8月29日 令和元年8月30日 前田鐵鋼株式会社 製造部課長

427 関谷　義就 54歳
陸上自衛隊青森駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年9月4日 令和元年8月30日 社会福祉法人心和会金浜療護園 運転手兼生活支援員

428 嶋津　一明 55歳
陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和元年8月30日 令和元年8月31日 株式会社寺原自動車学校 事業企画及び営業

429 葛岡　範久 55歳
海上自衛隊第２１１教育航空隊教育飛
行隊長（２等海佐）

令和元年6月25日 令和元年9月1日 学校法人ヒラタ学園 回転翼操縦士

430 坂口　二郎 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 令和元年7月10日 令和元年9月1日 株式会社ファインスタッフ 事務処理

431 岩男　哲二 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年7月31日 令和元年9月1日
株式会社ペガサスグローバルエ
クスプレス

総務人事

432 髙見　友康 55歳
陸上自衛隊東部方面後方支援隊副隊長
（陸将補）

令和元年8月1日 令和元年9月1日 日立造船株式会社 清掃工場の運営施設管理
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433 与田　敦夫 55歳
海上自衛隊幹部学校企画部長（海将
補）

令和元年8月1日 令和元年9月1日 新明和岩国航空整備株式会社 担当部長

434 鴫田　浩二 54歳 航空自衛隊第３補給処付（３等空佐） 令和元年8月1日 令和元年9月1日 メタウォーターテック株式会社
環境関連施設での施設運転及び
維持管理業務（契約社員）

435 藤原　眞琴 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和元年8月6日 令和元年9月1日 広島県府中市 危機管理担当監

436 森　章人 55歳
陸上自衛隊第１空挺団本部付（１等陸
佐）

令和元年8月9日 令和元年9月1日
あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

損害サポート専任職

437 古川　純 55歳 航空自衛隊第７航空団付（２等空佐） 令和元年8月10日 令和元年9月1日
一般財団法人航空機安全運航支
援センター

空港運用業務員

438 魚谷　徹 55歳 自衛隊情報保全隊付（２等陸佐） 令和元年8月11日 令和元年9月1日 大阪府泉大津市役所 任期付職員（常勤）

439 岡本　兼一 56歳
航空自衛隊航空総隊司令部総務部長
（空将補）

令和元年8月13日 令和元年9月1日 株式会社エクシオテック 企画管理業務担当部長

440 伊藤　実 54歳
陸上自衛隊第６特科連隊付（２等陸
佐）

令和元年8月13日 令和元年9月1日 株式会社ダイユーエイト 販売職

441 原口　研作 55歳 航空自衛隊第５航空団付（２等空佐） 令和元年8月13日 令和元年9月1日
西日本高速道路サービス九州株
式会社

料金所長

442 伊藤　貢 55歳
陸上自衛隊第１０５施設器材隊付（２
等陸佐）

令和元年8月17日 令和元年9月1日 マルチプライ株式会社 設備保守・メンテナンス

443 森　洋 55歳
陸上自衛隊第８師団司令部付（２等陸
佐）

令和元年8月18日 令和元年9月1日
西日本高速道路サービス九州株
式会社

料金所長

444 北村　厚 56歳
陸上自衛隊第１０師団司令部付（１等
陸佐）

令和元年8月20日 令和元年9月1日 愛知県豊田市役所 防災対策官

445 池田　広明 55歳
陸上自衛隊第２１普通科連隊付（２等
陸佐）

令和元年8月21日 令和元年9月1日 医療法人小泉病院 事務長

446 園田　浩士 55歳
自衛隊長崎地方協力本部付（１等陸
佐）

令和元年8月22日 令和元年9月1日 西久大運輸倉庫株式会社 現場管理事務

447 服部　静 55歳
自衛隊福岡地方協力本部付（１等陸
佐）

令和元年8月24日 令和元年9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

448 篠田　靖彦 55歳 海上自衛隊阪神基地隊付（１等海佐） 令和元年8月24日 令和元年9月1日 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社 運転管理・保全員

449 増田　規 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和元年8月26日 令和元年9月1日 新潟県弥彦村役場 危機管理

450 福元　浩造 54歳
海上自衛隊横須賀造修補給所付（３等
海佐）

令和元年8月27日 令和元年9月1日 湘南ラスカ商事株式会社 保安・警備担当（契約社員）

451 竹ノ内　昭夫 54歳 航空自衛隊第４航空団付（３等空佐） 令和元年8月30日 令和元年9月1日
全国共済農業協同組合連合会宮
城県本部

損害調査員（嘱託）

452 多賀　一広 55歳 航空自衛隊第２補給処付（２等空佐） 令和元年8月31日 令和元年9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

453 山中　将弘 55歳
海上自衛隊小月教育航空隊付（２等海
佐）

令和元年8月23日 令和元年9月2日
株式会社山口フィナンシャルグ
ループ

用務員

454 高垣　明尚 55歳
陸上自衛隊第２高射特科大隊付（３等
陸佐）

令和元年9月1日 令和元年9月2日 一般財団法人旭川市水道協会 検針員

455 髙田　昭人 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（２等陸
佐）

令和元年9月3日 令和元年9月4日 一般社団法人企業価値協会 人材コンサルタント

456 豊川　富章 55歳
海上自衛隊第２整備補給隊付（２等海
佐）

令和元年9月3日 令和元年9月4日 弘済企業株式会社 副所長

457 藤岡　光 54歳 航空自衛隊幹部学校付（３等空佐） 令和元年9月4日 令和元年9月5日
ライジング厚生サービス株式会
社

施設管理者

458 嶋　義幸 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年9月5日 令和元年9月6日
カヤバシステムマシナリー株式
会社

専任部長

459 徳重　博樹 54歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊補充部付
（３等海佐）

令和元年9月6日 令和元年9月7日 株式会社東洋トラスト特機 工事技術課長

460 小澤　大輔 55歳
航空自衛隊航空医学実験隊付（２等空
佐）

令和元年9月8日 令和元年9月9日 一般財団法人防衛弘済会 設備管理員

461 岡崎　稔 55歳 自衛隊情報保全隊（２等陸佐） 令和元年9月11日 令和元年9月12日 流通産業協同組合 管理的業務

462 平野　朋浩 54歳 陸上自衛隊装備実験隊付（３等陸佐） 令和元年9月11日 令和元年9月12日 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社
ごみ焼却施設の運転・維持管理
業務

463 橋本　聖一 55歳 海上自衛隊下関基地隊付（１等海佐） 令和元年9月12日 令和元年9月13日 ニッスイマリン工業株式会社 課長
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464 齊藤　照代 55歳
陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年9月12日 令和元年9月13日 学校法人宮田学園 一般事務

465 久米　健一 55歳 航空自衛隊補給本部付（１等空佐） 令和元年9月14日 令和元年9月15日 東邦航空株式会社 整備職員（契約社員）

466 向山　実 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年9月14日 令和元年9月15日 社会福祉法人グリーン 生活支援員

467 浅岡　哲史 55歳
海上自衛隊横須賀教育隊司令（海将
補）

令和元年8月1日 令和元年9月16日 三菱プレシジョン株式会社 本部長付

468 田澤　利幸 54歳
陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処付
（３等陸佐）

令和元年9月15日 令和元年9月16日 株式会社エヌ・コモド
測量業務補助、情報処理業務補
助

469 染矢　真司 55歳
海上自衛隊佐世保警備隊付（２等海
佐）

令和元年7月17日 令和元年9月18日 四宮タンカー株式会社 甲板員

470 勝田　正彦 55歳
陸上自衛隊西部方面混成団本部付（２
等陸佐）

令和元年9月17日 令和元年9月18日 北九州住宅供給公社 市営住宅管理全般

471 副島　智明 55歳
陸上自衛隊第４後方支援連隊付（２等
陸佐）

令和元年9月18日 令和元年9月19日
株式会社ジョイント・システム
ズ・サービス

システム維持支援サービス

472 浦田　哉 56歳
海上自衛隊第８１航空隊司令（１等海
佐）

令和元年9月19日 令和元年9月20日 王子エンジニアリング株式会社 担当管理職

473 網野　光雄 55歳 自衛隊中央病院付（２等陸佐） 令和元年9月19日 令和元年9月20日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

474 齋藤　良信 55歳
陸上自衛隊第１２ヘリコプター隊付
（２等陸佐）

令和元年9月19日 令和元年9月20日 野村證券株式会社 一般労務

475 比留間　修 54歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団付（３
等空佐）

令和元年9月12日 令和元年9月21日 和商株式会社 配送及び倉庫管理員（嘱託）

476 濵﨑　剛 55歳 陸上自衛隊九州補給処付（２等陸佐） 令和元年9月21日 令和元年9月22日 学校法人都築育英学園 一般事務

477 菅沼　要 55歳
陸上自衛隊旭川駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和元年9月22日 令和元年9月23日 東京海上日動火災保険株式会社 査定業務

478 松下　勝秋 56歳
陸上自衛隊北部方面総監部付（１等陸
佐）

令和元年9月23日 令和元年9月24日 医療法人社団友善会 総務・経理

479 浅野　浩明 55歳
陸上自衛隊東部方面指揮所訓練支援隊
付（２等陸佐）

令和元年9月24日 令和元年9月25日 三井物産フォーサイト株式会社 設備保守作業補助

480 梅澤　輝行 55歳 陸上自衛隊会計監察隊付（１等陸佐） 令和元年9月26日 令和元年9月27日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

481 丸山　真人 56歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部支援
飛行隊司令（１等空佐）

令和元年9月25日 令和元年9月30日 一般社団法人国際建設技術協会 総務企画部次長

482 後藤　信也 55歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（２等空
佐）

令和元年9月29日 令和元年9月30日 弘済企業株式会社 保険営業業務

483 立石　健一 55歳
陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊長（陸
将補）

平成31年3月23日 令和元年10月1日 第一生命保険株式会社 生命保険営業

484 桑原　正明 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（１等
海佐）

令和元年6月15日 令和元年10月1日
全国共済農業協同組合連合会神
奈川県本部

常勤嘱託員

485 荒川　純一 56歳
海上自衛隊第１航空修理隊司令（海将
補）

令和元年7月10日 令和元年10月1日 株式会社ジャムコ 顧問

486 原田　高明 55歳 陸上自衛隊関東補給処付（１等陸佐） 令和元年7月10日 令和元年10月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

487 立石　崇浩 55歳
航空自衛隊西部航空方面隊司令部付
（１等空佐）

令和元年7月15日 令和元年10月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

488 小林　博 54歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（３等海
佐）

令和元年8月3日 令和元年10月1日 九州電力株式会社 契約社員

489 桃井　俊宏 55歳
海上自衛隊呉地方総監部付（２等海
佐）

令和元年8月20日 令和元年10月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

490 古江　清志 55歳
陸上自衛隊富士教導団本部付（１等陸
佐）

令和元年8月25日 令和元年10月1日 東京海上日動火災保険株式会社
自動車共済の損害調査・査定業
務

491 小林　誠 55歳 自衛隊札幌病院付（２等陸佐） 令和元年9月4日 令和元年10月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

492 藥師寺　清人 54歳
海上自衛隊第２０２教育航空隊付（３
等海佐）

令和元年9月5日 令和元年10月1日 西鉄エアサービス株式会社 地上ハンドリング業務

493 内田　光俊 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年9月9日 令和元年10月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

494 小島　信一 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和元年9月12日 令和元年10月1日
プライムデリカ株式会社　宗像
工場

施設管理員（正社員）
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495 河江　啓介 56歳
自衛隊情報保全隊情報保全官（空将
補）

令和元年9月13日 令和元年10月1日 株式会社ＩＨＩ 顧問（嘱託）

496 東　昭彦 55歳 航空自衛隊第５航空団付（２等空佐） 令和元年9月14日 令和元年10月1日
全国共済農業協同組合連合会宮
崎中部サービスセンター

交通事故損害調査員（嘱託員）

497 西川　朋之 55歳
陸上自衛隊中部方面混成団本部付（１
等陸佐）

令和元年9月16日 令和元年10月1日 滋賀県湖南市役所 危機管理業務全般

498 小林　靖典 54歳
陸上自衛隊第１０後方支援連隊付（３
等陸佐）

令和元年9月16日 令和元年10月1日
一般社団法人パブリックサービ
ス

河川巡視員

499 兼平　直樹 54歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（３等陸
佐）

令和元年9月17日 令和元年10月1日 青森県八戸市役所 事務（危機管理対策専門員）

500 馬場　俊典 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年9月18日 令和元年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

501 石原　直樹 55歳 陸上自衛隊関西補給処付（２等陸佐） 令和元年9月18日 令和元年10月1日 愛知県知多市役所 防災専門員

502 武藤　祥二 56歳 陸上自衛隊体育学校付（１等陸佐） 令和元年9月21日 令和元年10月1日 日立造船株式会社 運営施設管理

503 松尾　直子 55歳
海上自衛隊呉基地業務隊付（１等海
佐）

令和元年9月22日 令和元年10月1日 サノヤス造船株式会社 船渠長

504 井上　勇司 55歳
自衛隊東京地方協力本部付（１等陸
佐）

令和元年9月24日 令和元年10月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

505 岡　欣司 55歳
陸上自衛隊第１１旅団司令部付（２等
陸佐）

令和元年9月24日 令和元年10月1日 北海道余市町役場 一般行政職

506 伊谷　武志 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（１等
海佐）

令和元年9月25日 令和元年10月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

507 石川　眞 55歳
陸上自衛隊第２師団司令部付（２等陸
佐）

令和元年9月26日 令和元年10月1日 北海道紋別市役所 主査（防災担当）

508 原口　晋治 55歳
海上自衛隊対馬防備隊上対馬警備所所
長（２等海佐）

令和元年9月26日 令和元年10月1日 瀬戸内中央汽船株式会社 甲板員

509 中村　幸治 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（２等陸
佐）

令和元年9月29日 令和元年10月1日 株式会社ＪＰＭ 施設管理

510 渡辺　規 54歳 陸上自衛隊武器教導隊付（３等陸佐） 令和元年9月29日 令和元年10月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

511 益子　卓 56歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（１等陸
佐）

令和元年9月30日 令和元年10月1日 弘済企業株式会社 副所長

512 渡辺　典彦 54歳 防衛大学校准教授（１等海佐） 令和元年9月30日 令和元年10月1日 損害保険料率算出機構 損害調査職員

513 水野　兼治 55歳
陸上自衛隊北部方面混成団本部付（１
等陸佐）

令和元年10月1日 令和元年10月2日 日本駐車場開発札幌株式会社 駐車場運営スタッフ

514 坂井　司郎 55歳
陸上自衛隊九州補給処大分弾薬支処付
（２等陸佐）

令和元年10月3日 令和元年10月4日 旭化成株式会社 射撃支援・検査・管理業務

515 小蓬　喜代久 54歳
陸上自衛隊第２４普通科連隊付（３等
陸佐）

令和元年10月3日 令和元年10月4日 宮崎県高原町役場 防災専門員

516 森迫　隆文 56歳 陸上自衛隊通信学校付（１等陸佐） 令和元年6月9日 令和元年10月5日 神奈川県鎌倉市役所 課長（任期付職員）

517 鎌田　弘志 55歳
海上自衛隊教育航空集団付（２等海
佐）

令和元年10月4日 令和元年10月5日
ＮＡＡセーフティサポート株式
会社

場面点検業務員（契約社員）

518 山下　隆広 55歳
陸上自衛隊第８施設大隊付（２等陸
佐）

令和元年10月5日 令和元年10月6日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

519 山上　典之 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

令和元年10月6日 令和元年10月7日 第一恒産株式会社 ビルマネジメント業務

520 山﨑　繁 56歳
陸上自衛隊西部方面混成団本部付（１
等陸佐）

令和元年10月7日 令和元年10月8日 ダイコー株式会社 札幌営業所長

521 三宅　義信 55歳
自衛隊兵庫地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年10月7日 令和元年10月8日
学校法人都築学園神戸医療福祉
大学

事務

522 伊藤　保宏 55歳
陸上自衛隊北部方面指揮所訓練支援隊
付（２等陸佐）

令和元年10月7日 令和元年10月8日
学校法人日本航空学園日本航空
専門学校

学生部所属教員

523 菊池　隆 56歳
陸上自衛隊東部方面総監部付（１等陸
佐）

令和元年10月11日 令和元年10月12日 日油技研工業株式会社 防衛業務を主とした業務支援

524 道川　明彦 55歳
陸上自衛隊第３９普通科連隊付（２等
陸佐）

令和元年10月10日 令和元年10月15日 一般財団法人岩木振興公社 管理業務

525 田中　孝一 55歳
海上自衛隊システム通信隊群付（２等
海佐）

令和元年10月13日 令和元年10月15日 日本メックス株式会社 担当課長
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526 今　建人 54歳
陸上自衛隊第５２普通科連隊付（３等
陸佐）

令和元年10月13日 令和元年10月15日
株式会社アインホールディング
ス

役員専属の運転手

527 原　清 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（３
等空佐）

令和元年10月9日 令和元年10月16日 三扇工業株式会社 鉄道車輌部品修繕業務

528 伏見　昭彦 55歳 陸上自衛隊高射学校付（１等陸佐） 令和元年10月12日 令和元年10月16日 三菱電機株式会社 保全管理

529 長田　司 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和元年10月17日 令和元年10月18日 ＫＤＤＩ株式会社
官公庁営業部（顧問）（嘱託社
員）

530 豊川　一生 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（２等空
佐）

令和元年10月17日 令和元年10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

531 島　竜志 54歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（３等陸
佐）

令和元年10月17日 令和元年10月18日 一般財団法人防衛弘済会 施設管理

532 山﨑　康弘 54歳
陸上自衛隊第９通信大隊付（３等陸
佐）

令和元年10月4日 令和元年10月21日 株式会社角弘 ＰＧ製造

533 宇野　佳彰 55歳 航空自衛隊幹部学校付（２等空佐） 令和元年10月20日 令和元年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（特定社員）

534 天谷　秀夫 54歳
陸上自衛隊古河駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年10月20日 令和元年10月21日
スバルリビングサービス株式会
社

警備員

535 加藤　秀幸 55歳
海上自衛隊徳島航空基地隊付（３等海
佐）

令和元年10月21日 令和元年10月22日 東京海上日動火災保険株式会社 損害査定員（契約社員）

536 蓑上　幸志 54歳
陸上自衛隊中部方面ヘリコプター隊
（３等陸佐）

令和元年10月21日 令和元年10月22日 東京海上日動火災保険株式会社 交通事故賠償担当

537 高橋　宏文 54歳
陸上自衛隊姫路駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年10月21日 令和元年10月22日 東京海上日動火災保険株式会社 事故相談及び査定

538 藤嶋　一郎 55歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校付（１等
陸佐）

令和元年10月22日 令和元年10月23日
株式会社大同フレンドシップＣ
Ｃ

総務

539 岩口　利明 55歳
陸上自衛隊中央基地システム通信隊付
（２等陸佐）

令和元年10月22日 令和元年10月23日
共信コミュニケーションズ株式
会社

営業顧問

540 三戸　信幸 54歳
陸上自衛隊第１空挺団第２普通科大隊
付（３等陸佐）

令和元年10月22日 令和元年10月23日
ＮＡＡセーフティサポート株式
会社

警備

541 森　昭人 55歳 陸上自衛隊東北補給処付（２等陸佐） 令和元年10月24日 令和元年10月25日 学校法人朴沢学園 明成高等学校に係る学校事務

542 井口　幸光 54歳 陸上自衛隊第８偵察隊付（３等陸佐） 令和元年10月25日 令和元年10月26日 大東商事株式会社 危機管理対策室長

543 山本　隆文 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（１等陸
佐）

令和元年10月26日 令和元年10月27日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

544 森永　秀作 55歳 自衛隊体育学校付（１等陸佐） 令和元年10月26日 令和元年10月27日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

545 中谷　文彦 55歳
海上自衛隊横須賀潜水艦基地隊付（１
等海佐）

令和元年10月28日 令和元年10月29日 日本管財株式会社 統括管理責任者

546 佐野　秀太郎 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年10月27日 令和元年10月31日
一般社団法人世界の子供たちの
ために

国家戦略研究所ＩＮＳシンクタ
ンク研究員

547 井上　登慈 54歳 海上自衛隊補給本部付（３等海佐） 令和元年8月25日 令和元年11月1日
株式会社ＪＡＬメンテナンス
サービス

一般社員

548 山田　稔親 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊補充部付
（２等海佐）

令和元年9月2日 令和元年11月1日
損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

賠償主事

549 久保山　宗記 55歳
航空自衛隊航空救難団浜松救難隊付
（２等空佐）

令和元年9月24日 令和元年11月1日 浜松市消防局 防災ヘリコプター操縦士

550 邊見　満 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年10月3日 令和元年11月1日
ニッポンレンタカーアーバン
ネット株式会社

一般社員

551 小倉　義孝 54歳
陸上自衛隊中部方面混成団本部付（３
等陸佐）

令和元年10月3日 令和元年11月1日 浄土真宗本願寺派 保安業務

552 山田　勝幸 54歳
陸上自衛隊第１２０教育大隊付（３等
陸佐）

令和元年10月3日 令和元年11月1日 東京不動産管理株式会社 設備管理

553 飯島　俊彦 55歳 陸上自衛隊飛行教導隊付（２等陸佐） 令和元年10月5日 令和元年11月1日 岡山航空株式会社 航空機整備管理業務

554 小志　勇 55歳 航空自衛隊第３航空団付（２等空佐） 令和元年10月6日 令和元年11月1日 東芝電波プロダクツ株式会社 技術員

555 椎　盛治 55歳
陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校付（１等
陸佐）

令和元年10月7日 令和元年11月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

556 野田　義信 55歳
自衛隊東京地方協力本部援護課（１等
陸佐）

令和元年10月8日 令和元年11月1日 神奈川県平塚市役所 災害対策本部機能の強化他
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557 安藤　真也 55歳
陸上自衛隊第２師団司令部付（２等陸
佐）

令和元年10月10日 令和元年11月1日
あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

保険金支払業務

558 大和田　浩 55歳
陸上自衛隊会計監査隊本部付（２等陸
佐）

令和元年10月17日 令和元年11月1日 茨城県かすみがうら市役所 企画監

559 紺野　稔 54歳
自衛隊宮城地方協力本部募集課（３等
陸佐）

令和元年10月20日 令和元年11月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

560 今泉　一郎 56歳
海上自衛隊徳島教育航空群司令（１等
海佐）

令和元年10月25日 令和元年11月1日 国分首都圏株式会社 物流センター長

561 篠田　浩樹 54歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年10月25日 令和元年11月1日
株式会社ザナショナルカント
リー倶楽部

アシスタントマネージャー

562 竹内　利治 55歳
陸上自衛隊中部方面航空隊付（２等陸
佐）

令和元年10月26日 令和元年11月1日 大阪府大阪狭山市役所 防災官

563 粟飯原　伸次 54歳
陸上自衛隊第３０４水際障害中隊付
（３等陸佐）

令和元年10月30日 令和元年11月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

564 稲富　雅博 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

令和元年10月31日 令和元年11月1日 株式会社資生堂 マネージャー

565 小山田　主悦 55歳
航空自衛隊第４航空団第２１飛行隊長
付（２等空佐）

令和元年10月31日 令和元年11月1日
Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ
株式会社

航空操縦士

566 前村　康彦 55歳
海上自衛隊横須賀弾薬整備補給所付
（１等海佐）

令和元年11月1日 令和元年11月2日 京濱港運株式会社 人事課長補佐

567 山本　勝 54歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（３等陸
佐）

令和元年11月1日 令和元年11月2日 アルバック東北株式会社 受入検査業務

568 武山　信二 54歳
陸上自衛隊第６特科連隊付（３等陸
佐）

令和元年11月2日 令和元年11月3日 株式会社ヨークベニマル サポートマネジャー

569 佐々木　清司 55歳
海上自衛隊第５１航空隊付（３等海
佐）

令和元年11月2日 令和元年11月3日
ライジング厚生サービス株式会
社

施設管理者

570 苫米地　智 55歳
陸上自衛隊第７３戦車連隊付（１等陸
佐）

令和元年11月3日 令和元年11月4日 王子エンジニアリング株式会社 安全衛生管理

571 峰本　𠮷康 55歳
陸上自衛隊中部方面通信群付（２等陸
佐）

令和元年11月3日 令和元年11月4日 兵庫県神戸市役所
災害関連情報の収集及び監視業
務

572 三國　晃 55歳
海上自衛隊八戸航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年11月2日 令和元年11月5日 トヨタカローラ八戸株式会社 設備設計業務員（嘱託）

573 近藤　良彦 55歳 航空自衛隊第１航空団付（１等空佐） 令和元年11月4日 令和元年11月5日 センコー株式会社 リクルーター（嘱託）

574 寺坂　正博 55歳
陸上自衛隊北海道補給処付（１等陸
佐）

令和元年11月5日 令和元年11月6日 大立運輸株式会社 業務部次長

575 大森　成明 54歳
海上自衛隊第２０２整備補給隊付（３
等海佐）

令和元年11月5日 令和元年11月6日 社会医療法人川島会　川島病院 施設管理員

576 山本　守 55歳
陸上自衛隊第７特科連隊付（１等陸
佐）

令和元年11月6日 令和元年11月7日 王子エンジニアリング株式会社 安全衛生管理

577 榧森　豊 56歳
海上自衛隊厚木航空基地隊司令（１等
海佐）

令和元年11月6日 令和元年11月7日 株式会社シー・ピー・オー設計 営業企画担当

578 山下　俊之 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和元年11月6日 令和元年11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（特定社員）

579 嶽本　全喜 55歳
航空自衛隊航空戦術教導団付（２等空
佐）

令和元年11月6日 令和元年11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（特定社員）

580 金渕　朋康 55歳
航空自衛隊第２輸送航空隊付（１等空
佐）

令和元年11月7日 令和元年11月8日
社会福祉法人栄光会　あきつや
まゆり保育園

養護施設及び認可保育園の運
営・管理

581 土井　健一郎 54歳
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年11月7日 令和元年11月8日
全国共済農業協同組合連合会愛
知県本部

自賠責共済金の支払いに関する
業務

582 岡崎　賢史 54歳 自衛隊情報保全隊付（３等陸佐） 令和元年11月8日 令和元年11月9日 株式会社北陸銀行
集配金、内部事務補助、店内庶
務

583 紺田　秀一 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（２等
海佐）

令和元年11月9日 令和元年11月10日 弘済企業株式会社 保険営業員

584 菅　勇二郎 55歳
陸上自衛隊東部方面航空隊付（２等陸
佐）

令和元年10月14日 令和元年11月11日 株式会社全日警 警乗警備

585 末光　信次 55歳
海上自衛隊第５１航空隊付（２等海
佐）

令和元年10月28日 令和元年11月11日 明和工業株式会社 建設板金工

586 工藤　裕伸 54歳
自衛隊岡山地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年11月9日 令和元年11月11日
有限会社ジャパン・ネットワー
クシステムズ

警備業務及び従業員の管理・監
督

587 原口　かな子 54歳
陸上自衛隊西部方面システム通信群付
（３等陸佐）

令和元年11月9日 令和元年11月11日 セフト株式会社 総務業務
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588 入船　吉正 54歳 海上自衛隊阪神基地隊付（３等海佐） 令和元年11月10日 令和元年11月11日 公益財団法人防衛基盤整備協会 検査員

589 加藤　正太郎 55歳 航空自衛隊航空気象群付（３等空佐） 令和元年11月10日 令和元年11月11日 弘済企業株式会社 副所長

590 林　敏 55歳
陸上自衛隊立川駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年11月12日 令和元年11月13日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

591 麻生　誠二 55歳
陸上自衛隊西部方面システム通信群付
（２等陸佐）

令和元年11月13日 令和元年11月14日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

592 福井　美華子 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

令和元年11月29日 令和元年11月15日
株式会社ジョイント・システム
ズ・サービス

システム維持管理業務

593 久保田　昌巳 55歳
海上自衛隊第９１航空隊第９１飛行隊
兼総務班長（２等海佐）

平成31年4月4日 令和元年11月16日 三菱プレシジョン株式会社 シミュレータ整備員

594 本岡　幸司 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年10月28日 令和元年11月16日 株式会社エム・シー・シー 通信設備点検員

595 加納　信生 55歳
陸上自衛隊システム通信団本部付（１
等陸佐）

令和元年11月15日 令和元年11月16日 公益財団法人防衛基盤整備協会 情報セキュリティ業務

596 布施　壮一 56歳 海上自衛隊補給本部付（１等海佐） 令和元年11月16日 令和元年11月17日 三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社 管理専門職

597 野口　裕隆 55歳 航空自衛隊中央業務隊付（１等空佐） 令和元年11月10日 令和元年11月18日 株式会社新井商店 綾瀬営業所長補佐

598 小木　雅洋 55歳
陸上自衛隊北部方面会計隊付（２等陸
佐）

令和元年11月12日 令和元年11月18日 株式会社那知組 建設総合職

599 渡邉　哲志 54歳 自衛隊中央病院総務部付（３等陸佐） 令和元年11月14日 令和元年11月18日
株式会社オリエンタル・ガー
ド・リサーチ

警備

600 根木　大一 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年11月17日 令和元年11月18日
ライジング厚生サービス株式会
社

施設管理者

601 池田　秀夫 55歳 航空自衛隊気象群付（１等空佐） 令和元年11月17日 令和元年11月18日 株式会社新井商店 本社総務担当

602 諏訪　雅幸 54歳
陸上自衛隊第１１後方支援隊付（３等
陸佐）

令和元年11月17日 令和元年11月18日 北海道フーズ輸送株式会社 安全衛生管理

603 松前　義信 56歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 令和元年9月14日 令和元年11月19日 株式会社やまねメディカル 施設管理職

604 佐々木　徹夫 55歳
陸上自衛隊東北方面後方支援隊付（２
等陸佐）

令和元年11月19日 令和元年11月20日
社会福祉法人チャレンジドらい
ふ

生活支援員

605 菅野　忠浩 54歳
陸上自衛隊第６特科連隊付（２等陸
佐）

令和元年11月19日 令和元年11月20日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

606 宮本　裕徳 56歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 令和元年11月20日 令和元年11月21日
株式会社シー・キューブド・ア
イ・システムズ

技術職員（嘱託）

607 坂　徳彦 55歳 航空自衛隊幹部学校付（１等空佐） 令和元年11月20日 令和元年11月21日
株式会社ダイハツビジネスサ
ポートセンター

主事職

608 飯田　裕二 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年11月20日 令和元年11月21日
株式会社ＨＹＳエンジニアリン
グサービス

担当部長（嘱託）

609 横川　博成 56歳 陸上自衛隊需品学校付（１等陸佐） 令和元年11月22日 令和元年11月23日
学校法人都築学園日本薬科大学
さいたまキャンパス

大学専務

610 池田　康二 55歳
陸上自衛隊札幌駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年11月18日 令和元年11月25日 株式会社藤井ビル 賃貸物件の管理全般

611 燈中　健司 55歳 陸上自衛隊需品学校付（２等陸佐） 令和元年11月24日 令和元年11月25日 公益財団法人防衛基盤整備協会 需品類の検査等

612 坂田　公力 55歳
陸上自衛隊第４師団司令部付（２等陸
佐）

令和元年11月23日 令和元年11月26日 株式会社ファビルス 警備員

613 山﨑　和也 54歳
陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

令和元年11月23日 令和元年11月26日 臼杵運送株式会社 事務社員

614 兼好　勝 55歳
海上自衛隊第１術科学校付（２等海
佐）

令和元年11月26日 令和元年11月27日
全国共済農業協同組合連合会鹿
児島県本部

事務職員（嘱託）

615 中田　典男 56歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等海
佐）

令和元年11月29日 令和元年11月30日 株式会社オーネックス 内部統制室長付

616 関　晋作 54歳 陸上自衛隊会計監査隊付（３等陸佐） 令和元年11月29日 令和元年11月30日
ライジング厚生サービス株式会
社

寮の管理

617 前久保　一彦 56歳
海上自衛隊横須賀地方総監部付（１等
海佐）

令和元年7月15日 令和元年12月1日 日本電気株式会社 シニアエキスパート

618 遠藤　誠 55歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（２等陸
佐）

令和元年10月1日 令和元年12月1日 株式会社ヘリサービス
航空運送事業・回転翼航空機の
操縦
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619 福田　泰幸 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊付（３等
海佐）

令和元年10月4日 令和元年12月1日 防衛省職員生活協同組合 地域担当者

620 青田　友恵 54歳 自衛隊札幌病院看護部付（３等陸佐） 令和元年10月28日 令和元年12月1日
医療法人社団五風会さっぽろ香
雪病院

看護業務全般

621 宅間　秀記 56歳 海上自衛隊函館基地隊司令（海将補） 令和元年11月2日 令和元年12月1日 株式会社オーシーシー 顧問

622 関根　洋三 54歳
陸上自衛隊東北方面総監部付（３等陸
佐）

令和元年11月2日 令和元年12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

623 安宅　辰人 55歳 海上自衛隊艦艇開発隊付（２等海佐） 令和元年11月6日 令和元年12月1日 三菱電機株式会社 統合情報システム部長付

624 田中　豊 54歳
陸上自衛隊第１０２飛行隊（３等陸
佐）

令和元年11月9日 令和元年12月1日
株式会社ＪＡＬエンジニアリン
グ

整備管理

625 針尾　宏 55歳
陸上自衛隊西部方面総監部付（１等陸
佐）

令和元年11月13日 令和元年12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

626 坂　愼一 55歳
航空自衛隊中部航空警戒管制団付（１
等空佐）

令和元年11月17日 令和元年12月1日 東芝電波プロダクツ株式会社 事務技術職参事（常勤嘱託）

627 才川　勝仁 54歳 海上自衛隊舞鶴警備隊付（３等海佐） 令和元年11月17日 令和元年12月1日 関西電力株式会社 守衛（嘱託）

628 柴　隆 55歳
航空自衛隊第２術科学校付（１等空
佐）

令和元年11月25日 令和元年12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）

629 福島　章 55歳
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和元年11月25日 令和元年12月1日 株式会社全日警 人事採用業務

630 峰松　聡光 54歳
航空自衛隊第３術科学校付（３等空
佐）

令和元年11月27日 令和元年12月1日 日本飛行機株式会社 航空機整備員

631 松田　辰雄 55歳
海上自衛隊横須賀警備隊司令（海将
補）

令和元年11月30日 令和元年12月1日
日鉄環境プラントソリューショ
ンズ株式会社

担当部長

632 野中　栄喜 55歳
陸上自衛隊第４高射特科大隊付（２等
陸佐）

令和元年11月30日 令和元年12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

633 竹﨑　英治 54歳 陸上自衛隊高射学校付（３等陸佐） 令和元年11月23日 令和元年12月2日 全日警株式会社 セキュリティクルー

634 増田　良成 53歳
自衛隊青森地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年11月24日 令和元年12月2日 株式会社鶴電工業 営業所所長

635 稲川　解 55歳
陸上自衛隊関東補給処松戸支処長（陸
将補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 朝日生命保険相互会社 名古屋総括支社営業職（嘱託）

636 足立　寧達 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部（陸将
補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 株式会社川口技研 工場長

637 福田　洋司 55歳
陸上自衛隊九州補給処副処長（陸将
補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 菱重特殊車両サービス株式会社 技術サービス部部長補佐

638 高橋　武也 55歳
陸上自衛隊第１４旅団副団長兼善通寺
駐屯地司令（陸将補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 富国生命保険相互会社 業務部参与（顧問）

639 古賀　安彦 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊副隊長（陸
将補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 防衛省職員生活協同組合 参事

640 福島　博 55歳
海上自衛隊下総教育航空群司令（海将
補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 京濱港運株式会社 部長

641 荒武　克彦 55歳
統合幕僚監部総務部人事教育課制度室
長（空将補）

令和元年12月1日 令和元年12月2日 王子エンジニアリング株式会社
安全衛生管理室マネージャー
（正社員）

642 中嶋　信一郎 55歳 航空自衛隊第５航空団付（１等空佐） 令和元年12月1日 令和元年12月2日 株式会社宮崎太陽銀行 営業及び相談員（有期契約）

643 石橋　卓弘 55歳
海上自衛隊指揮通信開発隊司令（海将
補）

令和元年12月2日 令和元年12月3日
学校法人都築第一学園　横浜薬
科大学

学校事務職員

644 下川　博正 55歳
陸上自衛隊第７２戦車連隊付（１等陸
佐）

令和元年12月2日 令和元年12月3日 弘済企業株式会社 保険営業業務

645 岸谷　晴信 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和元年12月2日 令和元年12月3日 日本工機株式会社 参事

646 百瀬　勝 55歳
航空自衛隊作戦システム運用隊付（３
等空佐）

令和元年12月2日 令和元年12月3日 富士見高原リゾート株式会社 サービス業全般（契約社員）

647 古賀　信之 55歳
陸上自衛隊帯広駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年12月4日 令和元年12月5日 北海道バス株式会社 運行管理補助者

648 武田　亀代雄 55歳
陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年12月5日 令和元年12月6日
株式会社万葉まちづくりセン
ター

指定管理施設の管理運営業務等

649 高橋　義孝 55歳
陸上自衛隊札幌駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年12月6日 令和元年12月7日 富士通特機システム株式会社 保守業務
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650 都　伸一 54歳
陸上自衛隊湯布院駐屯地業務隊付（３
等陸佐）

令和元年12月7日 令和元年12月8日
全国共済農業協同組合連合会大
分県本部

自動車事故にかかる示談・折
衝・調査業務

651 溝部　吉高 54歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年12月7日 令和元年12月8日
ジェイ・アール・シー特機株式
会社

保安要員（嘱託）

653 中村　佳伸 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年12月17日 令和元年12月8日
一般社団法人日本防衛装備工業
会

技術部長

654 村上　英昭 54歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（３等陸
佐）

令和元年10月3日 令和元年12月9日 鹿島道路株式会社 安全管理業務

655 相澤　美智夫 54歳
陸上自衛隊第２２即応機動連隊付（３
等陸佐）

令和元年12月7日 令和元年12月9日 岩手県大槌町役場 危機管理官

656 小泉　正 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年12月8日 令和元年12月9日 株式会社ビケンテクノ 施設警備員

657 鎌田　和重 55歳
陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和元年12月9日 令和元年12月10日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

658 酒井　徳史 55歳 海上自衛隊航空補給処付（１等海佐） 令和元年12月9日 令和元年12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

659 中屋　大樹 54歳 海上自衛隊東京業務隊付（３等海佐） 令和元年12月9日 令和元年12月10日 公益財団法人防衛基盤整備協会 検査員

660 今岡　勝利 55歳
自衛隊新潟地方協力本部付（１等陸
佐）

令和元年12月10日 令和元年12月11日 小柳経理事務所 計理士業務の補助

661 高橋　一幸 55歳
海上自衛隊第２術科学校付（１等海
佐）

令和元年12月10日 令和元年12月11日 国際ビルサービス株式会社 設備管理員

662 奥村　光男 54歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（３
等空佐）

令和元年12月10日 令和元年12月11日 株式会社白川運輸 大型乗務員

663 淵﨑　直樹 56歳
海上自衛隊横須賀地方総監部付（１等
海佐）

令和元年12月11日 令和元年12月12日 有人宇宙システム株式会社 主幹

664 藤原　裕二 55歳 航空自衛隊第２航空団付（１等空佐） 令和元年12月11日 令和元年12月12日 吉村設備工業株式会社 設備管理員

665 八島　貴 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部人事部付
（２等陸佐）

令和元年12月13日 令和元年12月14日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

666 早川　充夫 54歳
海上自衛隊呉基地業務隊補充部付（３
等海佐）

令和元年12月13日 令和元年12月14日 三波工業株式会社 事務員

667 髭　剛彦 54歳 海上自衛隊函館基地隊付（３等海佐） 令和元年12月13日 令和元年12月14日
全国共済農業協同組合連合会北
海道本部

事務職員

668 森永　逸樹 54歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（３等海
佐）

令和元年12月13日 令和元年12月14日 羽田タートルサービス株式会社 契約社員

669 千北　一幸 54歳
航空自衛隊西部航空方面隊司令部付
（３等空佐）

令和元年12月13日 令和元年12月14日
学校法人都築学園　第一薬科大
学

事務職員

670 塩野　紀子 54歳 自衛隊福岡病院看護部付（３等陸佐） 令和元年12月14日 令和元年12月15日 一般財団法人医療情報健康財団 看護師

671 宮本　善弘 55歳 自衛隊佐賀地方協力本部長（陸将補） 令和元年12月1日 令和元年12月16日 株式会社熊本ホテルキャッスル 事務管理職

672 桐野　幸伸 55歳 陸上自衛隊高射学校（１等陸佐） 令和元年12月7日 令和元年12月16日 三菱電機株式会社 防衛企画部長付

673 高橋　勝也 55歳
航空自衛隊航空安全管理隊付（２等空
佐）

令和元年12月7日 令和元年12月16日 富士航空整備株式会社 航空機整備員

674 堀野　四男 55歳
自衛隊宮城地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年12月15日 令和元年12月16日
東京海上日動ファシリティーズ
株式会社

管理事務所長業務

675 菅　秀徳 55歳 航空自衛隊第２補給処付（２等空佐） 令和元年12月6日 令和元年12月17日 岐阜県各務原市役所 営繕士（嘱託職員）

676 佐々木　康 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部監察官付
（２等陸佐）

令和元年12月16日 令和元年12月17日 北海道ＬＮＧ株式会社 ＬＮＧ出荷・積み込み作業

677 佐藤　順也 54歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（３等海
佐）

令和元年12月16日 令和元年12月17日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

652 山口　康郎 54歳
航空自衛隊航空支援集団司令部付（３
等空佐）

令和元年12月7日 令和元年12月18日 防衛省職員生活協同組合 地域担当者

678 石田　新一 55歳
陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和元年12月17日 令和元年12月18日
ライジング厚生サービス株式会
社

寮の管理

679 住友　弘典 55歳
海上自衛隊呉造修補給所付（３等海
佐）

令和元年12月17日 令和元年12月18日 海洋電子工業株式会社 係長

680 杉原　勝浩 54歳
航空自衛隊中部航空施設隊付（３等空
佐）

令和元年12月17日 令和元年12月18日 大和電子サービス株式会社 システム技術支援員（嘱託）
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681 堀内　哲治 55歳 航空自衛隊第２航空団付（１等空佐） 令和元年12月18日 令和元年12月19日 医療法人社団翔嶺館 経営管理本部部長代理

682 田村　浩幸 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年12月19日 令和元年12月20日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任

683 折口　克彦 55歳
海上自衛隊第３術科学校付（１等海
佐）

令和元年11月29日 令和元年12月21日 株式会社エー・エム・サポート 本社課長兼役務統括者補佐

684 金子　健一 56歳
陸上自衛隊第５施設団本部付（１等陸
佐）

令和元年12月17日 令和元年12月23日 学校法人宮田学園 経営管理職

685 東　眞吾 55歳
陸上自衛隊北部方面総監部法務官付
（２等陸佐）

令和元年12月21日 令和元年12月23日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任

686 上村　吉徳 54歳
陸上自衛隊北海道補給処付（３等陸
佐）

令和元年12月22日 令和元年12月23日 株式会社クリーン開発 副産物管理業務

687 小原　隼人 55歳
陸上自衛隊北部方面後方支援隊付（１
等陸佐）

令和元年12月23日 令和元年12月24日 三井住友海上火災保険株式会社
アソシエイト社員（防災専任
職）

688 内田　秀春 54歳
陸上自衛隊東部方面航空隊（３等陸
佐）

令和元年12月23日 令和元年12月24日 アーパス技研工業株式会社 施設機器運転管理

689 佐伯　喜美登 55歳 陸上自衛隊航空学校（３等陸佐） 令和元年12月23日 令和元年12月24日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任

690 橋本　聖治 55歳
航空自衛隊航空医学実験隊付（２等空
佐）

令和元年12月24日 令和元年12月25日
学校法人都築育英学園　日本経
済大学　東京渋谷キャンパス

事務職員（嘱託）

691 浅野　昌司 55歳
海上自衛隊佐世保基地業務隊補充部付
（３等海佐）

令和元年12月24日 令和元年12月25日 株式会社エム・エル・エス 技術職

692 久東　誠 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年12月25日 令和元年12月26日 電気興業株式会社 施設管理員

693 岡本　秀文 55歳
航空自衛隊西部航空方面隊付（１等空
佐）

令和元年12月27日 令和元年12月28日
オリエンタルエアブリッジ株式
会社

航空機整備員

694 古住　光伸 54歳
海上自衛隊第１整備補給隊付（３等海
佐）

令和元年12月30日 令和元年12月31日
サンキュウビジネスサービス株
式会社

採用募集担当者

695 古屋　武士 54歳
航空自衛隊第１３飛行教育団付（３等
空佐）

令和元年12月30日 令和元年12月31日
株式会社北九州ウォーターサー
ビス

浄化センター内の点検巡視及び
水質管理等（無期契約社員）

696 益山　剛 54歳
陸上自衛隊国分駐屯地業務隊（２等陸
佐）

令和元年12月1日 令和2年1月1日 鹿児島県出水市役所 防災対策監

697 茶谷　成市 55歳
航空自衛隊幹部候補生学校付（２等空
佐）

令和元年12月4日 令和2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）

698 山本　哲也 55歳
航空自衛隊航空保安管制群付（２等空
佐）

令和元年12月6日 令和2年1月1日
西日本高速道路サービス九州株
式会社

九州支社管内の高速道路の料金
収受業務

699 梶山　浩一 55歳
陸上自衛隊東北方面総監部付（２等陸
佐）

令和元年12月8日 令和2年1月1日 宮城県利府町役場
防災計画の作成及び防災訓練の
企画・実施等

700 髙野　正己 54歳
自衛隊埼玉地方協力本部付（３等陸
佐）

令和元年12月9日 令和2年1月1日 新潟県関川村役場 防災専門員

701 松山　裕美 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和元年12月11日 令和2年1月1日
全国共済農業協同組合連合会福
岡県本部福岡県南サービスセン
ター

自動車損害調査業務（嘱託）

702 森﨑　明 55歳
航空自衛隊第１輸送航空隊付（２等空
佐）

令和元年12月14日 令和2年1月1日 一般財団法人中部電気保安協会 一般電気工作物の定期調査員

703 多月　美佐男 55歳
陸上自衛隊中部方面総監部付（２等陸
佐）

令和元年12月18日 令和2年1月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

704 玉井　栄次 55歳
自衛隊愛媛地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年12月19日 令和2年1月1日 愛媛県今治市役所
危機管理室長（課長補佐級）地
域防災マネージャー

705 壁村　正照 55歳
陸上自衛隊第１５旅団副旅団長兼那覇
駐屯地司令（陸将補）

令和元年12月20日 令和2年1月1日 株式会社エヌ・エス・アール アドバイザー

706 太田　久雄 55歳
航空自衛隊航空教育集団司令部総務部
長（空将補）

令和元年12月20日 令和2年1月1日 富士ソフト株式会社 課長

707 岩永　晴樹 54歳
航空自衛隊第５術科学校付（３等空
佐）

令和元年12月21日 令和2年1月1日 昭和飛行機工業株式会社 講師（嘱託）

708 佐保　秀和 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（１等空
佐）

令和元年12月23日 令和2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）

709 萩原　芳樹 54歳
海上自衛隊第３航空隊第３１飛行隊員
（３等海佐）

令和元年12月26日 令和2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（特定）

710 髙澤　昇 55歳
陸上自衛隊中央業務支援隊付（２等陸
佐）

令和元年12月29日 令和2年1月1日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

711 中澤　靖彦 55歳 海上自衛隊余市防備隊付（２等海佐） 令和元年12月31日 令和2年1月1日 株式会社プラス 家庭教師



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

712 大石　辰男 55歳
航空自衛隊幹部学校業務部長（１等空
佐）

令和元年12月20日 令和2年1月2日 株式会社バンテック ＳＱＣ推進部担当部長

713 蟹江　太 55歳
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和2年1月2日 令和2年1月3日
全国共済農業共同組合連合会愛
知県本部

自動車・自賠責共済金支払に関
する業務

714 佐野　浩介 55歳
航空自衛隊第４術科学校総務課（２等
空佐）

令和元年6月22日 令和2年1月4日
一般財団法人関東陸運振興セン
ター

封印作業員（嘱託社員）

715 武智　正弘 54歳 航空自衛隊航空気象群付（３等空佐） 令和元年11月19日 令和2年1月4日 学校法人挿桃学園番町幼稚園 通園バス運転手

716 関口　高史 55歳
陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和2年1月3日 令和2年1月4日
株式会社富士通システム統合研
究所

事務

717 阿部　正史 55歳
航空自衛隊航空総隊司令部付（１等空
佐）

令和2年1月3日 令和2年1月4日 弘済企業株式会社 営業第一課長

718 石丸　圭三 54歳
陸上自衛隊静内駐屯地業務隊付（３等
陸佐）

令和元年8月11日 令和2年1月6日 株式会社ムトウ
ネットワーク／インフラエンジ
ニア

719 髙山　富美子 54歳 自衛隊中央病院看護部付（３等陸佐） 令和元年10月20日 令和2年1月6日 学校法人日本教育財団首都医校 教員

720 宇野　隆晴 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和元年12月15日 令和2年1月6日
ニッポンレンタカーアーバン
ネット株式会社

一般社員

721 富田　真彦 55歳 陸上総隊司令部総務部付（２等陸佐） 令和2年1月5日 令和2年1月6日 防衛省職員生活協同組合 一般事務

722 池田　佳宏 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団付（１
等空佐）

令和2年1月8日 令和2年1月9日 川田工業株式会社 ＢＣＰ、安全及び品質管理員

723 亀岡　治子 55歳
航空自衛隊航空支援集団司令部付（１
等空佐）

令和2年1月9日 令和2年1月10日 和幸モトーレン株式会社 事務管理職

724 岡本　琢巳 56歳
航空自衛隊第２術科学校副校長（１等
空佐）

令和2年1月10日 令和2年1月11日 大京食品株式会社 物流事業部副部長

725 山口　直人 55歳 航空自衛隊航空救難団付（１等空佐） 令和2年1月10日 令和2年1月11日 株式会社フジタ
人財開発部研修担当（契約社
員）

726 坂本　豊 55歳
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和2年1月11日 令和2年1月12日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

727 藤本　貴久 55歳
陸上自衛隊第８高射特科大隊付（２等
陸佐）

令和2年1月11日 令和2年1月12日
株式会社ジョイント・システム
ズ・サービス

システム維持支援サービス担当

728 大塚　和弘 55歳
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和2年1月12日 令和2年1月13日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

729 吉崎　信也 55歳
海上自衛隊呉弾薬整備補給隊付（２等
海佐）

令和2年1月12日 令和2年1月13日 公益財団法人防衛基盤整備協会 検査員

730 野澤　隆一 56歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部幕僚
長（１等空佐）

令和2年1月13日 令和2年1月14日 菊水電子工業株式会社 特別調査役（契約社員）

731 池田　誠吾 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和元年12月17日 令和2年1月16日 株式会社セノン 本社警備業務

732 石橋　正 55歳
陸上自衛隊別府駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和2年1月18日 令和2年1月19日 弘済企業株式会社 保険営業業務

733 山口　靖広 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（２等海
佐）

令和2年1月18日 令和2年1月19日 国立大学法人長崎大学 正職員

734 中山　健太朗 55歳
海上自衛隊横須賀基地業務隊補充部付
（１等海佐）

令和2年1月19日 令和2年1月20日 函館どつく株式会社 ドックマスター（嘱託）

735 林宝　弘幸 54歳 海上自衛隊函館基地隊付（３等海佐） 令和元年11月30日 令和2年1月22日
学校法人日本航空学園　日本航
空専門学校　千歳キャンパス

寮監

736 佐藤　正哉 56歳
航空自衛隊航空教育隊副司令（空将
補）

令和2年1月24日 令和2年1月25日
株式会社ＪＲ東日本環境アクセ
ス

副所長

737 本橋　努 55歳
陸上自衛隊第７師団司令部付（２等陸
佐）

令和2年1月12日 令和2年1月26日 ホッカイドウ競馬齊藤厩舎 厩務員

738 荒木　資雄 55歳 陸上自衛隊関西補給処付（１等陸佐） 令和2年1月25日 令和2年1月26日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任

739 武田　正人 55歳
自衛隊栃木地方協力本部付（１等陸
佐）

令和2年1月26日 令和2年1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

740 飯田　康紀 55歳 陸上自衛隊情報学校付（２等陸佐） 令和2年1月29日 令和2年1月30日 一般財団法人防衛弘済会 施設管理

741 樋口　康伸 55歳
陸上自衛隊東北方面航空隊付（１等陸
佐）

令和元年11月10日 令和2年2月1日 防衛省職員生活共同組合 共済業務

742 塚本　義明 56歳 陸上自衛隊九州補給処付（１等陸佐） 令和元年12月3日 令和2年2月1日 佐賀県玄海町役場 防災専門官
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743 森田　誠二 55歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部付
（２等空佐）

令和2年1月2日 令和2年2月1日 一般財団法人関東電気保安協会 電気調査員（契約社員）

744 田畑　宏幸 55歳
陸上自衛隊第７３戦車連隊付（３等陸
佐）

令和2年1月7日 令和2年2月1日
東芝インフラシステムズ株式会
社

水道施設運転維持管理業務

745 末吉　光明 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和2年1月8日 令和2年2月1日 プライムデリカ株式会社 施設管理

746 西村　滋 56歳
陸上自衛隊中部方面総監部付（１等陸
佐）

令和2年1月19日 令和2年2月1日 日立造船株式会社 運営施設管理

747 久保　浩 55歳 海上自衛隊幹部学校付（１等海佐） 令和2年1月20日 令和2年2月1日
全国共済農業協同組合連合会神
奈川県本部

交通事故損害調査員（嘱託）

748 宮野　学 55歳
航空自衛隊第１術科学校付（１等空
佐）

令和2年1月20日 令和2年2月1日 株式会社全日警 警備員

749 樋口　聡 55歳 陸上自衛隊東北補給処付（２等陸佐） 令和2年1月24日 令和2年2月1日 イシイ株式会社 業務管理

750 福田　裕次 55歳 航空自衛隊第４航空団付（２等空佐） 令和2年1月26日 令和2年2月1日 岡山航空株式会社 事務職

751 山本　竜明 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 令和2年1月31日 令和2年2月1日 修親刊行事務局 事務

752 柘植　竜也 56歳
航空自衛隊第３術科学校第２教育部長
（１等空佐）

令和2年1月31日 令和2年2月1日
社会福祉法人恩賜財団済生会支
部東京都済生会東京都済生会中
央病院

防災担当職員（常勤嘱託）

753 増田　義紀 49歳
航空自衛隊第１輸送航空隊飛行群第１
輸送航空隊飛行群教育班長（３等空
佐）

令和2年1月31日 令和2年2月1日
オリエンタルエアブリッジ株式
会社

航空機操縦士訓練生

754 齊藤　智 50歳
航空自衛隊警戒航空隊第６０１飛行隊
飛行班長（３等空佐）

令和2年1月31日 令和2年2月1日
オリエンタルエアブリッジ株式
会社

航空機操縦士訓練生

755 堤　秀一 56歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和2年2月1日 令和2年2月2日 株式会社イープラスユー 店舗運営責任者

756 尾関　武志 55歳
陸上自衛隊関東補給処用賀支処付（２
等陸佐）

令和元年12月17日 令和2年2月3日 株式会社全日警 セキュリティクルー

757 森末　浩史 56歳
航空自衛隊航空開発実験集団司令部監
理監察官（空将補）

令和2年2月2日 令和2年2月3日 富士通株式会社 事務職員（嘱託）

758 佐藤　公彦 55歳
陸上自衛隊東部方面会計隊付（２等陸
佐）

令和2年2月3日 令和2年2月4日 株式会社アットライン 総合職

759 廣田　義郎 55歳 陸上自衛隊富士学校付（２等陸佐） 令和2年2月5日 令和2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

760 田口　俊彦 55歳
海上自衛隊第５１航空隊訓練指導隊訓
練指導班員（２等海佐）

令和2年2月5日 令和2年2月6日
ライジング厚生サービス株式会
社

施設管理者

761 鈴木　雅博 55歳 海上自衛隊東京業務隊付（２等海佐） 令和2年2月6日 令和2年2月7日
学校法人都築第一学園　横浜薬
科大学

事務職員

762 小林　三大 55歳
航空自衛隊第５術科学校付（１等空
佐）

令和2年2月7日 令和2年2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）

763 瀬倉　昭彦 55歳 航空自衛隊航空救難団付（２等空佐） 令和2年2月7日 令和2年2月8日
株式会社第四銀行新発田中央支
店

用務員（嘱託）

764 百瀬　洋之 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和2年2月8日 令和2年2月9日 日本工業検査株式会社 係長

765 石山　秀顕 55歳
陸上自衛隊神町駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和2年2月9日 令和2年2月10日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職

766 杉本　孝二 55歳
陸上自衛隊第２特科連隊付（２等陸
佐）

令和2年2月11日 令和2年2月12日 北海道月形町役場 防災業務担当

767 田村　利之 55歳
陸上自衛隊システム開発隊付（１等陸
佐）

令和2年2月12日 令和2年2月13日 株式会社ゲネシスコンマース 営業・技術

768 上原　幹大 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

令和2年2月13日 令和2年2月14日 細谷火工株式会社 経営企画業務

769 小倉　康幸 55歳 航空自衛隊第５航空団付（２等空佐） 令和2年2月14日 令和2年2月15日
学校法人都築教育学園　第一工
業大学　鹿児島キャンパス

事務職員

770 中村　稔 55歳 陸上自衛隊高射学校付（２等陸佐） 令和2年2月2日 令和2年2月16日 三菱電機株式会社 保全管理事務

771 宮﨑　信吾 55歳 航空自衛隊第２高射群付（２等空佐） 令和2年2月13日 令和2年2月16日 宮島醤油株式会社
運転手及び工場（倉庫）作業員
（契約社員）

772 渕上　秀則 55歳
陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊付（１等
陸佐）

令和2年2月15日 令和2年2月16日 弘済企業株式会社 保険営業業務

773 平松　哲 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

令和2年2月15日 令和2年2月16日 一般財団法人防衛弘済会 課長職



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

774 殿本　英聖 55歳
航空自衛隊第１３飛行教育団付（１等
空佐）

令和2年2月15日 令和2年2月16日 王子エンジニアリング株式会社 安全衛生管理職

775 水田　秋彦 55歳 航空自衛隊第２航空団付（２等空佐） 令和元年12月3日 令和2年2月17日
ＮＥＣネットワーク・センサ株
式会社

事務職員（嘱託）

776 元橋　広泰 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和2年2月15日 令和2年2月17日
ＮＥＣネットワーク・センサ株
式会社

事務職員（嘱託）

777 藤井　直人 55歳
航空自衛隊北部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和2年2月18日 令和2年2月19日
全国共済農業協同組合連合会青
森県南自動車損害調査サービス
センター

事務員（嘱託）

778 小田桐　清光 55歳
陸上自衛隊第９師団司令部付（１等陸
佐）

令和2年2月20日 令和2年2月21日
全国共済農業協同組合連合会青
森県本部

事務

779 田中　和彦 55歳
陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊付（２等
陸佐）

令和2年2月22日 令和2年2月23日
エックスレンタリース北都株式
会社

総務全般の業務

780 深谷　徳彦 56歳
陸上自衛隊補給統制本部付（１等陸
佐）

令和2年2月23日 令和2年2月24日 防衛省職員生活協同組合 参事（地区責任者）

781 米田　德久 55歳
陸上自衛隊第１空挺団特科大隊（２等
陸佐）

令和2年2月5日 令和2年2月25日 千葉県成田市役所 危機管理専門官

782 太田　潤志 55歳
航空自衛隊西部航空警戒管制団付（２
等空佐）

令和2年2月26日 令和2年2月27日 学校法人都築学園 事務職員

783 宮嶋　利幸 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（１等海
佐）

令和2年2月28日 令和2年2月29日 静岡エアコミュータ株式会社 運航管理員（契約社員）

784 唐木　誠司 55歳
海上自衛隊小月航空基地隊付（２等海
佐）

令和元年10月21日 令和2年3月1日 吉川工業株式会社 マネジャー

785 的野　勇一 55歳
海上自衛隊大村航空基地隊付（３等海
佐）

令和元年10月22日 令和2年3月1日 株式会社エスエーエス 正社員

786 田口　茂樹 55歳
航空自衛隊中部航空方面隊司令部付
（１等空佐）

令和2年1月23日 令和2年3月1日 内閣総理大臣官邸事務所 警務官

787 小谷野　元仁 55歳 陸上自衛隊航空学校付（２等陸佐） 令和2年1月27日 令和2年3月1日
株式会社ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙
カンパニー

飛行試験操縦士

788 黒木　正明 55歳
自衛隊福岡地方協力本部付（１等陸
佐）

令和2年2月4日 令和2年3月1日
全国共済農業協同組合連合会福
岡県本部

自動車損害調査職

789 山添　敏明 55歳
海上自衛隊佐世保海上訓練指導隊付
（２等海佐）

令和2年2月5日 令和2年3月1日 一般社団法人未来創造研究会 秘書

790 保田　好之 55歳
陸上自衛隊日本原駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和2年2月7日 令和2年3月1日
損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

損害調査嘱託

791 小川　誠 55歳
自衛隊鹿児島地方協力本部付（２等陸
佐）

令和2年2月18日 令和2年3月1日
西日本高速道路サービス九州株
式会社

料金所長

792 澁澤　寛 55歳
航空自衛隊第３術科学校付（２等空
佐）

令和2年2月21日 令和2年3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

793 河野　玄治 55歳 航空自衛隊航空気象群付（１等空佐） 令和2年2月22日 令和2年3月1日 日本飛行機株式会社 嘱託（常勤）

794 石井　義也 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和2年2月23日 令和2年3月1日 学校法人学習院 学校用務

795 森　周一 54歳
陸上自衛隊第１４旅団司令部付（３等
陸佐）

令和元年9月24日 令和2年3月2日 株式会社アルク 配管の仕分け　機械組立

796 博田　哲広 55歳
自衛隊鳥取地方協力本部付（１等陸
佐）

令和2年2月21日 令和2年3月2日 株式会社光和電工 電気工事士

797 𠮷井　季之 55歳
航空自衛隊第２輸送航空隊付（１等空
佐）

令和2年3月3日 令和2年3月4日
トッパン・フォームズ・オペ
レーション株式会社

サポートアドバイザー（嘱託）

798 吉村　孝紀 55歳
自衛隊中央情報保全隊副隊長（２等陸
佐）

令和2年3月3日 令和2年3月4日 テスコ株式会社 ホテル客室管理責任者

799 米内　修 55歳 陸上自衛隊通信学校付（１等陸佐） 令和2年3月6日 令和2年3月7日 社会福祉法人善光寺 分析官、アナリスト

800 津島　崇良 55歳
陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊付（２
等陸佐）

令和2年3月8日 令和2年3月9日 弘済企業株式会社 副所長

801 鈴木　正彦 55歳 陸上自衛隊小平学校付（１等陸佐） 令和2年3月10日 令和2年3月11日 学校法人啓明学園 管財（営繕・用務）

802 久本　裕文 55歳 海上自衛隊艦艇開発隊付（２等海佐） 令和2年3月11日 令和2年3月12日 株式会社日本製鋼所 営業課長

803 渡部　哲也 55歳
自衛隊新潟地方協力本部付（２等陸
佐）

令和2年3月13日 令和2年3月14日 弘済企業株式会社 保険営業業務

804 笹尾　謙一 55歳
海上自衛隊呉地方総監部付（１等海
佐）

令和2年3月14日 令和2年3月15日 三井住友海上火災保険株式会社 損害サポート専任職



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

805 永田　敏之 55歳
陸上自衛隊第７２戦車連隊付（２等陸
佐）

令和2年3月14日 令和2年3月15日 株式会社池内システムサービス 役員運転手

806 坂本　修 55歳 自衛隊福岡病院総務部付（２等陸佐） 令和2年3月14日 令和2年3月15日 協業組合朝倉浄水 総務部長

807 浦山　嘉通 55歳
自衛隊鳥取地方協力本部付（２等陸
佐）

令和元年11月21日 令和2年3月16日 医療法人育成会高島病院 施設管理

808 尾関　泰浩 55歳
陸上自衛隊補給統制本部付（２等陸
佐）

令和2年3月15日 令和2年3月16日 株式会社清建社 作業所主任

809 田中　義浩 55歳
陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊長（１
等陸佐）

令和2年3月16日 令和2年3月16日 広島県庁 危機管理課防災担当監

810 山下　雅弘 55歳 防衛研究所主任研究官（陸将補） 令和2年3月16日 令和2年3月17日 株式会社豊和 特別顧問

811 村上　輝芳 55歳 航空自衛隊第３補給処付（１等空佐） 令和2年3月16日 令和2年3月17日 弘済企業株式会社 副所長

812 岩瀬　直行 55歳
陸上自衛隊教育訓練研究本部付（１等
陸佐）

令和2年3月19日 令和2年3月20日 いちよし証券株式会社 営業

813 橋爪　猛 56歳
航空自衛隊補給本部監理監察官（空将
補）

令和2年2月26日 令和2年3月21日 株式会社理経 顧問（常勤嘱託）

814 富山　健一 55歳 陸上自衛隊通信学校付（２等陸佐） 令和2年3月20日 令和2年3月21日 学校法人都築第一学園 事務

815 佐藤　祐一 55歳
陸上自衛隊北部方面通信群付（２等陸
佐）

令和元年12月12日 令和2年3月23日 北海道信用保証協会
役員車運転及び庶務事務補助業
務

816 西川　清隆 55歳
海上自衛隊厚木航空基地隊付（２等海
佐）

令和2年3月22日 令和2年3月23日 株式会社らいふ 施設管理者

817 會田　昭彦 55歳 航空自衛隊第９航空団付（２等空佐） 令和2年3月22日 令和2年3月23日 ＭＲＯ　Ｊａｐａｎ株式会社 品質保証部スタッフ

818 冨田　浩司 56歳 陸上自衛隊輸送学校付（１等陸佐） 令和2年3月23日 令和2年3月24日 京成電設工業株式会社 副部長

819 佐藤　信義 56歳
陸上自衛隊化学学校総務部長（１等陸
佐）

令和2年3月23日 令和2年3月24日 弘済企業株式会社 保健営業業務

820 金田　政己 55歳
航空自衛隊第４補給処木更津支処付
（２等空佐）

令和2年3月23日 令和2年3月24日
株式会社ジュピターコーポレー
ション

課長（常勤嘱託）

821 橋本　哲彰 55歳
陸上自衛隊中央管制気象隊長（１等陸
佐）

令和2年3月16日 令和2年3月25日 群馬県庁 安全運航管理主監

822 笠井　英樹 55歳
航空自衛隊第３輸送航空隊付（２等空
佐）

令和2年3月24日 令和2年3月25日 三井住友海上火災保険株式会社 防災専任職（契約社員）

823 風井　利夫 55歳
陸上自衛隊第３６普通科連隊付（２等
陸佐）

令和2年3月27日 令和2年3月28日 豊和工業株式会社 各種製品の試験業務

824 林　政裕 55歳
陸上自衛隊習志野駐屯地業務隊付（１
等陸佐）

令和2年3月28日 令和2年3月29日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス主任

825 磯部　正晴 55歳
陸上自衛隊施設学校研究管理室長（１
等陸佐）

令和2年3月28日 令和2年3月29日 東京海上日動火災保険株式会社 損害サービス業務

826 伊藤　辰彦 56歳 海上自衛隊東京業務隊付（１等海佐） 令和2年3月30日 令和2年3月31日 株式会社ヨネイ 顧問

827 渡邊　聡 56歳
航空自衛隊幹部学校教育部主任教官
（１等空佐）

令和2年3月30日 令和2年3月31日 アイコム株式会社 参事

828 税田　一郎 55歳
航空自衛隊航空中央業務隊付（１等空
佐）

令和2年3月30日 令和2年3月31日 公益財団法人防衛基盤整備協会 審査員

829 菅原　勝利 55歳
陸上自衛隊東部方面会計隊付（２等陸
佐）

令和2年3月30日 令和2年3月31日
ＮＥＣファシリティーズ株式会
社

施設管理



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 株式会社アーキビジョン２１

2 陸上幕僚監部 株式会社アーキビジョン２１

3 陸上幕僚監部 アーク開発振興株式会社

4 陸上幕僚監部 株式会社アーチ電工

5 陸上幕僚監部 アーパス技研工業株式会社

6 陸上幕僚監部 株式会社アール・エス・シー

7 陸上幕僚監部 社会福祉法人藹藹会

8 統合幕僚監部 株式会社ＩＨＩ

9 陸上幕僚監部 株式会社ＩＨＩビジネスサポート

10 陸上幕僚監部 アイエイチロジスティクスサービス株式会社

11 陸上幕僚監部 アイエイチロジスティクスサービス株式会社

12 陸上幕僚監部 株式会社アイエス

13 陸上幕僚監部 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

14 陸上幕僚監部 株式会社アイコック

15 陸上幕僚監部 株式会社ＩＪＴＴ

16 陸上幕僚監部 アイシン九州株式会社

17 陸上幕僚監部 学校法人愛知学院

18 陸上幕僚監部 愛知県電気工事業工業組合

19 陸上幕僚監部 一般社団法人愛知県薬剤師会生活科学センター

20 陸上幕僚監部 会津日本無機株式会社

21 陸上幕僚監部 会津乗合自動車株式会社

22 陸上幕僚監部 株式会社アイディエス

23 陸上幕僚監部 株式会社アイディエス

24 陸上幕僚監部 株式会社アイハラ重機

25 陸上幕僚監部 医療法人社団愛和会盛岡南病院

26 陸上幕僚監部 医療法人財団青木会青木記念病院

27 陸上幕僚監部 青銀ビジネスサービス株式会社

28 陸上幕僚監部 株式会社青銀ビジネスサービス

29 陸上幕僚監部 株式会社アオバワークス

30 陸上幕僚監部 株式会社青森県特産品センター

31 陸上幕僚監部 一般財団法人青森県薬剤師会

32 陸上幕僚監部 一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター

33 陸上幕僚監部 一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター

34 陸上幕僚監部 青森沢井薬品株式会社

35 陸上幕僚監部 青森市企業局交通部

36 陸上幕僚監部 青森市企業局交通部

37 陸上幕僚監部 青森市企業局交通部

38 陸上幕僚監部 青森綜合警備保障株式会社

39 陸上幕僚監部 青森綜合警備保障株式会社

40 陸上幕僚監部 有限会社青森ヒューム

41 陸上幕僚監部 青森労災病院

42 陸上幕僚監部 株式会社青山造園

43 陸上幕僚監部 ＮＰＯ法人赤とんぼ

44 陸上幕僚監部 株式会社阿賀野市民ホール

45 陸上幕僚監部 医療法人愛生会

46 陸上幕僚監部 秋田三八五流通株式会社

47 陸上幕僚監部 株式会社秋田放送

48 陸上幕僚監部 社会福祉法人愛生福祉会

49 陸上幕僚監部 学校法人明正学園

50 陸上幕僚監部 株式会社アクアテルス

51 陸上幕僚監部 株式会社アクアテルス

52 陸上幕僚監部 アクサ生命保険株式会社

53 陸上幕僚監部 株式会社アクティオ

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。

１等陸尉、１等海尉、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
（令和元年度）



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

54 陸上幕僚監部 株式会社アクティブプランニング

55 陸上幕僚監部 アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社

56 陸上幕僚監部 朝倉浄水協業組合

57 陸上幕僚監部 旭砿末資料合資会社

58 陸上幕僚監部 旭砿末資料合資会社

59 陸上幕僚監部 旭川環境整備事業協同組合

60 陸上幕僚監部 旭川小型運輸株式会社

61 陸上幕僚監部 株式会社旭川国際ゴルフ場

62 陸上幕僚監部 一般財団法人旭川市水道協会

63 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社

64 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社

65 陸上幕僚監部 株式会社旭川振興公社

66 陸上幕僚監部 社会福祉法人旭川たいせつ福祉会特別養護老人ホームたいせつの郷

67 陸上幕僚監部 株式会社旭川物流

68 陸上幕僚監部 社会福祉法人旭川水芝会

69 陸上幕僚監部 朝日警備保障株式会社

70 陸上幕僚監部 株式会社アサヒ建材

71 陸上幕僚監部 旭砕石株式会社

72 陸上幕僚監部 旭新運輸開発株式会社

73 陸上幕僚監部 旭新運輸開発株式会社

74 陸上幕僚監部 株式会社朝日新聞社

75 陸上幕僚監部 朝日信用金庫

76 陸上幕僚監部 株式会社アサヒセキュリティ

77 陸上幕僚監部 株式会社アサヒセキュリティ

78 陸上幕僚監部 株式会社アサヒビルサービス

79 陸上幕僚監部 旭星クリーン株式会社

80 陸上幕僚監部 旭星クリーン株式会社

81 陸上幕僚監部 旭星クリーン株式会社

82 陸上幕僚監部 朝日溶器工業株式会社

83 陸上幕僚監部 株式会社アシスト

84 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

85 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

86 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

87 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

88 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

89 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

90 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

91 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

92 陸上幕僚監部 株式会社アスビック

93 陸上幕僚監部 医療法人厚愛会高知城東病院

94 陸上幕僚監部 吾妻森林組合

95 陸上幕僚監部 あつまバス株式会社

96 陸上幕僚監部 あつまバス株式会社

97 陸上幕僚監部 阿部商事株式会社

98 陸上幕僚監部 阿部春建設株式会社

99 陸上幕僚監部 新川幼稚園

100 陸上幕僚監部 新谷建設株式会社

101 陸上幕僚監部 株式会社有川組

102 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社

103 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ山陰株式会社

104 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ静岡株式会社

105 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス株式会社

106 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ双栄株式会社

107 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス株式会社

108 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社

109 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社

110 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

111 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

112 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

113 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

114 陸上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

115 陸上幕僚監部 株式会社アローエム

116 陸上幕僚監部 株式会社阿波銀行

117 陸上幕僚監部 阿波銀ビジネスサービス株式会社

118 陸上幕僚監部 株式会社安藤商店

119 陸上幕僚監部 一般財団法人杏仁会くまもと青明病院

120 陸上幕僚監部 株式会社アンフィニ広島

121 陸上幕僚監部 ＥＬＣジャパン株式会社

122 陸上幕僚監部 株式会社ＥＪサービス

123 陸上幕僚監部 飯盛運輸株式会社

124 陸上幕僚監部 イオンディライトセキュリティ株式会社

125 陸上幕僚監部 イオンデイライトセキュリティ株式会社

126 陸上幕僚監部 社会福祉法人育成福祉会ワークプラザ南風

127 陸上幕僚監部 社会福祉法人育成福祉会ワークプラザ南風

128 陸上幕僚監部 株式会社生駒組

129 陸上幕僚監部 石垣メンテナンス株式会社

130 陸上幕僚監部 石垣メンテナンス株式会社

131 陸上幕僚監部 石狩東地区乳牛検定組合

132 陸上幕僚監部 有限会社イシダハーベスト

133 陸上幕僚監部 石橋建設工業株式会社

134 陸上幕僚監部 石原通信システム株式会社

135 陸上幕僚監部 学校法人井島学園

136 陸上幕僚監部 医療法人医乗会本郷整形外科皮膚科

137 陸上幕僚監部 いすゞ自動車株式会社

138 陸上幕僚監部 いすゞ自動車株式会社

139 陸上幕僚監部 いすゞ自動車九州株式会社

140 陸上幕僚監部 株式会社イズミテクノ

141 陸上幕僚監部 出雲大社

142 陸上幕僚監部 磯田元気水産株式会社ニュー富良野ホテル

143 陸上幕僚監部 社会福祉法人一葉会

144 陸上幕僚監部 株式会社一心興業

145 陸上幕僚監部 株式会社伊藤組

146 陸上幕僚監部 株式会社伊藤組

147 陸上幕僚監部 株式会社伊藤組

148 陸上幕僚監部 イト電商事株式会社

149 陸上幕僚監部 稲尾リース株式会社

150 陸上幕僚監部 稲尾リース株式会社

151 陸上幕僚監部 株式会社井上材木店

152 陸上幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

153 陸上幕僚監部 茨城県道路公社

154 陸上幕僚監部 茨城西南医療センター病院

155 陸上幕僚監部 茨城乳業株式会社

156 陸上幕僚監部 井原林産株式会社

157 陸上幕僚監部 有限会社今井屋商事運送

158 陸上幕僚監部 有限会社今日和

159 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

160 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

161 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

162 陸上幕僚監部 株式会社伊予銀行

163 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

164 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

165 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

166 陸上幕僚監部 いよぎんビジネスサービス株式会社

167 陸上幕僚監部 一般財団法人医療情報健康財団

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

168 陸上幕僚監部 株式会社岩井プラントサービス

169 陸上幕僚監部 株式会社岩井プラントサービス

170 陸上幕僚監部 磐城実業株式会社

171 陸上幕僚監部 いわぎんビジネスサービス株式会社

172 陸上幕僚監部 いわぎんビジネスサービス株式会社

173 陸上幕僚監部 株式会社イワクラ

174 陸上幕僚監部 株式会社岩手エッグデリカ

175 陸上幕僚監部 株式会社岩手エッグデリカ

176 陸上幕僚監部 一般財団法人岩手県競馬振興公社

177 陸上幕僚監部 一般財団法人岩手県競馬振興公社

178 陸上幕僚監部 岩手県矢巾町役場

179 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

180 陸上幕僚監部 岩手三八五流通株式会社

181 陸上幕僚監部 有限会社岩守産業

182 陸上幕僚監部 株式会社インターセンス

183 陸上幕僚監部 株式会社インターワークス

184 陸上幕僚監部 ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ株式会社

185 陸上幕僚監部 ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ株式会社

186 陸上幕僚監部 株式会社ウィンズ

187 陸上幕僚監部 株式会社ウエスト

188 陸上幕僚監部 株式会社ウエスト神姫

189 陸上幕僚監部 株式会社ウエストフードプランニング

190 陸上幕僚監部 上田自動車工業株式会社

191 陸上幕僚監部 株式会社上田商会

192 陸上幕僚監部 株式会社上田商会

193 陸上幕僚監部 ウェルシアオアシス株式会社

194 陸上幕僚監部 ウェルシアオアシス株式会社

195 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージェンシー

196 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージェンシー

197 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージェンシー

198 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージェンシー

199 陸上幕僚監部 株式会社ウォーターエージャンシー

200 陸上幕僚監部 株式会社浮羽商会

201 陸上幕僚監部 株式会社浮羽商会

202 陸上幕僚監部 臼杵運送株式会社

203 陸上幕僚監部 エアロファシリティー株式会社

204 陸上幕僚監部 社会福祉法人永寿会特別養護老人ホーム富士山荘

205 陸上幕僚監部 株式会社エイジングウェルアユーラステーション松山

206 陸上幕僚監部 栄進工業株式会社

207 陸上幕僚監部 株式会社Ｈ・Ｉ

208 陸上幕僚監部 株式会社Ｈ・Ｉ

209 陸上幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

210 陸上幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

211 陸上幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

212 陸上幕僚監部 株式会社ＨＡＬサーブ

213 陸上幕僚監部 株式会社ＨＡＬサーブ

214 陸上幕僚監部 株式会社エイチシーエム

215 陸上幕僚監部 株式会社エイチシーエム

216 陸上幕僚監部 株式会社エイチシーエム

217 陸上幕僚監部 社会福祉法人永楽会

218 陸上幕僚監部 株式会社栄楽館ホテル華の湯

219 陸上幕僚監部 株式会社エー・ワン

220 陸上幕僚監部 株式会社エーアンドエヌコーポレーション

221 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

222 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

223 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

224 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

225 陸上幕僚監部 ＡＮＡ新千歳空港株式会社

226 陸上幕僚監部 株式会社Ａコープ東北

227 陸上幕僚監部 株式会社エース

228 陸上幕僚監部 株式会社エーティー東北

229 陸上幕僚監部 ＡＢＣロジテム株式会社

230 陸上幕僚監部 株式会社エコテック

231 陸上幕僚監部 株式会社ｅｃｏａハウス

232 陸上幕僚監部 株式会社エコビジョンブレインズ

233 陸上幕僚監部 株式会社エコビジョンブレインズ

234 陸上幕僚監部 株式会社エコフィールド

235 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫサービスセンター

236 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫライン

237 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫライン南九州

238 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫライン南九州

239 陸上幕僚監部 株式会社ＳＫレント

240 陸上幕僚監部 エスジースタッフ株式会社

241 陸上幕僚監部 エスジースタッフ株式会社

242 陸上幕僚監部 株式会社エスダッシュ

243 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

244 陸上幕僚監部 株式会社エスワイプロモーション

245 陸上幕僚監部 江丹別産業開発株式会社

246 陸上幕僚監部 有限会社越後開発

247 陸上幕僚監部 恵藤建設株式会社

248 陸上幕僚監部 株式会社Ｎ・ＳＡＳ

249 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

250 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

251 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

252 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

253 陸上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

254 陸上幕僚監部 ＮＡＡセーフティサポート株式会社

255 陸上幕僚監部 株式会社ＮＰＫ小林生駒高原葡萄酒工房

256 陸上幕僚監部 ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社

257 陸上幕僚監部 株式会社エネサンス北海道物流

258 陸上幕僚監部 株式会社エネサンス北海道物流

259 陸上幕僚監部 学校法人江端学園寺方幼稚園

260 陸上幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

261 陸上幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

262 陸上幕僚監部 えびの市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

263 陸上幕僚監部 株式会社ＦＣＣテクノ

264 陸上幕僚監部 株式会社エフ設計コンサルタント

265 陸上幕僚監部 株式会社エフロジ

266 陸上幕僚監部 株式会社エフロジ

267 陸上幕僚監部 株式会社エム・ウッド

268 陸上幕僚監部 エム・エス・ケー農業機械株式会社

269 陸上幕僚監部 株式会社エム・シー・シー

270 陸上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

271 陸上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

272 陸上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

273 陸上幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

274 陸上幕僚監部 エム・ユー・ビジネスサービス株式会社

275 陸上幕僚監部 エム・ユー・ビジネスサービス株式会社

276 陸上幕僚監部 有限会社ＭＥＣＳ

277 陸上幕僚監部 株式会社ＭＳＣ東北

278 陸上幕僚監部 エムケイ観光バス株式会社

279 陸上幕僚監部 Ｍトラスト株式会社

280 陸上幕僚監部 遠軽舗道株式会社

281 陸上幕僚監部 株式会社園建

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

282 陸上幕僚監部 有限会社エンジニアサービス

283 陸上幕僚監部 社会福祉法人エンゼル会

284 陸上幕僚監部 株式会社エンドウ

285 陸上幕僚監部 株式会社エンドウ

286 陸上幕僚監部 株式会社オアシスＭＳＣ

287 陸上幕僚監部 扇精光ソリューションズ株式会社

288 陸上幕僚監部 近江タクシー株式会社

289 陸上幕僚監部 近江鉄道株式会社

290 陸上幕僚監部 株式会社大石田町地域振興公社

291 陸上幕僚監部 社会福祉法人大泉会

292 陸上幕僚監部 一般社団法人大分県医師会

293 陸上幕僚監部 社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県溪泉寮

294 陸上幕僚監部 公益財団法人
大分県地域成人病検診協会

295 陸上幕僚監部 公益社団法人大分県薬剤師会

296 陸上幕僚監部 大分ビルサービス株式会社

297 陸上幕僚監部 株式会社大分放送

298 陸上幕僚監部 株式会社大分放送

299 陸上幕僚監部 株式会社オーイング

300 陸上幕僚監部 株式会社オーエンス

301 陸上幕僚監部 大ヶ池診療所

302 陸上幕僚監部 株式会社大潟村カントリーエレベーター公社

303 陸上幕僚監部 大北土建工業株式会社

304 陸上幕僚監部 大北土建工業株式会社

305 陸上幕僚監部 株式会社大隅タクシー

306 陸上幕僚監部 大瀬戸町漁業協同組合

307 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

308 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

309 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

310 陸上幕僚監部 株式会社オートシステム

311 陸上幕僚監部 大西商事株式会社

312 陸上幕僚監部 大博多カントリー倶楽部

313 陸上幕僚監部 株式会社大平電機

314 陸上幕僚監部 株式会社大村湾カントリー倶楽部

315 陸上幕僚監部 株式会社公清企業

316 陸上幕僚監部 株式会社公清企業

317 陸上幕僚監部 株式会社大雪環境

318 陸上幕僚監部 オールセーフ株式会社

319 陸上幕僚監部 株式会社男鹿興業

320 陸上幕僚監部 医療法人岡崎産婦人科

321 陸上幕僚監部 株式会社お菓子の香梅

322 陸上幕僚監部 株式会社男鹿テクノ

323 陸上幕僚監部 株式会社男鹿テクノ

324 陸上幕僚監部 岡本興業株式会社

325 陸上幕僚監部 沖縄観光商事株式会社

326 陸上幕僚監部 沖縄綜合警備保障株式会社

327 陸上幕僚監部 沖縄綜合警備保障株式会社

328 陸上幕僚監部 一般財団法人沖縄電気保安協会

329 陸上幕僚監部 一般財団法人沖縄電気保安協会

330 陸上幕僚監部 沖縄バス株式会社

331 陸上幕僚監部 沖縄バス株式会社

332 陸上幕僚監部 奥道後壱湯の守

333 陸上幕僚監部 株式会社長田運輸産業

334 陸上幕僚監部 男山株式会社

335 陸上幕僚監部 株式会社小野良組

336 陸上幕僚監部 おびしんビジネスサービス株式会社

337 陸上幕僚監部 株式会社帯広白樺カントリークラブ

338 陸上幕僚監部 社会福祉法人帯広太陽福祉会光り園

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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339 陸上幕僚監部 帯広通商株式会社

340 陸上幕僚監部 有限会社帯広ビジネスサービス

341 陸上幕僚監部 有限会社帯広ビジネスサービス

342 陸上幕僚監部 帯広ビル管理株式会社

343 陸上幕僚監部 株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ

344 陸上幕僚監部 株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ

345 陸上幕僚監部 株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ

346 陸上幕僚監部 株式会社カーサービス山形

347 陸上幕僚監部 有限会社ガードシステム

348 陸上幕僚監部 学校法人海星学院高等学校

349 陸上幕僚監部 花王株式会社

350 陸上幕僚監部 鹿央運輸有限会社

351 陸上幕僚監部 香川県坂出市役所

352 陸上幕僚監部 香川県善通寺市役所

353 陸上幕僚監部 学校法人学習院

354 陸上幕僚監部 公益財団法人角田市地域振興公社

355 陸上幕僚監部 株式会社学侑社

356 陸上幕僚監部 鹿児島海陸運送株式会社

357 陸上幕僚監部 学校法人鹿児島学園

358 陸上幕僚監部 鹿児島警備保障株式会社

359 陸上幕僚監部 鹿児島綜合警備保障株式会社

360 陸上幕僚監部 鹿児島トヨタ自動車株式会社

361 陸上幕僚監部 鹿児島荷役海陸運輸株式会社

362 陸上幕僚監部 医療法人かぜ植木いまふじクリニック

363 陸上幕僚監部 医療法人かぜ植木いまふじクリニック

364 陸上幕僚監部 月山観光タクシー株式会社

365 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

366 陸上幕僚監部 学校法人加寿美学園

367 陸上幕僚監部 神奈川県座間市役所

368 陸上幕僚監部 カネコ種苗株式会社

369 陸上幕僚監部 カネコ種苗株式会社

370 陸上幕僚監部 カネコ種苗株式会社

371 陸上幕僚監部 有限会社狩野商事運輸

372 陸上幕僚監部 兼房株式会社

373 陸上幕僚監部 株式会社ホンダカーズ中央佐賀

374 陸上幕僚監部 株式会社北開水工コンサルタント

375 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

376 陸上幕僚監部 鎌田建設株式会社

377 陸上幕僚監部 鎌田段ボール工業株式会社

378 陸上幕僚監部 株式会社釜屋

379 陸上幕僚監部 株式会社釜屋

380 陸上幕僚監部 株式会社上組

381 陸上幕僚監部 株式会社上富良野振興公社

382 陸上幕僚監部 カヤクジャパン株式会社

383 陸上幕僚監部 加山興業株式会社

384 陸上幕僚監部 有限会社嘉山牧場

385 陸上幕僚監部 カルビー株式会社

386 陸上幕僚監部 学校法人川崎学園

387 陸上幕僚監部 株式会社かわぞえ

388 陸上幕僚監部 川内運送有限会社

389 陸上幕僚監部 有限会社川原観光

390 陸上幕僚監部 関西電力株式会社

391 陸上幕僚監部 関西電力株式会社

392 陸上幕僚監部 関西電力株式会社

393 陸上幕僚監部 関鉄パープルバス株式会社

394 陸上幕僚監部 関東自動車株式会社

395 陸上幕僚監部 関東センコー運輸株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

396 陸上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

397 陸上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

398 陸上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

399 陸上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

400 陸上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

401 陸上幕僚監部 株式会社関東物流サービス

402 陸上幕僚監部 一般財団法人関東陸運振興センター

403 陸上幕僚監部 一般財団法人関東陸運復興センター

404 陸上幕僚監部 株式会社関東陸送

405 陸上幕僚監部 株式会社ＫＡＮＴＯモータースクール川崎校

406 陸上幕僚監部 社会福祉法人函南町社会福祉協議会

407 陸上幕僚監部 株式会社管野組

408 陸上幕僚監部 株式会社管野組

409 陸上幕僚監部 株式会社管野組

410 陸上幕僚監部 菅野産業株式会社

411 陸上幕僚監部 機会開発北旺株式会社

412 陸上幕僚監部 企業警備保障株式会社

413 陸上幕僚監部 菊池商事株式会社

414 陸上幕僚監部 社会福祉法人菊光会松戸ミドリ保育園

415 陸上幕僚監部 株式会社技建

416 陸上幕僚監部 株式会社技建

417 陸上幕僚監部 北いぶき農業協同組合

418 陸上幕僚監部 北旺運輸株式会社

419 陸上幕僚監部 北ガスジェネックス株式会社

420 陸上幕僚監部 北ガスジェネックス株式会社

421 陸上幕僚監部 社会福祉法人北川村社会福祉協議会

422 陸上幕僚監部 株式会社北関東警送サービス

423 陸上幕僚監部 北関東綜合警備保障株式会社

424 陸上幕僚監部 北関東綜合警備保障株式会社

425 陸上幕僚監部 北関東綜合警備保障株式会社

426 陸上幕僚監部 北関東綜合警備保障株式会社

427 陸上幕僚監部 医療法人社団北樹会病院

428 陸上幕僚監部 北九州高速鉄道株式会社

429 陸上幕僚監部 北九州高速鉄道株式会社

430 陸上幕僚監部 医療法人北九州病院本部

431 陸上幕僚監部 北新マテリアル株式会社

432 陸上幕僚監部 有限会社北創運輸

433 陸上幕僚監部 北都ビル株式会社

434 陸上幕僚監部 北日本観光自動車株式会社

435 陸上幕僚監部 株式会社北日本銀行

436 陸上幕僚監部 株式会社北日本銀行

437 陸上幕僚監部 株式会社北開水工コンサルタント

438 陸上幕僚監部 社会福祉法人北ひろしま福祉会

439 陸上幕僚監部 喜多村石油株式会社

440 陸上幕僚監部 北陽王子紙業株式会社

441 陸上幕僚監部 北陽興業株式会社

442 陸上幕僚監部 株式会社城戸機会サービス

443 陸上幕僚監部 学校法人岐阜済美学院

444 陸上幕僚監部 学校法人希望が丘学園

445 陸上幕僚監部 学校法人希望学園北嶺中学校・高等学校

446 陸上幕僚監部 株式会社木村食品工業

447 陸上幕僚監部 株式会社木村食品工業

448 陸上幕僚監部 社会福祉法人金嶺会京都にじこども園

449 陸上幕僚監部 社会福祉法人キャンバスの会

450 陸上幕僚監部 休暇村岩手網張温泉

451 陸上幕僚監部 九州アサノ生コンクリート工業株式会社

452 陸上幕僚監部 株式会社九州開発エンジニアリング

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

453 陸上幕僚監部 九州産交ツーリズム株式会社

454 陸上幕僚監部 九州産交ツーリズム株式会社

455 陸上幕僚監部 九州産交ツーリズム株式会社

456 陸上幕僚監部 九州酸素株式会社

457 陸上幕僚監部 九州石油ガス株式会社

458 陸上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

459 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

460 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

461 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

462 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

463 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

464 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

465 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

466 陸上幕僚監部 九州電力株式会社

467 陸上幕僚監部 九州メンテナンス株式会社

468 陸上幕僚監部 九州木材工業株式会社

469 陸上幕僚監部 株式会社久大エンタープライズ

470 陸上幕僚監部 株式会社九電工

471 陸上幕僚監部 学校法人共愛学園

472 陸上幕僚監部 共栄セキュリティーサービス株式会社

473 陸上幕僚監部 協栄テックス株式会社

474 陸上幕僚監部 株式会社共栄ビル・パートナーズ

475 陸上幕僚監部 協業組合公清企業

476 陸上幕僚監部 協業組合御殿場・小山ガスサービスセンター

477 陸上幕僚監部 社会福祉法人共生会きさらぎ富士

478 陸上幕僚監部 株式会社京瀧

479 陸上幕僚監部 株式会社行田商店

480 陸上幕僚監部 共通商事株式会社

481 陸上幕僚監部 共同組合都城地区ＬＰガス保安センター

482 陸上幕僚監部 株式会社京都銀行

483 陸上幕僚監部 株式会社京都銀行

484 陸上幕僚監部 共立商事株式会社

485 陸上幕僚監部 協和総合管理株式会社

486 陸上幕僚監部 株式会社協和輸送

487 陸上幕僚監部 株式会社旭信ビジネスサービス

488 陸上幕僚監部 株式会社旭信ビジネスサービス

489 陸上幕僚監部 極東運輸機工株式会社

490 陸上幕僚監部 有限会社キョクトー

491 陸上幕僚監部 霧島木質燃料株式会社

492 陸上幕僚監部 近畿シコー株式会社

493 陸上幕僚監部 近畿シコー株式会社

494 陸上幕僚監部 銀座駐車場株式会社

495 陸上幕僚監部 株式会社九重緑化産業

496 陸上幕僚監部 釧路トヨタ自動車株式会社

497 陸上幕僚監部 玖珠観光バス株式会社

498 陸上幕僚監部 株式会社工藤パン

499 陸上幕僚監部 学校法人久保学園都城高等学校

500 陸上幕僚監部 有限会社窪山運送店

501 陸上幕僚監部 株式会社くまさんメディクス

502 陸上幕僚監部 株式会社くまさんメディクス

503 陸上幕僚監部 株式会社くまさんメディクス

504 陸上幕僚監部 株式会社くまさんメディクス

505 陸上幕僚監部 株式会社くまさんメディクス

506 陸上幕僚監部 株式会社くまさんメディクス

507 陸上幕僚監部 熊本カーハイテクセンター協同組合

508 陸上幕僚監部 学校法人熊本学園

509 陸上幕僚監部 熊本空港警備株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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510 陸上幕僚監部 熊本空港警備株式会社

511 陸上幕僚監部 熊本空港警備株式会社

512 陸上幕僚監部 熊本空港警備株式会社

513 陸上幕僚監部 熊本県果実農業協同組合連合会

514 陸上幕僚監部 公益財団法人熊本県総合保険センター

515 陸上幕僚監部 熊本県南小国町役場

516 陸上幕僚監部 一般社団法人倫理研究所熊本県倫理法人会

517 陸上幕僚監部 熊本交通運輸株式会社

518 陸上幕僚監部 熊本交通運輸株式会社

519 陸上幕僚監部 国立大学法人熊本大学

520 陸上幕僚監部 株式会社熊本マタニティサービス

521 陸上幕僚監部 社会福祉法人グリーン

522 陸上幕僚監部 株式会社クリーン開発

523 陸上幕僚監部 株式会社クリーン開発

524 陸上幕僚監部 株式会社クリーンシステム

525 陸上幕僚監部 クリーンシステム株式会社

526 陸上幕僚監部 株式会社グリーンテック

527 陸上幕僚監部 クリーンビル開発株式会社

528 陸上幕僚監部 グリーンペア九州株式会社

529 陸上幕僚監部 クリタ・ビルテック株式会社

530 陸上幕僚監部 クリタ・ビルテック株式会社

531 陸上幕僚監部 栗林不動産株式会社

532 陸上幕僚監部 栗原紙材株式会社

533 陸上幕僚監部 栗原紙材株式会社

534 陸上幕僚監部 栗原紙材株式会社

535 陸上幕僚監部 久留米自動車工科大学校

536 陸上幕僚監部 久留米自動車工科大学校

537 陸上幕僚監部 有限会社クレインサービス

538 陸上幕僚監部 株式会社クレシア紙工京都

539 陸上幕僚監部 くれしんビジネスサービス株式会社

540 陸上幕僚監部 くれしんビジネスサービス株式会社

541 陸上幕僚監部 グローブシップ総合管理株式会社

542 陸上幕僚監部 株式会社クロサワエンジニアリング

543 陸上幕僚監部 医療法人群栄会田中病院

544 陸上幕僚監部 医療法人群仁会保坂内科クリニック

545 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

546 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

547 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

548 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

549 陸上幕僚監部 株式会社群馬銀行

550 陸上幕僚監部 群馬県中之条町役場

551 陸上幕僚監部 群馬日産ディーゼル＆ロジスティクス株式会社

552 陸上幕僚監部 社会福祉法人ケアネット

553 陸上幕僚監部 京急サービス株式会社

554 陸上幕僚監部 京急サービス株式会社

555 陸上幕僚監部 株式会社京急ビルテック

556 陸上幕僚監部 医療法人啓信会

557 陸上幕僚監部 医療法人圭仁会佐藤病院

558 陸上幕僚監部 社会福祉法人敬仁会鶴ヶ丘苑

559 陸上幕僚監部 社会福祉法人敬生会

560 陸上幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会

561 陸上幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会

562 陸上幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会

563 陸上幕僚監部 公益社団法人競馬保安協会美浦保安隊

564 陸上幕僚監部 医療法人啓友会きどクリニック

565 陸上幕僚監部 医療法人社団慶友会吉田病院

566 陸上幕僚監部 社会医療法人恵和会

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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567 陸上幕僚監部 Ｋ・Ｇコンテナライン株式会社

568 陸上幕僚監部 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ

569 陸上幕僚監部 ＫＭバイオロジクス株式会社

570 陸上幕僚監部 株式会社ケーネス

571 陸上幕僚監部 株式会社ケーヒン

572 陸上幕僚監部 株式会社ケーヒン

573 陸上幕僚監部 株式会社ケーヒン

574 陸上幕僚監部 株式会社ケーヒン

575 陸上幕僚監部 株式会社ケーヒン

576 陸上幕僚監部 ゲンキー株式会社

577 陸上幕僚監部 株式会社げんきくらぶ

578 陸上幕僚監部 建設サービス株式会社

579 陸上幕僚監部 建設サービス株式会社

580 陸上幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

581 陸上幕僚監部 原動エンジニアリング株式会社

582 陸上幕僚監部 小泉アフリカライオンサファリ株式会社

583 陸上幕僚監部 医療法人小泉病院

584 陸上幕僚監部 医療法人小泉病院

585 陸上幕僚監部 有限会社広域運輸

586 陸上幕僚監部 興栄商事株式会社

587 陸上幕僚監部 興栄商事株式会社

588 陸上幕僚監部 株式会社晃栄テック

589 陸上幕僚監部 公益社団法人しまね自然と環境財団

590 陸上幕僚監部 虹技サービス株式会社

591 陸上幕僚監部 株式会社高銀ビジネス

592 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

593 陸上幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

594 陸上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

595 陸上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

596 陸上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

597 陸上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

598 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

599 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

600 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

601 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

602 陸上幕僚監部 合資会社海地獄

603 陸上幕僚監部 弘進商事株式会社

604 陸上幕僚監部 高知県公立大学法人

605 陸上幕僚監部 株式会社興電舎

606 陸上幕僚監部 鴻池運輸株式会社

607 陸上幕僚監部 株式会社神戸製鋼所

608 陸上幕僚監部 学校法人向陽学園

609 陸上幕僚監部 交洋不動産株式会社

610 陸上幕僚監部 株式会社光和

611 陸上幕僚監部 肥銀ビジネスサポート株式会社

612 陸上幕僚監部 株式会社郡山医療器製作所

613 陸上幕僚監部 有限会社ゴールデンモーター

614 陸上幕僚監部 学校法人国学院大学

615 陸上幕僚監部 国学院大学久我山中学高等学校

616 陸上幕僚監部 国際警備保障株式会社

617 陸上幕僚監部 株式会社国際パトロール

618 陸上幕僚監部 株式会社国際パトロール

619 陸上幕僚監部 國際物流株式会社

620 陸上幕僚監部 株式会社国土信和

621 陸上幕僚監部 国立駿河療養所

622 陸上幕僚監部 株式会社国料建設

623 陸上幕僚監部 有限会社コスモファーム

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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624 陸上幕僚監部 有限会社コスモファーム

625 陸上幕僚監部 株式会社コスモホーム

626 陸上幕僚監部 株式会社コダマ

627 陸上幕僚監部 琴参バス株式会社

628 陸上幕僚監部 五東石油株式会社

629 陸上幕僚監部 医療法人社団五風会さっぽろ香雪病院

630 陸上幕僚監部 コベルコ教習所株式会社

631 陸上幕僚監部 学校法人駒込学園

632 陸上幕僚監部 社会福祉法人コロロ学舎

633 陸上幕僚監部 埼玉センコーロジサービス株式会社

634 陸上幕僚監部 社会福祉法人埼玉福祉事業協会

635 陸上幕僚監部 社会福祉法人埼玉福祉事業協会

636 陸上幕僚監部 株式会社埼玉りそな銀行

637 陸上幕僚監部 西部ガス・カスタマーズサービス株式会社

638 陸上幕僚監部 西部ガス設備工業株式会社

639 陸上幕僚監部 西部ガス設備工業株式会社

640 陸上幕僚監部 西部ガス設備工業株式会社

641 陸上幕僚監部 西部ガス設備工業株式会社

642 陸上幕僚監部 株式会社サエグサ

643 陸上幕僚監部 さがえ西村山農業協同組合

644 陸上幕僚監部 さがえ西村山農業協同組合

645 陸上幕僚監部 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会

646 陸上幕僚監部 佐賀県みやき町役場

647 陸上幕僚監部 株式会社坂田紙工

648 陸上幕僚監部 社会福祉法人佐賀中部会障害者支援施設はがくれ学園

649 陸上幕僚監部 有限会社魚返産業運輸

650 陸上幕僚監部 佐川急便株式会社

651 陸上幕僚監部 株式会社佐川建設

652 陸上幕僚監部 佐々木工業株式会社

653 陸上幕僚監部 株式会社札都

654 陸上幕僚監部 株式会社札幌エネルギー供給公社

655 陸上幕僚監部 札幌観光バス株式会社

656 陸上幕僚監部 札幌観光バス株式会社

657 陸上幕僚監部 株式会社札幌カントリー倶楽部

658 陸上幕僚監部 札幌軽量急送株式会社

659 陸上幕僚監部 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団

660 陸上幕僚監部 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団

661 陸上幕僚監部 一般社団法人札幌ゴルフ倶楽部

662 陸上幕僚監部 学校法人札幌塩原学園栄光幼稚園

663 陸上幕僚監部 札幌市管工事業協同組合

664 陸上幕僚監部 公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会

665 陸上幕僚監部 札幌第一観光バス株式会社

666 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

667 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

668 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

669 陸上幕僚監部 札幌パブリック警備保障株式会社

670 陸上幕僚監部 札幌ユニオン新管財株式会社

671 陸上幕僚監部 サッポロライス株式会社

672 陸上幕僚監部 サッポロライス株式会社

673 陸上幕僚監部 サッポロライス株式会社

674 陸上幕僚監部 サトー建材株式会社

675 陸上幕僚監部 医療法人社団慧明会貞松病院

676 陸上幕僚監部 株式会社サフラン

677 陸上幕僚監部 佐呂間トラック株式会社

678 陸上幕僚監部 株式会社三泉

679 陸上幕僚監部 山陰アシックス工業株式会社

680 陸上幕僚監部 有限会社三栄商会

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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681 陸上幕僚監部 株式会社サンオーネスト

682 陸上幕僚監部 株式会社サンキュウ・トランスポート

683 陸上幕僚監部 三銀ビジネス・サービス株式会社

684 陸上幕僚監部 三銀ビジネス・サービス株式会社

685 陸上幕僚監部 株式会社サングリン太陽園

686 陸上幕僚監部 サンクレール株式会社

687 陸上幕僚監部 三光産業株式会社

688 陸上幕僚監部 三光設備株式会社

689 陸上幕僚監部 社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム菊香園

690 陸上幕僚監部 株式会社三商

691 陸上幕僚監部 さんしんビジネス株式会社

692 陸上幕僚監部 さんしんビジネス株式会社

693 陸上幕僚監部 株式会社サンテック

694 陸上幕僚監部 株式会社サンテック

695 陸上幕僚監部 三福株式会社

696 陸上幕僚監部 株式会社三洋コンサルタント

697 陸上幕僚監部 株式会社サンライズ

698 陸上幕僚監部 サンライズ産業株式会社

699 陸上幕僚監部 株式会社サンライズ美保関

700 陸上幕僚監部 株式会社サンラインズ

701 陸上幕僚監部 三陸運輸株式会社

702 陸上幕僚監部 株式会社サンレー

703 陸上幕僚監部 三和コンクリート工業株式会社

704 陸上幕僚監部 株式会社Ｃ＆Ｒ

705 陸上幕僚監部 株式会社Ｃ＆Ｒ

706 陸上幕僚監部 シーエムシー株式会社

707 陸上幕僚監部 一般社団法人シーソック

708 陸上幕僚監部 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流

709 陸上幕僚監部 株式会社ＪＲ西日本交通サービス

710 陸上幕僚監部 ジェイアールバス関東株式会社

711 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

712 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

713 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

714 陸上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

715 陸上幕僚監部 一般財団法人自衛隊援護協会

716 陸上幕僚監部 ジェーライン九州株式会社

717 陸上幕僚監部 しがぎんキャッシュサービス株式会社

718 陸上幕僚監部 学校法人志學館学園

719 陸上幕僚監部 医療法人重仁会大谷地病院

720 陸上幕僚監部 学校法人慈光学園

721 陸上幕僚監部 静岡県御殿場市役所

722 陸上幕僚監部 静岡県三島市役所

723 陸上幕僚監部 学校法人静岡理工科大学

724 陸上幕僚監部 学校法人自治医科大学

725 陸上幕僚監部 有限会社自動車事故防止協会

726 陸上幕僚監部 児童養護施設北光学園

727 陸上幕僚監部 医療法人志人会西脇病院

728 陸上幕僚監部 社会福祉法人じねん

729 陸上幕僚監部 株式会社四宮造園

730 陸上幕僚監部 株式会社地盤開発

731 陸上幕僚監部 株式会社シブヤトランスポートサービス

732 陸上幕僚監部 島根県厚生農業協同組合連合会

733 陸上幕僚監部 しまね信用金庫

734 陸上幕僚監部 清水運輸作業株式会社

735 陸上幕僚監部 清水運輸作業株式会社

736 陸上幕僚監部 株式会社シミズ興産

737 陸上幕僚監部 社会医療法人社団三草会介護老人保健施設りらく

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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738 陸上幕僚監部 社会福祉会陽光会

739 陸上幕僚監部 社会福祉チャレンジドらいふ

740 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

741 陸上幕僚監部 株式会社ジャパンエース・スイミングスクール

742 陸上幕僚監部 ジャパンプロテクション株式会社

743 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

744 陸上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

745 陸上幕僚監部 宗教法人大宮八幡宮

746 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

747 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

748 陸上幕僚監部 宗教法人明治神宮

749 陸上幕僚監部 宗教法人靖国神社

750 陸上幕僚監部 医療法人十全会おおりん病院

751 陸上幕僚監部 社会福祉法人十善会病院

752 陸上幕僚監部 株式会社十和観光

753 陸上幕僚監部 社会福祉法人寿泉会

754 陸上幕僚監部 社会福祉法人寿泉会

755 陸上幕僚監部 株式会社ジョイント・システムズ・サービス

756 陸上幕僚監部 上越運送株式会社

757 陸上幕僚監部 上越ケーブルビジョン株式会社

758 陸上幕僚監部 障害者支援施設あさひの里

759 陸上幕僚監部 障がい者支援施設松舘療護園

760 陸上幕僚監部 松月産業株式会社

761 陸上幕僚監部 株式会社商工組合中央金庫

762 陸上幕僚監部 株式会社商工組合中央金庫

763 陸上幕僚監部 学校法人尚志学園

764 陸上幕僚監部 宗教法人浄土真宗本願寺派

765 陸上幕僚監部 株式会社城野印刷所

766 陸上幕僚監部 株式会社常磐植物化学研究所

767 陸上幕僚監部 株式会社常磐植物化学研究所

768 陸上幕僚監部 株式会社常磐植物化学研究所

769 陸上幕僚監部 株式会社常磐植物化学研究所

770 陸上幕僚監部 学校法人尚学学園

771 陸上幕僚監部 医療法人将優会クリニックうしたに

772 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行

773 陸上幕僚監部 株式会社常陽銀行業務センター

774 陸上幕僚監部 上陽レミコン運輸株式会社

775 陸上幕僚監部 有限会社昭和運輸

776 陸上幕僚監部 株式会社昭和貨物

777 陸上幕僚監部 昭和金属工業株式会社

778 陸上幕僚監部 昭和金属工業株式会社

779 陸上幕僚監部 昭和金属工業株式会社

780 陸上幕僚監部 昭和電装株式会社

781 陸上幕僚監部 昭和メンテナンス工業株式会社

782 陸上幕僚監部 昭和メンテナンス工業株式会社

783 陸上幕僚監部 白老町立国民健康保険病院

784 陸上幕僚監部 白鳥建設工業株式会社

785 陸上幕僚監部 白鳥建設工業株式会社

786 陸上幕僚監部 株式会社白松がモナカ本舗

787 陸上幕僚監部 学校法人白ゆり学園いずみ幼稚園

788 陸上幕僚監部 学校法人白百合学園仙台白百合学園

789 陸上幕僚監部 学校法人城北学園

790 陸上幕僚監部 株式会社白生舎

791 陸上幕僚監部 株式会社代田テクノル

792 陸上幕僚監部 医療法人真愛会髙宮病院

793 陸上幕僚監部 新安全警備保障株式会社

794 陸上幕僚監部 新安全警備保障株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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795 陸上幕僚監部 新糸満造船株式会社

796 陸上幕僚監部 新栄商事株式会社

797 陸上幕僚監部 有限会社新開興産

798 陸上幕僚監部 有限会社新開興産

799 陸上幕僚監部 有限会社新開興産

800 陸上幕僚監部 新幹線メンテナンス東海株式会社

801 陸上幕僚監部 神姫バス株式会社

802 陸上幕僚監部 信金中央金庫

803 陸上幕僚監部 信金中金ビジネス株式会社

804 陸上幕僚監部 神宮司庁

805 陸上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

806 陸上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

807 陸上幕僚監部 神鋼関門総合サービス株式会社

808 陸上幕僚監部 株式会社新興電気

809 陸上幕僚監部 神鋼不動産ビルマネジメントサービス株式会社

810 陸上幕僚監部 神鋼真岡総合サービス株式会社

811 陸上幕僚監部 神鋼真岡総合サービス株式会社

812 陸上幕僚監部 神鋼真岡総合サービス株式会社

813 陸上幕僚監部 新生化学工業株式会社

814 陸上幕僚監部 社会福祉法人新成会

815 陸上幕僚監部 社会福祉法人新成会

816 陸上幕僚監部 新日本熱学株式会社

817 陸上幕僚監部 医療法人社団腎友会岩見沢クリニック

818 陸上幕僚監部 社会福祉法人心和会障害者支援施設金浜療護園

819 陸上幕僚監部 社会福祉法人心和会障害者支援施設金浜療護園

820 陸上幕僚監部 水ｉｎｇＡＭ株式会社

821 陸上幕僚監部 水機テクノス株式会社

822 陸上幕僚監部 スイスポートジャパン株式会社

823 陸上幕僚監部 有限会社すかい

824 陸上幕僚監部 学校法人須賀学園

825 陸上幕僚監部 株式会社ズコーシャ

826 陸上幕僚監部 鈴木興産株式会社

827 陸上幕僚監部 株式会社鈴木総業

828 陸上幕僚監部 社会福祉法人裾野市手をつなぐ会

829 陸上幕僚監部 株式会社ステリサイクル北海道

830 陸上幕僚監部 株式会社スパル建設

831 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

832 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

833 陸上幕僚監部 スバルリビングサービス株式会社

834 陸上幕僚監部 株式会社スペースパーツ山形

835 陸上幕僚監部 墨田幼稚園

836 陸上幕僚監部 住友生命保険相互会社

837 陸上幕僚監部 株式会社スヤマコーポレーション

838 陸上幕僚監部 株式会社スリーエス

839 陸上幕僚監部 学校法人青雲学園

840 陸上幕僚監部 株式会社清月記

841 陸上幕僚監部 株式会社清月記

842 陸上幕僚監部 学校法人聖公会北海道学園帯広聖公会幼稚園

843 陸上幕僚監部 学校法人精常学園生成幼稚園

844 陸上幕僚監部 社会福祉法人誠信会

845 陸上幕僚監部 学校法人星美学園

846 陸上幕僚監部 医療法人清風会

847 陸上幕僚監部 社会医療法人清風会

848 陸上幕僚監部 学校法人清風学園べにばなこども園

849 陸上幕僚監部 西部浄管設備有限会社

850 陸上幕僚監部 社会医療法人青嵐会

851 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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852 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

853 陸上幕僚監部 株式会社セーフティ

854 陸上幕僚監部 セキウン株式会社

855 陸上幕僚監部 関木材工業株式会社

856 陸上幕僚監部 石油防災株式会社

857 陸上幕僚監部 世古美装店

858 陸上幕僚監部 セコムジャスティック株式会社

859 陸上幕僚監部 セコムジャスティック上信越株式会社

860 陸上幕僚監部 セコムジャスティック上信越株式会社

861 陸上幕僚監部 セコムスタティック西日本株式会社

862 陸上幕僚監部 セコムトセック株式会社

863 陸上幕僚監部 セコムトセック株式会社

864 陸上幕僚監部 株式会社セット

865 陸上幕僚監部 瀬戸大橋総合開発株式会社

866 陸上幕僚監部 瀬戸信用金庫

867 陸上幕僚監部 有限会社瀬野川メディコ

868 陸上幕僚監部 株式会社セノン

869 陸上幕僚監部 株式会社セノン

870 陸上幕僚監部 株式会社セノン

871 陸上幕僚監部 株式会社セノン

872 陸上幕僚監部 セフト株式会社

873 陸上幕僚監部 セフト株式会社

874 陸上幕僚監部 株式会社セラ・ハウジング

875 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

876 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

877 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

878 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

879 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部

880 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会青森県本部

881 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会茨城県支部

882 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部

883 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会熊本県支部

884 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会熊本県支部

885 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会熊本県本部

886 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会自動車総合グループ

887 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会栃木県本部

888 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会鳥取県本部

889 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会福岡県本部

890 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会北海道本部

891 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会北海道本部

892 陸上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会山口県本部

893 陸上幕僚監部 全国農業協同組合連合会青森県本部

894 陸上幕僚監部 センコン物流株式会社

895 陸上幕僚監部 仙台運送株式会社

896 陸上幕僚監部 仙台運送株式会社

897 陸上幕僚監部 仙台往診クリニック

898 陸上幕僚監部 仙台北日本ビル監理株式会社

899 陸上幕僚監部 仙台国際空港株式会社

900 陸上幕僚監部 株式会社仙台銘板

901 陸上幕僚監部 株式会社仙台リサイクルセンター

902 陸上幕僚監部 株式会社仙台リサイクルセンター

903 陸上幕僚監部 学校法人専徳寺学園弘前大谷幼稚園

904 陸上幕僚監部 セントラルグリーン株式会社

905 陸上幕僚監部 セントラル警備保障株式会社

906 陸上幕僚監部 セントラル警備保障株式会社

907 陸上幕僚監部 セントラル警備保障株式会社

908 陸上幕僚監部 セントラル警備保障株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

909 陸上幕僚監部 株式会社セントラルフード

910 陸上幕僚監部 株式会社全日警

911 陸上幕僚監部 株式会社全日警

912 陸上幕僚監部 株式会社全日警

913 陸上幕僚監部 株式会社全日警

914 陸上幕僚監部 株式会社全日警

915 陸上幕僚監部 株式会社全日警

916 陸上幕僚監部 株式会社全日警

917 陸上幕僚監部 株式会社全日警

918 陸上幕僚監部 株式会社全日警

919 陸上幕僚監部 株式会社全日警

920 陸上幕僚監部 株式会社全日警

921 陸上幕僚監部 株式会社全日警

922 陸上幕僚監部 株式会社全日警

923 陸上幕僚監部 学校法人善衛学園ひろせ幼稚園

924 陸上幕僚監部 株式会社綜合管財鹿児島

925 陸上幕僚監部 総合園材株式会社

926 陸上幕僚監部 株式会社綜合タップ

927 陸上幕僚監部 総合メディカル株式会社

928 陸上幕僚監部 曹友刊行事務局

929 陸上幕僚監部 空知パブリックメンテナス株式会社

930 陸上幕僚監部 有限会社ソルチ

931 陸上幕僚監部 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

932 陸上幕僚監部 第一建設株式会社

933 陸上幕僚監部 第一砕石株式会社

934 陸上幕僚監部 第一生命保険株式会社

935 陸上幕僚監部 第一相互警備保障株式会社

936 陸上幕僚監部 第一ビル管理株式会社

937 陸上幕僚監部 タイキ種苗株式会社

938 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

939 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

940 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

941 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

942 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

943 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

944 陸上幕僚監部 大銀ビジネスサービス株式会社

945 陸上幕僚監部 一般財団法人タイケン総合学園

946 陸上幕僚監部 大興運輸株式会社

947 陸上幕僚監部 株式会社大光産業

948 陸上幕僚監部 株式会社ダイサン食材

949 陸上幕僚監部 株式会社タイショーテクノス

950 陸上幕僚監部 株式会社ダイシン

951 陸上幕僚監部 大進運輸株式会社

952 陸上幕僚監部 株式会社タイセークリーン

953 陸上幕僚監部 株式会社ダイセーセントレック

954 陸上幕僚監部 ダイセー倉庫運輸株式会社

955 陸上幕僚監部 大電商事株式会社

956 陸上幕僚監部 大東商事株式会社

957 陸上幕僚監部 大道綜合警備株式会社

958 陸上幕僚監部 医療法人社団大徳会大阿蘇病院

959 陸上幕僚監部 大富工業株式会社

960 陸上幕僚監部 大虎運輸東京株式会社

961 陸上幕僚監部 株式会社大日

962 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

963 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

964 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

965 陸上幕僚監部 株式会社大福物流

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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966 陸上幕僚監部 株式会社大福物流

967 陸上幕僚監部 株式会社大福物流

968 陸上幕僚監部 有限会社太平

969 陸上幕僚監部 太平興業株式会社

970 陸上幕僚監部 太平興業株式会社

971 陸上幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

972 陸上幕僚監部 太平洋興業株式会社

973 陸上幕僚監部 太平洋興産株式会社

974 陸上幕僚監部 大丸北海道陸送株式会社

975 陸上幕僚監部 株式会社大京アステージ

976 陸上幕僚監部 タイムズモビリティネットワークス株式会社

977 陸上幕僚監部 株式会社ダイユーエイト

978 陸上幕僚監部 タイヨウ株式会社

979 陸上幕僚監部 株式会社太陽警備保障

980 陸上幕僚監部 大洋ビル管理株式会社

981 陸上幕僚監部 大洋ビル管理株式会社

982 陸上幕僚監部 ダイワ整備機工株式会社

983 陸上幕僚監部 大和ハウス工業株式会社

984 陸上幕僚監部 大和物流株式会社

985 陸上幕僚監部 髙森商事株式会社

986 陸上幕僚監部 学校法人高岡第一学園

987 陸上幕僚監部 株式会社タカスズ

988 陸上幕僚監部 学校法人高千穂学園

989 陸上幕僚監部 高塚運送株式会社

990 陸上幕僚監部 高橋建設株式会社

991 陸上幕僚監部 株式会社髙見商店

992 陸上幕僚監部 株式会社高柳組

993 陸上幕僚監部 高山運輸倉庫株式会社

994 陸上幕僚監部 タカラスタンダード株式会社

995 陸上幕僚監部 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団

996 陸上幕僚監部 拓友工業株式会社

997 陸上幕僚監部 株式会社タクマテクノス

998 陸上幕僚監部 武州交通興業株式会社

999 陸上幕僚監部 竹本油脂株式会社

1000 陸上幕僚監部 株式会社タケヤ交通

1001 陸上幕僚監部 社会福祉法人忠悠福祉会

1002 陸上幕僚監部 株式会社タチノ

1003 陸上幕僚監部 株式会社立石コンクリート

1004 陸上幕僚監部 田中ガラス株式会社

1005 陸上幕僚監部 株式会社田中種苗

1006 陸上幕僚監部 谷岡緑化株式会社

1007 陸上幕僚監部 多摩川精機株式会社

1008 陸上幕僚監部 玉田産業株式会社

1009 陸上幕僚監部 社会福祉法人民生会

1010 陸上幕僚監部 立山青野建設株式会社

1011 陸上幕僚監部 但銀ビジネスサービス株式会社

1012 陸上幕僚監部 但銀ビジネスサービス株式会社

1013 陸上幕僚監部 株式会社ダンケジャパン

1014 陸上幕僚監部 株式会社丹治運輸

1015 陸上幕僚監部 丹波開発株式会社

1016 陸上幕僚監部 丹波開発株式会社

1017 陸上幕僚監部 社会福祉法人地域で一緒に暮らそう会

1018 陸上幕僚監部 筑後信用金庫

1019 陸上幕僚監部 千種興産株式会社

1020 陸上幕僚監部 千種興産株式会社

1021 陸上幕僚監部 株式会社筑紫ビル管理

1022 陸上幕僚監部 知多信用金庫

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1023 陸上幕僚監部 株式会社置環

1024 陸上幕僚監部 学校法人千歳学園

1025 陸上幕僚監部 千歳空港モーターサービス株式会社

1026 陸上幕僚監部 千歳総合メンテサービス有限会社

1027 陸上幕僚監部 千歳相互観光バス株式会社

1028 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1029 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1030 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1031 陸上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

1032 陸上幕僚監部 株式会社千葉銀行

1033 陸上幕僚監部 学校法人千葉敬愛学園

1034 陸上幕僚監部 一般財団法人千葉県自動車練習所

1035 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

1036 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

1037 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

1038 陸上幕僚監部 千葉白井病院

1039 陸上幕僚監部 ｃｈｉｈａｒｕ

1040 陸上幕僚監部 社会福祉法人チャレンジドらいふ

1041 陸上幕僚監部 株式会社中央綜合警備保障

1042 陸上幕僚監部 中央倉庫ワークス株式会社

1043 陸上幕僚監部 株式会社中国銀行

1044 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1045 陸上幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

1046 陸上幕僚監部 中日運送株式会社

1047 陸上幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1048 陸上幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1049 陸上幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1050 陸上幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

1051 陸上幕僚監部 中和エフ・エル株式会社（中和石油グループ）

1052 陸上幕僚監部 株式会社通宝

1053 陸上幕僚監部 株式会社ツカサ

1054 陸上幕僚監部 株式会社津軽衛生公社

1055 陸上幕僚監部 株式会社津軽衛生公社

1056 陸上幕僚監部 医療法人筑水会病院

1057 陸上幕僚監部 辻野建設工業株式会社

1058 陸上幕僚監部 ツチダ産業株式会社

1059 陸上幕僚監部 学校法人都築育英学園

1060 陸上幕僚監部 学校法人都築科学学園

1061 陸上幕僚監部 学校法人都築学園本部

1062 陸上幕僚監部 学校法人都築教育学園

1063 陸上幕僚監部 学校法人都築教育学園

1064 陸上幕僚監部 学校法人都築教育学園

1065 陸上幕僚監部 学校法人都築教育学園

1066 陸上幕僚監部 学校法人都築第一学園

1067 陸上幕僚監部 株式会社壷屋総本店

1068 陸上幕僚監部 株式会社壷屋総本店

1069 陸上幕僚監部 株式会社壷屋総本店

1070 陸上幕僚監部 一般財団法人津山市都市整備公社

1071 陸上幕僚監部 都留信用組合

1072 陸上幕僚監部 鶴大運輸有限会社

1073 陸上幕僚監部 鶴雅観光開発株式会社

1074 陸上幕僚監部 株式会社ティ・イー・エス

1075 陸上幕僚監部 株式会社ティ・イー・エス

1076 陸上幕僚監部 株式会社ティ・イー・エス

1077 陸上幕僚監部 ＤＩＣ北日本ポリマ株式会社

1078 陸上幕僚監部 株式会社ディーエス開発

1079 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1080 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

1081 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

1082 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

1083 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

1084 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

1085 陸上幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

1086 陸上幕僚監部 ＤＣＭホーマック株式会社

1087 陸上幕僚監部 ＤＣＭホーマック株式会社

1088 陸上幕僚監部 株式会社ＴＪＫリゾート

1089 陸上幕僚監部 ティーファースパートナーズ株式会社

1090 陸上幕僚監部 株式会社帝国電機製作所

1091 陸上幕僚監部 デイサービスセンター箕望荘

1092 陸上幕僚監部 デイリー郡上開発株式会社

1093 陸上幕僚監部 株式会社データ・キーピング・サービス

1094 陸上幕僚監部 株式会社データ・キーピング・サービス

1095 陸上幕僚監部 株式会社データベース

1096 陸上幕僚監部 株式会社出口組

1097 陸上幕僚監部 株式会社テクノスジャパン

1098 陸上幕僚監部 株式会社テクノスジャパン

1099 陸上幕僚監部 株式会社テクノス北海道

1100 陸上幕僚監部 株式会社テクノス北海道

1101 陸上幕僚監部 株式会社テクノス北海道

1102 陸上幕僚監部 テスコ株式会社

1103 陸上幕僚監部 医療法人寺尾会寺尾病院

1104 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1105 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1106 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1107 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1108 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1109 陸上幕僚監部 株式会社道央環境センター

1110 陸上幕僚監部 道央交通株式会社

1111 陸上幕僚監部 道央交通株式会社

1112 陸上幕僚監部 株式会社道央通商旭川

1113 陸上幕僚監部 株式会社道央通商旭川

1114 陸上幕僚監部 道央農業協同組合

1115 陸上幕僚監部 公益財団法人道央農業振興公社

1116 陸上幕僚監部 株式会社東海ビルメンテナンス

1117 陸上幕僚監部 株式会社東海レジャー

1118 陸上幕僚監部 有限会社東海レジャー

1119 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1120 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1121 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1122 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1123 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1124 陸上幕僚監部 東京海上日動火災保険株式会社

1125 陸上幕僚監部 東京高速陸運株式会社

1126 陸上幕僚監部 東京石灰工業株式会社

1127 陸上幕僚監部 東京石灰工業株式会社

1128 陸上幕僚監部 東京ニュークリア・サービス株式会社

1129 陸上幕僚監部 学校法人東京農業大学

1130 陸上幕僚監部 学校法人東京農業大学第二高等学校

1131 陸上幕僚監部 東京美装興業株式会社

1132 陸上幕僚監部 東京美装北海道株式会社

1133 陸上幕僚監部 東京美装北海道株式会社

1134 陸上幕僚監部 東京ビルディング株式会社

1135 陸上幕僚監部 東芝インフラシステムズ株式会社

1136 陸上幕僚監部 東芝インフラシステムズ株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1137 陸上幕僚監部 道東機械リース株式会社

1138 陸上幕僚監部 株式会社道南エース

1139 陸上幕僚監部 株式会社道南エース

1140 陸上幕僚監部 株式会社道南エース

1141 陸上幕僚監部 株式会社道南エース

1142 陸上幕僚監部 株式会社東日

1143 陸上幕僚監部 東部液化石油株式会社

1144 陸上幕僚監部 東邦ガス株式会社

1145 陸上幕僚監部 東邦ガス株式会社

1146 陸上幕僚監部 東北医科薬科大学病院

1147 陸上幕僚監部 東北観葉株式会社

1148 陸上幕僚監部 東北公営企業株式会社

1149 陸上幕僚監部 東北興産株式会社

1150 陸上幕僚監部 東北三和綱器株式会社

1151 陸上幕僚監部 東北三和綱器株式会社

1152 陸上幕僚監部 株式会社東北造園

1153 陸上幕僚監部 東北鉄道運輸株式会社

1154 陸上幕僚監部 道北バス株式会社

1155 陸上幕僚監部 東北発電工業株式会社

1156 陸上幕僚監部 東北発電工業株式会社

1157 陸上幕僚監部 東北フードサービス株式会社

1158 陸上幕僚監部 東北フードサービス株式会社

1159 陸上幕僚監部 東北リース株式会社

1160 陸上幕僚監部 学校法人東陽学園

1161 陸上幕僚監部 東洋システム株式会社

1162 陸上幕僚監部 東洋ワークセキュリティ株式会社

1163 陸上幕僚監部 東洋ワークセキュリティ株式会社

1164 陸上幕僚監部 株式会社東和銀行

1165 陸上幕僚監部 東和電商株式会社

1166 陸上幕僚監部 株式会社トークス

1167 陸上幕僚監部 株式会社トークス

1168 陸上幕僚監部 株式会社トークス

1169 陸上幕僚監部 株式会社トータテホールディングス

1170 陸上幕僚監部 株式会社遠野レミコン

1171 陸上幕僚監部 株式会社トーホーセキュリティサービス

1172 陸上幕僚監部 株式会社トーヤハウス

1173 陸上幕僚監部 通研電気工業株式会社

1174 陸上幕僚監部 十勝清水町農業協同組合

1175 陸上幕僚監部 十勝清水町農業協同組合

1176 陸上幕僚監部 十勝清水町農業協同組合

1177 陸上幕僚監部 十勝清水バイオマスエネルギー株式会社

1178 陸上幕僚監部 十勝包装資材株式会社

1179 陸上幕僚監部 都北産業株式会社

1180 陸上幕僚監部 常盤海運株式会社

1181 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人ＮＰＯ天童高原

1182 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人銀河

1183 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人銀河

1184 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人小山緑志会

1185 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人すまいる

1186 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人福祉旭川共有会

1187 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人黎明グループホーム夢路

1188 陸上幕僚監部 特定非営利法人夢の里

1189 陸上幕僚監部 特別養護老人ホーム愛日荘

1190 陸上幕僚監部 特別養護老人ホーム大寿荘

1191 陸上幕僚監部 特別養護老人ホームパルシア

1192 陸上幕僚監部 特別養護老人ホーム百石荘

1193 陸上幕僚監部 特別養護老人ホーム百石荘

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1194 陸上幕僚監部 学校法人戸田第一学園戸田第一幼稚園

1195 陸上幕僚監部 公益財団法人とちぎ建設技術センター

1196 陸上幕僚監部 株式会社トッキュウ

1197 陸上幕僚監部 株式会社トッキュウ

1198 陸上幕僚監部 株式会社トッキュウ

1199 陸上幕僚監部 凸版警備保障株式会社

1200 陸上幕僚監部 株式会社苫小牧エネルギー公社

1201 陸上幕僚監部 苫小牧ガス株式会社

1202 陸上幕僚監部 株式会社苫小牧清掃社

1203 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1204 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1205 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1206 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1207 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1208 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1209 陸上幕僚監部 苫小牧埠頭株式会社

1210 陸上幕僚監部 社会福祉法人富合福祉会ワークセンター心陽

1211 陸上幕僚監部 富山住友電工株式会社

1212 陸上幕僚監部 豊栄コンクリート株式会社

1213 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1214 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1215 陸上幕僚監部 豊産管理株式会社

1216 陸上幕僚監部 豊信総合サービス株式会社

1217 陸上幕僚監部 トヨタＬ＆Ｆ西四国株式会社

1218 陸上幕僚監部 株式会社トヨタエンタプライズ

1219 陸上幕僚監部 学校法人豊田学園淡水幼稚園

1220 陸上幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

1221 陸上幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

1222 陸上幕僚監部 トヨタ部品四国共販株式会社

1223 陸上幕僚監部 トヨタ部品四国共販株式会社

1224 陸上幕僚監部 トヨタ部品福岡共販株式会社

1225 陸上幕僚監部 トヨタ部品福岡共販株式会社

1226 陸上幕僚監部 トヨタ部品福岡共販株式会社

1227 陸上幕僚監部 トヨタ輸送株式会社

1228 陸上幕僚監部 トヨタ輸送株式会社

1229 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース西四国

1230 陸上幕僚監部 株式会社トヨタレンタリース山形

1231 陸上幕僚監部 株式会社トラフィックレンタリース

1232 陸上幕僚監部 トランスパック株式会社

1233 陸上幕僚監部 内外電気株式会社

1234 陸上幕僚監部 内閣府迎賓館

1235 陸上幕僚監部 永井工業株式会社

1236 陸上幕僚監部 学校法人中九州学園

1237 陸上幕僚監部 長崎運輸サービス株式会社

1238 陸上幕僚監部 長崎県対馬市役所

1239 陸上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

1240 陸上幕僚監部 学校法人長崎日本大学学園

1241 陸上幕僚監部 中里幼稚園

1242 陸上幕僚監部 株式会社ナカジマ薬局

1243 陸上幕僚監部 中信総合サービス株式会社

1244 陸上幕僚監部 中舘建設株式会社

1245 陸上幕僚監部 株式会社ナカチュー

1246 陸上幕僚監部 中津川包装工業株式会社

1247 陸上幕僚監部 長沼町立介護療養型老人保健施設いこい

1248 陸上幕僚監部 株式会社永野商店

1249 陸上幕僚監部 株式会社中村電気

1250 陸上幕僚監部 株式会社中山運輸

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1251 陸上幕僚監部 学校法人名古屋石田学園星城高等学校

1252 陸上幕僚監部 名士バス株式会社

1253 陸上幕僚監部 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

1254 陸上幕僚監部 奈良信用金庫

1255 陸上幕僚監部 株式会社南光物流サポート

1256 陸上幕僚監部 株式会社南光物流サポート

1257 陸上幕僚監部 南都ビジネスサービス株式会社

1258 陸上幕僚監部 南都ビジネスサービス株式会社

1259 陸上幕僚監部 南都ビジネスサービス株式会社

1260 陸上幕僚監部 西臼杵建設事業協同組合

1261 陸上幕僚監部 西尾レントオール株式会社

1262 陸上幕僚監部 西尾レントオール株式会社

1263 陸上幕僚監部 西尾レントオール株式会社

1264 陸上幕僚監部 西尾レントオール株式会社

1265 陸上幕僚監部 ニシオレントール北海道株式会社

1266 陸上幕僚監部 株式会社にしけい

1267 陸上幕僚監部 株式会社にしけい

1268 陸上幕僚監部 株式会社にしけい

1269 陸上幕僚監部 西鉄エアサービス株式会社

1270 陸上幕僚監部 西鉄バス二日市株式会社

1271 陸上幕僚監部 株式会社西日本クリーン

1272 陸上幕僚監部 株式会社西日本クリーン

1273 陸上幕僚監部 西日本高速道路株式会社

1274 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス関西株式会社

1275 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1276 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1277 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1278 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

1279 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス四国株式会社

1280 陸上幕僚監部 西日本高速道路サービス四国株式会社

1281 陸上幕僚監部 西日本ジェイアールバス株式会社

1282 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1283 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1284 陸上幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

1285 陸上幕僚監部 西元眼科医院

1286 陸上幕僚監部 日栄興業株式会社

1287 陸上幕僚監部 ニチゾウ北海道サービス株式会社

1288 陸上幕僚監部 株式会社ニチノーサービス

1289 陸上幕僚監部 株式会社ニチノーサービス

1290 陸上幕僚監部 ニチバンメディカル株式会社

1291 陸上幕僚監部 ニチバンメディカル株式会社

1292 陸上幕僚監部 株式会社日米クック

1293 陸上幕僚監部 日北交通株式会社

1294 陸上幕僚監部 日北自動車工業株式会社

1295 陸上幕僚監部 ニチレキ株式会社

1296 陸上幕僚監部 ニチロ畜産株式会社

1297 陸上幕僚監部 ニッカウヰスキー株式会社

1298 陸上幕僚監部 日興運輸株式会社

1299 陸上幕僚監部 日興運輸株式会社

1300 陸上幕僚監部 日興運輸株式会社

1301 陸上幕僚監部 株式会社日章

1302 陸上幕僚監部 日清医療食品株式会社

1303 陸上幕僚監部 日通帯広運輸株式会社

1304 陸上幕僚監部 日通長崎運輸株式会社

1305 陸上幕僚監部 日通長崎運輸株式会社

1306 陸上幕僚監部 日通山形運輸株式会社

1307 陸上幕僚監部 日鉄住金大径鋼管株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1308 陸上幕僚監部 日東運輸株式会社

1309 陸上幕僚監部 日東運輸株式会社

1310 陸上幕僚監部 日東運輸株式会社

1311 陸上幕僚監部 日邦工業株式会社

1312 陸上幕僚監部 株式会社ＮＩＰＰＯ

1313 陸上幕僚監部 日本精工株式会社

1314 陸上幕僚監部 株式会社ニデック

1315 陸上幕僚監部 日本アルコール物流株式会社

1316 陸上幕僚監部 日本医科大学武蔵小杉病院

1317 陸上幕僚監部 日本ウェックス株式会社

1318 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人日本園芸療法士協会

1319 陸上幕僚監部 日本管財株式会社

1320 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1321 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1322 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1323 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1324 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1325 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1326 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1327 陸上幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

1328 陸上幕僚監部 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター

1329 陸上幕僚監部 日本原燃株式会社

1330 陸上幕僚監部 日本原燃株式会社

1331 陸上幕僚監部 日本原燃株式会社

1332 陸上幕僚監部 日本原燃株式会社

1333 陸上幕僚監部 日本工営株式会社

1334 陸上幕僚監部 日本コンクリート株式会社

1335 陸上幕僚監部 学校法人日本コンピュータ学園東日本航空専門学校

1336 陸上幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

1337 陸上幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

1338 陸上幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

1339 陸上幕僚監部 株式会社日本システム

1340 陸上幕僚監部 一般財団法人日本森林林業振興会

1341 陸上幕僚監部 株式会社日本製鋼所広島製作所

1342 陸上幕僚監部 日本赤十字社石川県赤十字血液センター

1343 陸上幕僚監部 日本赤十字社九州ブロック血液センター

1344 陸上幕僚監部 日本赤十字社京都府赤十字血液センター

1345 陸上幕僚監部 日本赤十字社京都府赤十字血液センター

1346 陸上幕僚監部 日本赤十字社熊本健康管理センター

1347 陸上幕僚監部 日本赤十字社熊本健康管理センター

1348 陸上幕僚監部 日本赤十字社熊本県赤十字血液センター

1349 陸上幕僚監部 日本赤十字社諏訪赤十字病院

1350 陸上幕僚監部 日本赤十字社諏訪赤十字病院

1351 陸上幕僚監部 日本赤十字社兵庫県赤十字血液センター

1352 陸上幕僚監部 日本赤十字社兵庫県赤十字血液センター

1353 陸上幕僚監部 日本赤十字社北海道赤十字血液センター

1354 陸上幕僚監部 日本赤十字社山口県赤十字血液センター

1355 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1356 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1357 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1358 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1359 陸上幕僚監部 日本通運株式会社

1360 陸上幕僚監部 日本通信紙株式会社　柏ＩＰセンター

1361 陸上幕僚監部 日本道路興運株式会社

1362 陸上幕僚監部 日本道路興運株式会社

1363 陸上幕僚監部 日本ハムファクトリー株式会社

1364 陸上幕僚監部 株式会社日本ベネックス

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1365 陸上幕僚監部 一般財団法人日本防衛衛生学会

1366 陸上幕僚監部 日本メガケア株式会社

1367 陸上幕僚監部 日本郵便株式会社

1368 陸上幕僚監部 日本郵便輸送株式会社

1369 陸上幕僚監部 日本郵便輸送株式会社

1370 陸上幕僚監部 日本郵便輸送株式会社

1371 陸上幕僚監部 日本郵便輸送株式会社

1372 陸上幕僚監部 株式会社ニヤクコーポレーション

1373 陸上幕僚監部 株式会社入来運送

1374 陸上幕僚監部 株式会社入来運送

1375 陸上幕僚監部 学校法人認定こども園おおわに文化幼稚園

1376 陸上幕僚監部 ぬましんビジネス株式会社

1377 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート北海道

1378 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート北海道

1379 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

1380 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

1381 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

1382 陸上幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

1383 陸上幕僚監部 株式会社ネット

1384 陸上幕僚監部 社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター

1385 陸上幕僚監部 濃飛倉庫運輸株式会社

1386 陸上幕僚監部 ノーザンファーム

1387 陸上幕僚監部 学校法人野口学園浦和めぐみ幼稚園

1388 陸上幕僚監部 野口産業株式会社

1389 陸上幕僚監部 学校法人野田学園

1390 陸上幕僚監部 野田センコーロジサービス株式会社

1391 陸上幕僚監部 野田電機工業株式会社

1392 陸上幕僚監部 学校法人野村学園

1393 陸上幕僚監部 野村證券株式会社

1394 陸上幕僚監部 野村證券株式会社

1395 陸上幕僚監部 野村證券株式会社

1396 陸上幕僚監部 株式会社はあとふるあたご

1397 陸上幕僚監部 株式会社ハーバー

1398 陸上幕僚監部 ハイウェーグリーンメンテナンス株式会社

1399 陸上幕僚監部 バイオ愛媛株式会社

1400 陸上幕僚監部 バイオ愛媛株式会社

1401 陸上幕僚監部 ハイテクセンター株式会社

1402 陸上幕僚監部 株式会社ハウスメイトワークス

1403 陸上幕僚監部 芳賀アグリカルチャー有限会社

1404 陸上幕僚監部 博多海陸運送株式会社

1405 陸上幕僚監部 萩原建設工業株式会社

1406 陸上幕僚監部 伯山交通株式会社

1407 陸上幕僚監部 医療法人晴顕会大谷病院

1408 陸上幕僚監部 函館バス株式会社

1409 陸上幕僚監部 有限会社蓮池

1410 陸上幕僚監部 株式会社パスク

1411 陸上幕僚監部 株式会社ハスコム

1412 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1413 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1414 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1415 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1416 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1417 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1418 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1419 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1420 陸上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

1421 陸上幕僚監部 学校法人旗立学園やまびこ幼稚園

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1422 陸上幕僚監部 八江農芸株式会社

1423 陸上幕僚監部 八十二スタッフサービス株式会社

1424 陸上幕僚監部 株式会社八商

1425 陸上幕僚監部 八戸中央青果株式会社

1426 陸上幕僚監部 株式会社八商

1427 陸上幕僚監部 花万食品株式会社

1428 陸上幕僚監部 花本建設株式会社

1429 陸上幕僚監部 株式会社パブリック

1430 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1431 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1432 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1433 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1434 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1435 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1436 陸上幕僚監部 一般社団法人パブリックサービス

1437 陸上幕僚監部 はまなす観光バス株式会社

1438 陸上幕僚監部 はまなす観光バス株式会社

1439 陸上幕僚監部 株式会社林牧場

1440 陸上幕僚監部 有限会社隼運送

1441 陸上幕僚監部 はやま建設株式会社

1442 陸上幕僚監部 原田コンクリート株式会社

1443 陸上幕僚監部 播信ビジネスサービス株式会社

1444 陸上幕僚監部 株式会社はれコーポレーション

1445 陸上幕僚監部 社会医療法人ピエタ会石狩病院

1446 陸上幕僚監部 東液サービス株式会社

1447 陸上幕僚監部 東液サービス株式会社

1448 陸上幕僚監部 株式会社東館

1449 陸上幕僚監部 東日本急行株式会社

1450 陸上幕僚監部 東日本警備保障株式会社

1451 陸上幕僚監部 東久プレコン株式会社

1452 陸上幕僚監部 有限会社東富士クリーンサービス

1453 陸上幕僚監部 医療法人光翔会柿添整形外科クリニック

1454 陸上幕僚監部 日北自動車工業株式会社

1455 陸上幕僚監部 株式会社ビクトリー自動車

1456 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1457 陸上幕僚監部 株式会社肥後銀行

1458 陸上幕僚監部 肥後木材株式会社

1459 陸上幕僚監部 医療法人久幸会

1460 陸上幕僚監部 株式会社ヒシダカ

1461 陸上幕僚監部 有限会社肥前観光

1462 陸上幕僚監部 ひたちなかエネルギーロジテック株式会社

1463 陸上幕僚監部 ひたちなかエネルギーロジテック株式会社

1464 陸上幕僚監部 ひたちなかエネルギーロジテック株式会社

1465 陸上幕僚監部 株式会社日立プラントサービス

1466 陸上幕僚監部 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

1467 陸上幕僚監部 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

1468 陸上幕僚監部 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

1469 陸上幕僚監部 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

1470 陸上幕僚監部 株式会社尾藤電気

1471 陸上幕僚監部 株式会社尾藤電気

1472 陸上幕僚監部 株式会社日向衛生公社

1473 陸上幕僚監部 株式会社日向衛生公社

1474 陸上幕僚監部 日野自動車株式会社

1475 陸上幕僚監部 株式会社日の丸通商

1476 陸上幕僚監部 社会福祉法人美々川福祉会

1477 陸上幕僚監部 社会福祉法人美深福祉会

1478 陸上幕僚監部 特定非営利活動法人美幌町体育協会

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1479 陸上幕僚監部 一般社団法人姫路市医師会

1480 陸上幕僚監部 一般社団法人姫路市医師会

1481 陸上幕僚監部 株式会社百五銀行

1482 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1483 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1484 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1485 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1486 陸上幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

1487 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

1488 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

1489 陸上幕僚監部 百十四ビジネスサービス株式会社

1490 陸上幕僚監部 医療法人白光

1491 陸上幕僚監部 医療法人檜山会

1492 陸上幕僚監部 日豊運輸株式会社

1493 陸上幕僚監部 日吉化学工業株式会社

1494 陸上幕僚監部 有限会社日吉丸水産

1495 陸上幕僚監部 学校法人平岡学園第一くるみ幼稚園

1496 陸上幕僚監部 学校法人平松学園

1497 陸上幕僚監部 株式会社ビルネット

1498 陸上幕僚監部 株式会社ビルワーク・ジャパン

1499 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1500 陸上幕僚監部 広栄メンテナンス株式会社

1501 陸上幕僚監部 株式会社弘前公益社

1502 陸上幕僚監部 株式会社弘前浄化槽センター

1503 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1504 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1505 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1506 陸上幕僚監部 弘済企業株式会社

1507 陸上幕僚監部 弘進ゴム株式会社

1508 陸上幕僚監部 弘進ゴム株式会社亘理工場

1509 陸上幕僚監部 社会福祉法人廣望会スタジオＣｏＣｏ

1510 陸上幕僚監部 広島綜警サービス株式会社

1511 陸上幕僚監部 広島綜警サービス株式会社

1512 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1513 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1514 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1515 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1516 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1517 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1518 陸上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

1519 陸上幕僚監部 株式会社広立総業

1520 陸上幕僚監部 医療法人廣和会両毛クリニック

1521 陸上幕僚監部 株式会社ファーム産業

1522 陸上幕僚監部 株式会社ファーム産業

1523 陸上幕僚監部 株式会社ファーム産業

1524 陸上幕僚監部 株式会社ファーム産業

1525 陸上幕僚監部 株式会社ファインネクスト

1526 陸上幕僚監部 株式会社ファビルス

1527 陸上幕僚監部 株式会社ファビルス

1528 陸上幕僚監部 株式会社ファビルス

1529 陸上幕僚監部 フィアドライブ株式会社

1530 陸上幕僚監部 一般社団法人深谷寄居医師会老人保健施設ＦＯＭＡなごみ

1531 陸上幕僚監部 福井産機販売株式会社

1532 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1533 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1534 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

1535 陸上幕僚監部 福岡県久留米市役所

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1536 陸上幕僚監部 福岡県八女市役所

1537 陸上幕僚監部 福岡市東部農業協同組合

1538 陸上幕僚監部 株式会社福自販会館

1539 陸上幕僚監部 福島ＦＲＣ有限責任事業組合

1540 陸上幕僚監部 福島ＦＲＣ有限責任事業組合

1541 陸上幕僚監部 福島キヤノン株式会社

1542 陸上幕僚監部 福島県福島市教育委員会

1543 陸上幕僚監部 公益財団法人福島県保健衛生協会

1544 陸上幕僚監部 公益財団法人福島県労働保険センタ－

1545 陸上幕僚監部 福島交通株式会社

1546 陸上幕僚監部 ふくしん総合サービス株式会社

1547 陸上幕僚監部 福智町教育委員会

1548 陸上幕僚監部 医療法人福西会病院

1549 陸上幕僚監部 医療法人福西会病院

1550 陸上幕僚監部 株式会社福博電興

1551 陸上幕僚監部 株式会社ふくれん

1552 陸上幕僚監部 株式会社ふくれん

1553 陸上幕僚監部 株式会社藤井組

1554 陸上幕僚監部 不二運輸株式会社

1555 陸上幕僚監部 学校法人富士学園

1556 陸上幕僚監部 学校法人富士学園

1557 陸上幕僚監部 富士急バス株式会社

1558 陸上幕僚監部 富士急バス株式会社

1559 陸上幕僚監部 株式会社富士清ほりうち

1560 陸上幕僚監部 藤商事株式会社

1561 陸上幕僚監部 有限会社藤商陸送

1562 陸上幕僚監部 有限会社藤商陸送

1563 陸上幕僚監部 有限会社冨士石油

1564 陸上幕僚監部 藤田産業株式会社

1565 陸上幕僚監部 藤根建設株式会社

1566 陸上幕僚監部 社会福祉法人ふじの郷さつき学園

1567 陸上幕僚監部 社会福祉法人ふじの郷さつき学園

1568 陸上幕僚監部 富士ホームエナジー株式会社

1569 陸上幕僚監部 富士見総業株式会社

1570 陸上幕僚監部 株式会社フジライフ

1571 陸上幕僚監部 社会福祉法人普仁会

1572 陸上幕僚監部 学校法人ふたば学園

1573 陸上幕僚監部 船橋新京成バス株式会社

1574 陸上幕僚監部 船引運輸株式会社

1575 陸上幕僚監部 医療法人芙蓉会筑紫南ヶ丘病院

1576 陸上幕僚監部 プライムデリカ株式会社

1577 陸上幕僚監部 富良野市ぶどう果樹研究所

1578 陸上幕僚監部 株式会社富良野タクシー

1579 陸上幕僚監部 プリヴェ運輸株式会社

1580 陸上幕僚監部 プリヴェ運輸株式会社

1581 陸上幕僚監部 株式会社古川商店

1582 陸上幕僚監部 古川電気工業株式会社

1583 陸上幕僚監部 古川ライフサービス株式会社

1584 陸上幕僚監部 プレミアムウォーター株式会社

1585 陸上幕僚監部 株式会社平成

1586 陸上幕僚監部 株式会社平成エンタープライズ

1587 陸上幕僚監部 株式会社平成エンタープライズ

1588 陸上幕僚監部 株式会社平成ハイヤー

1589 陸上幕僚監部 株式会社平和恒産

1590 陸上幕僚監部 株式会社ペニーレイン

1591 陸上幕僚監部 有限会社ベネレイト

1592 陸上幕僚監部 株式会社ベリージャパン

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1593 陸上幕僚監部 株式会社ボア

1594 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛医学振興会

1595 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

1596 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

1597 陸上幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

1598 陸上幕僚監部 ＮＰＯ法人ホープ・フル

1599 陸上幕僚監部 北栄運輸株式会社

1600 陸上幕僚監部 北央貨物運輸株式会社

1601 陸上幕僚監部 北星交通株式会社

1602 陸上幕僚監部 ほくでんエコエナジー株式会社

1603 陸上幕僚監部 北電興業株式会社

1604 陸上幕僚監部 北電興業株式会社

1605 陸上幕僚監部 北電興業株式会社

1606 陸上幕僚監部 北電産業株式会社

1607 陸上幕僚監部 北三高和株式会社

1608 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1609 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1610 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1611 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1612 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1613 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1614 陸上幕僚監部 株式会社ほくやく

1615 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1616 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1617 陸上幕僚監部 株式会社北洋銀行

1618 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

1619 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

1620 陸上幕僚監部 株式会社北陸銀行

1621 陸上幕僚監部 一般社団法人北陸地域づくり協会

1622 陸上幕僚監部 一般社団法人北陸地域づくり協会

1623 陸上幕僚監部 一般社団法人北陸地域づくり協会

1624 陸上幕僚監部 一般社団法人北陸地域づくり協会

1625 陸上幕僚監部 北陸名鉄運輸株式会社

1626 陸上幕僚監部 北陸名鉄運輸株式会社

1627 陸上幕僚監部 ホクレン農業協同組合連合会

1628 陸上幕僚監部 ホクレン農業協同組合連合会

1629 陸上幕僚監部 株式会社保険科学研究所北海道

1630 陸上幕僚監部 株式会社ボゾリサーチセンター

1631 陸上幕僚監部 株式会社ボゾリサーチセンター

1632 陸上幕僚監部 学校法人北海学園

1633 陸上幕僚監部 北海道いすゞ自動車株式会社

1634 陸上幕僚監部 公益財団法人北海道医療団介護老人保健施設とかち

1635 陸上幕僚監部 北海道岩見沢市教育委員会

1636 陸上幕僚監部 北海道岩見沢市教育委員会

1637 陸上幕僚監部 北海道雨竜町役場

1638 陸上幕僚監部 北海道恵庭市役所

1639 陸上幕僚監部 北海道エネライン株式会社

1640 陸上幕僚監部 北海道エネライン株式会社

1641 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

1642 陸上幕僚監部 株式会社北海道家具輸送

1643 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

1644 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

1645 陸上幕僚監部 株式会社北海道銀行

1646 陸上幕僚監部 一般社団法人北海道クミアイ自動車学園

1647 陸上幕僚監部 北海道クリーン・システム株式会社

1648 陸上幕僚監部 北海道クリーン・システム株式会社

1649 陸上幕僚監部 北海道クリーン・システム株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1650 陸上幕僚監部 北海道クリーン・システム株式会社

1651 陸上幕僚監部 一般社団法人北海道軽種馬振興公社

1652 陸上幕僚監部 株式会社北海道警備保障

1653 陸上幕僚監部 一般社団法人北海道計量協会

1654 陸上幕僚監部 北海道建設サービス株式会社

1655 陸上幕僚監部 一般財団法人北海道交通安全協会

1656 陸上幕僚監部 北海道新ひだか町役場

1657 陸上幕僚監部 北海道拓殖バス株式会社

1658 陸上幕僚監部 北海道中央バス株式会社

1659 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1660 陸上幕僚監部 北海道電力株式会社

1661 陸上幕僚監部 北海道美幌町教育委員会

1662 陸上幕僚監部 北海道美幌町教育委員会

1663 陸上幕僚監部 北海道美幌町役場

1664 陸上幕僚監部 北海道美幌町役場

1665 陸上幕僚監部 北海道ビル綜合管理株式会社

1666 陸上幕僚監部 北海道フーズ輸送株式会社

1667 陸上幕僚監部 北海道マツダ販売株式会社

1668 陸上幕僚監部 北海道マツダ販売株式会社

1669 陸上幕僚監部 北海道マツダ販売株式会社

1670 陸上幕僚監部 株式会社北海道モリタ

1671 陸上幕僚監部 北海道郵便逓送株式会社

1672 陸上幕僚監部 北海道ロジサービス株式会社

1673 陸上幕僚監部 北海道ロジサービス株式会社

1674 陸上幕僚監部 北海道ロジサービス株式会社

1675 陸上幕僚監部 北海美掃株式会社

1676 陸上幕僚監部 ホッコウ物流株式会社

1677 陸上幕僚監部 株式会社ホテルニューキャッスル

1678 陸上幕僚監部 社会福祉法人ほほえみ

1679 陸上幕僚監部 株式会社堀川環境セキュリティー

1680 陸上幕僚監部 有限会社本堂

1681 陸上幕僚監部 株式会社本間青果

1682 陸上幕僚監部 毎日交通株式会社

1683 陸上幕僚監部 毎日美装株式会社

1684 陸上幕僚監部 毎日美装株式会社

1685 陸上幕僚監部 前川運輸株式会社

1686 陸上幕僚監部 前川鋳工造機株式会社

1687 陸上幕僚監部 医療法人牧山医院

1688 陸上幕僚監部 医療法人牧山医院

1689 陸上幕僚監部 増渕コンサル株式会社

1690 陸上幕僚監部 町田機工株式会社

1691 陸上幕僚監部 株式会社マチナト興産

1692 陸上幕僚監部 医療法人松城会

1693 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

1694 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

1695 陸上幕僚監部 マツダエース株式会社

1696 陸上幕僚監部 松原建設株式会社

1697 陸上幕僚監部 マニュライフ生命保険会社

1698 陸上幕僚監部 株式会社丸運トランスポート東日本

1699 陸上幕僚監部 丸亀ボートレース競走場

1700 陸上幕僚監部 株式会社丸金金澤建設工業

1701 陸上幕僚監部 株式会社丸金金澤建設工業

1702 陸上幕僚監部 株式会社マルキンサトー

1703 陸上幕僚監部 株式会社丸蔵

1704 陸上幕僚監部 丸市食品株式会社

1705 陸上幕僚監部 社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会

1706 陸上幕僚監部 社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1707 陸上幕僚監部 丸全港運株式会社

1708 陸上幕僚監部 マルチプライ株式会社

1709 陸上幕僚監部 株式会社丸鉄工業

1710 陸上幕僚監部 マルハチ建設株式会社

1711 陸上幕僚監部 丸菱食品株式会社

1712 陸上幕僚監部 マルブン食品株式会社

1713 陸上幕僚監部 マルブン食品株式会社

1714 陸上幕僚監部 丸山株式会社

1715 陸上幕僚監部 株式会社丸祐運送

1716 陸上幕僚監部 株式会社丸祐運送

1717 陸上幕僚監部 株式会社万代

1718 陸上幕僚監部 株式会社万代

1719 陸上幕僚監部 株式会社万葉まちづくりセンター

1720 陸上幕僚監部 三池生コンクリート工業株式会社

1721 陸上幕僚監部 医療法人社団三浦医院

1722 陸上幕僚監部 三重県津市役所

1723 陸上幕僚監部 三重県津市役所

1724 陸上幕僚監部 社会福祉法人三笠市社会福祉事業団

1725 陸上幕僚監部 医療法人社団三樹会吉野・三宅ステーションクリニック

1726 陸上幕僚監部 社会福祉法人三気の会

1727 陸上幕僚監部 株式会社みくりや紙業

1728 陸上幕僚監部 医療法人三慶会指扇病院

1729 陸上幕僚監部 宮崎県経済農業協同組合連合会

1730 陸上幕僚監部 株式会社三沢警備保障

1731 陸上幕僚監部 株式会社水光エンジニア

1732 陸上幕僚監部 株式会社水本機械製作所

1733 陸上幕僚監部 株式会社みちのくオート

1734 陸上幕僚監部 株式会社みちのく銀行

1735 陸上幕僚監部 有限会社みちのく警備

1736 陸上幕僚監部 みちのくコンサルタント株式会社

1737 陸上幕僚監部 医療法人道友会

1738 陸上幕僚監部 三井住友海上火災保険株式会社

1739 陸上幕僚監部 三井住友海上火災保険株式会社

1740 陸上幕僚監部 三井住友海上火災保険株式会社

1741 陸上幕僚監部 三井住友信託銀行株式会社

1742 陸上幕僚監部 三井住友信託銀行株式会社

1743 陸上幕僚監部 三井物産フォーサイト株式会社

1744 陸上幕僚監部 株式会社ミツノリ

1745 陸上幕僚監部 三菱アルミニウム株式会社

1746 陸上幕僚監部 三菱電機株式会社

1747 陸上幕僚監部 三菱電機株式会社

1748 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1749 陸上幕僚監部 三菱電機ライフサービス株式会社

1750 陸上幕僚監部 三菱マテリアル株式会社

1751 陸上幕僚監部 三ッ輪建設工業株式会社

1752 陸上幕僚監部 株式会社三ッ輪商会

1753 陸上幕僚監部 水戸通信工業株式会社

1754 陸上幕僚監部 緑建工業株式会社

1755 陸上幕僚監部 医療法人美林会

1756 陸上幕僚監部 宮城県栗原市役所

1757 陸上幕僚監部 公益財団法人宮城県結核予防会

1758 陸上幕僚監部 公益社団法人宮城県建設センター

1759 陸上幕僚監部 宮城交通株式会社

1760 陸上幕僚監部 宮城交通株式会社

1761 陸上幕僚監部 宮坂建設工業株式会社

1762 陸上幕僚監部 宮坂建設工業株式会社

1763 陸上幕僚監部 株式会社宮崎環境開発センター

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1764 陸上幕僚監部 公益財団法人宮崎県健康づくり協会

1765 陸上幕僚監部 宮崎県延岡市役所

1766 陸上幕僚監部 宮崎県立高等水産研修所

1767 陸上幕僚監部 学校法人宮崎総合学院

1768 陸上幕僚監部 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション

1769 陸上幕僚監部 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション

1770 陸上幕僚監部 社会医療法人みゆき会

1771 陸上幕僚監部 株式会社ミヨシ・ロジスティックス

1772 陸上幕僚監部 株式会社ミヨシ・ロジスティックス

1773 陸上幕僚監部 株式会社三好ロジテック

1774 陸上幕僚監部 株式会社ミルックス

1775 陸上幕僚監部 株式会社ミルックス

1776 陸上幕僚監部 株式会社ミルックス

1777 陸上幕僚監部 社会福祉法人ミルトス会

1778 陸上幕僚監部 医療法人向洋会協和病院

1779 陸上幕僚監部 学校法人むさしの佐野学園武蔵みどり幼稚園

1780 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

1781 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

1782 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

1783 陸上幕僚監部 株式会社ムトウ

1784 陸上幕僚監部 医療法人社団宗仁会筑後吉井こころホスピタル

1785 陸上幕僚監部 ムライケミカルパック株式会社

1786 陸上幕僚監部 村上ガーデン

1787 陸上幕僚監部 有限会社ムラタ

1788 陸上幕僚監部 株式会社村田運輸

1789 陸上幕僚監部 学校法人村山学園

1790 陸上幕僚監部 明治安田生命保険相互会社

1791 陸上幕僚監部 明治安田生命保険相互会社

1792 陸上幕僚監部 名水美人ファクトリー株式会社

1793 陸上幕僚監部 名鉄バス株式会社

1794 陸上幕僚監部 学校法人明の星学園

1795 陸上幕僚監部 社会福祉法人明芳会
ヴィラながみね

1796 陸上幕僚監部 株式会社メイワスカイサポート

1797 陸上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

1798 陸上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

1799 陸上幕僚監部 株式会社メディアサポート

1800 陸上幕僚監部 株式会社メモリードモータース

1801 陸上幕僚監部 妹背牛町老人保健施設りぶれ

1802 陸上幕僚監部 盛岡スポーツ施設株式会社

1803 陸上幕僚監部 株式会社森田建設緑化

1804 陸上幕僚監部 一般財団法人杜の都産業保健会

1805 陸上幕僚監部 株式会社森本商会

1806 陸上幕僚監部 株式会社ヤオコー

1807 陸上幕僚監部 株式会社八神エモーション

1808 陸上幕僚監部 株式会社薬王堂

1809 陸上幕僚監部 有限会社八雲観光

1810 陸上幕僚監部 株式会社ヤクルト北北海道

1811 陸上幕僚監部 矢崎総業株式会社ヤザキケアセンター紙ふうせん

1812 陸上幕僚監部 株式会社やさしいたのしいうれしい

1813 陸上幕僚監部 株式会社安田製作所

1814 陸上幕僚監部 株式会社柳沢リース建設

1815 陸上幕僚監部 矢野運輸株式会社

1816 陸上幕僚監部 学校法人矢野学園

1817 陸上幕僚監部 株式会社八幡ビルエンジニアリング

1818 陸上幕僚監部 山ア運送株式会社

1819 陸上幕僚監部 株式会社山一中央青果卸売市場

1820 陸上幕僚監部 株式会社ヤマウ鳥谷部商店

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1821 陸上幕僚監部 株式会社山形飛鳥

1822 陸上幕僚監部 株式会社山形銀行

1823 陸上幕僚監部 山形警備保障株式会社

1824 陸上幕僚監部 山形県酒類卸株式会社

1825 陸上幕僚監部 山形県酒類卸株式会社

1826 陸上幕僚監部 株式会社山形パッケージセンター

1827 陸上幕僚監部 山形陸運株式会社

1828 陸上幕僚監部 山形陸運株式会社

1829 陸上幕僚監部 有限会社山川ビートサービス

1830 陸上幕僚監部 株式会社山貴

1831 陸上幕僚監部 山口宇部空港ビルサービス株式会社

1832 陸上幕僚監部 山口宇部空港ビルサービス株式会社

1833 陸上幕僚監部 山口宇部空港ビルサービス株式会社

1834 陸上幕僚監部 山口宇部空港ビルサービス株式会社

1835 陸上幕僚監部 山口県海苔流通協同組合

1836 陸上幕僚監部 株式会社山崎資源センター

1837 陸上幕僚監部 株式会社山拾村上商店

1838 陸上幕僚監部 学校法人山田学園金田幼稚園

1839 陸上幕僚監部 ヤマト運輸株式会社

1840 陸上幕僚監部 学校法人大和学園

1841 陸上幕僚監部 山梨県庁

1842 陸上幕僚監部 株式会社山伏パコム

1843 陸上幕僚監部 株式会社山元

1844 陸上幕僚監部 株式会社山元

1845 陸上幕僚監部 株式会社山本忠信商店

1846 陸上幕僚監部 株式会社山本ビル

1847 陸上幕僚監部 有限会社ヤマヨ久保田商会

1848 陸上幕僚監部 彌生ヂーゼル工業株式会社

1849 陸上幕僚監部 株式会社ユアテック

1850 陸上幕僚監部 医療法人社団悠愛会

1851 陸上幕僚監部 ユーアイ警備保障株式会社

1852 陸上幕僚監部 有限会社千田清掃

1853 陸上幕僚監部 有限会社松尾運送

1854 陸上幕僚監部 有限会社丸山産業

1855 陸上幕僚監部 有限会社吉原食品

1856 陸上幕僚監部 有限会社広域運輸

1857 陸上幕僚監部 有限会社広域運輸

1858 陸上幕僚監部 株式会社ユービック

1859 陸上幕僚監部 医療法人祐里会姉川病院

1860 陸上幕僚監部 社会福祉法人ゆきわり会

1861 陸上幕僚監部 社会福祉法人ゆきわり会

1862 陸上幕僚監部 豊鉄バス株式会社

1863 陸上幕僚監部 ユニ建材有限会社

1864 陸上幕僚監部 株式会社ゆふいん花由

1865 陸上幕僚監部 社会福祉法人よい子の広場福祉会

1866 陸上幕僚監部 医療法人養気会池井病院

1867 陸上幕僚監部 社会福祉法人愛善会養護老人ホーム緑風苑

1868 陸上幕僚監部 学校法人養和学園前田幼稚園

1869 陸上幕僚監部 株式会社世起

1870 陸上幕僚監部 横河電子機器株式会社

1871 陸上幕僚監部 株式会社ヨコタエンタープライズ

1872 陸上幕僚監部 医療法人横田会

1873 陸上幕僚監部 株式会社よこまち

1874 陸上幕僚監部 医療法人社団芳英会宮の陣病院

1875 陸上幕僚監部 吉川工業株式会社

1876 陸上幕僚監部 吉川工業株式会社

1877 陸上幕僚監部 株式会社吉田商会

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1878 陸上幕僚監部 吉田直土木株式会社

1879 陸上幕僚監部 医療法人芳徳会京町共立病院

1880 陸上幕僚監部 四電ビジネス株式会社

1881 陸上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

1882 陸上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

1883 陸上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

1884 陸上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

1885 陸上幕僚監部 株式会社ライファ

1886 陸上幕僚監部 株式会社Ｌｉｆｅ－ｄｏ．Ｐｌｕｓ

1887 陸上幕僚監部 ラジエ工業株式会社

1888 陸上幕僚監部 株式会社ラルズ

1889 陸上幕僚監部 株式会社リーベン

1890 陸上幕僚監部 株式会社リビング水谷

1891 陸上幕僚監部 有限会社リフォーム藍

1892 陸上幕僚監部 株式会社竜ヶ崎自動車教習所

1893 陸上幕僚監部 株式会社琉球バス交通

1894 陸上幕僚監部 株式会社リョウオウサービス

1895 陸上幕僚監部 リンナイ株式会社

1896 陸上幕僚監部 ルートインジャパン株式会社

1897 陸上幕僚監部 留萌市立病院

1898 陸上幕僚監部 株式会社冷鮮物流

1899 陸上幕僚監部 社会医療法人黎明会宇城総合病院

1900 陸上幕僚監部 株式会社ＬＥＯＣ

1901 陸上幕僚監部 ＮＰＯ法人レスパイトケアはちもり

1902 陸上幕僚監部 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院

1903 陸上幕僚監部 ロジスティックスオペレーション株式会社

1904 陸上幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

1905 陸上幕僚監部 ワールド産業株式会社

1906 陸上幕僚監部 株式会社ＹＣＣデータサービス

1907 陸上幕僚監部 株式会社Ｙ’ｓコーポレーション

1908 陸上幕僚監部 ワイムオート企画株式会社

1909 陸上幕僚監部 ワイムオート企画株式会社

1910 陸上幕僚監部 わかしんビジネス株式会社

1911 陸上幕僚監部 有限会社若谷農園

1912 陸上幕僚監部 和歌山警備保障株式会社

1913 陸上幕僚監部 医療法人和幸会

1914 陸上幕僚監部 社会福祉法人和順会

1915 陸上幕僚監部 株式会社渡辺組

1916 陸上幕僚監部 渡辺建設株式会社

1917 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

1918 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

1919 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

1920 海上幕僚監部 株式会社ＩＨＩビジネスサポート

1921 海上幕僚監部 青野海運株式会社

1922 海上幕僚監部 株式会社青森銀行

1923 海上幕僚監部 株式会社青森原燃テクノロジーセンター

1924 海上幕僚監部 青森綜合警備保障株式会社

1925 海上幕僚監部 株式会社暁恒産

1926 海上幕僚監部 株式会社アグリ福祉社

1927 海上幕僚監部 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社

1928 海上幕僚監部 浅川汽船株式会社

1929 海上幕僚監部 アズビル株式会社

1930 海上幕僚監部 東汽船株式会社

1931 海上幕僚監部 東汽船株式会社

1932 海上幕僚監部 社会福祉法人阿部睦会

1933 海上幕僚監部 社会福祉法人阿部睦会

1934 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ近畿株式会社

　※陸上幕僚監部には、陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。
　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

1935 海上幕僚監部 ＡＬＳＯＫ双栄株式会社

1936 海上幕僚監部 アルバック東北株式会社

1937 海上幕僚監部 株式会社アルプスビジネスクリエーション

1938 海上幕僚監部 株式会社阿波市場

1939 海上幕僚監部 阿波銀ビジネスサービス株式会社

1940 海上幕僚監部 阿波銀ビジネスサービス株式会社

1941 海上幕僚監部 イオンディライト株式会社

1942 海上幕僚監部 イオンディライト株式会社

1943 海上幕僚監部 石垣メンテナンス株式会社

1944 海上幕僚監部 医療法人医誠会

1945 海上幕僚監部 有限会社今井屋商事運送

1946 海上幕僚監部 一般財団法人医療情報健康財団

1947 海上幕僚監部 一般財団法人医療情報健康財団

1948 海上幕僚監部 岩崎汽船株式会社

1949 海上幕僚監部 岩崎汽船株式会社

1950 海上幕僚監部 岩崎汽船株式会社

1951 海上幕僚監部 岩崎汽船株式会社

1952 海上幕僚監部 岩手県北自動車株式会社

1953 海上幕僚監部 岩手県北自動車株式会社

1954 海上幕僚監部 特定非営利活動法人Ｗｉｌｌ　Ｄｏ

1955 海上幕僚監部 株式会社ＡＮＡケータリングサービス

1956 海上幕僚監部 ＡＮＡスカイビルサービス株式会社

1957 海上幕僚監部 ＡＮＡスカイビルサービス株式会社

1958 海上幕僚監部 ＡＮＡスカイビルサービス株式会社

1959 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1960 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1961 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1962 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1963 海上幕僚監部 株式会社エー・エム・サポート

1964 海上幕僚監部 エスシーエスピー株式会社

1965 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1966 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1967 海上幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

1968 海上幕僚監部 ＮＡＡセーフティサポート株式会社

1969 海上幕僚監部 エヌ・ティ株式会社

1970 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

1971 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

1972 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

1973 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

1974 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

1975 海上幕僚監部 エムエイチアイオーシャニクス株式会社

1976 海上幕僚監部 エム・ピー・エム・オペレーション株式会社

1977 海上幕僚監部 エム・ユー・ビジネスサービス株式会社

1978 海上幕僚監部 株式会社エルタス東北

1979 海上幕僚監部 Ｏ．Ｍ．物流株式会社

1980 海上幕僚監部 大岡海運有限会社

1981 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

1982 海上幕僚監部 株式会社大湊精電社

1983 海上幕僚監部 沖電開発株式会社

1984 海上幕僚監部 株式会社オネスト

1985 海上幕僚監部 学校法人小原台学園

1986 海上幕僚監部 御前崎海運株式会社

1987 海上幕僚監部 御前崎海運株式会社

1988 海上幕僚監部 有限会社カーチャンス　トライ

1989 海上幕僚監部 海鳳海運株式会社

1990 海上幕僚監部 海洋電子工業株式会社

1991 海上幕僚監部 海洋電子工業株式会社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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1992 海上幕僚監部 海洋電子工業株式会社

1993 海上幕僚監部 香川ビジネスサービス株式会社

1994 海上幕僚監部 株式会社かくだ

1995 海上幕僚監部 株式会社角弘

1996 海上幕僚監部 株式会社鹿児島給食センター

1997 海上幕僚監部 鹿児島船舶株式会社

1998 海上幕僚監部 株式会社カナエ

1999 海上幕僚監部 株式会社鎌ヶ谷カントリー倶楽部

2000 海上幕僚監部 川崎重工業株式会社

2001 海上幕僚監部 川崎重工業株式会社

2002 海上幕僚監部 社会医療法人川島会

2003 海上幕僚監部 財団法人関西電気保安協会

2004 海上幕僚監部 関西電力株式会社

2005 海上幕僚監部 関西電力株式会社

2006 海上幕僚監部 株式会社神田造船所

2007 海上幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

2008 海上幕僚監部 一般財団法人関東陸運振興センター

2009 海上幕僚監部 株式会社北日本セーフティクリエイト

2010 海上幕僚監部 株式会社北日本セーフティクリエイト

2011 海上幕僚監部 株式会社北日本セーフティクリエイト

2012 海上幕僚監部 吉南株式会社

2013 海上幕僚監部 木村海運株式会社

2014 海上幕僚監部 一般財団法人休暇村協会

2015 海上幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2016 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2017 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2018 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2019 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2020 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2021 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2022 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2023 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2024 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2025 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2026 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2027 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2028 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2029 海上幕僚監部 九州電力株式会社

2030 海上幕僚監部 学校法人九州文化学園

2031 海上幕僚監部 協榮産業株式会社

2032 海上幕僚監部 株式会社共栄ビル・パートナーズ

2033 海上幕僚監部 共栄マリン株式会社

2034 海上幕僚監部 社会福祉法人恭敬会

2035 海上幕僚監部 有限会社協親工業

2036 海上幕僚監部 京都薬品工業株式会社

2037 海上幕僚監部 株式会社共立メンテナンス

2038 海上幕僚監部 株式会社共立メンテナンス

2039 海上幕僚監部 極洋水産株式会社

2040 海上幕僚監部 近畿環境サービス株式会社

2041 海上幕僚監部 近畿環境サービス株式会社

2042 海上幕僚監部 金力汽船株式会社

2043 海上幕僚監部 株式会社クリエイティブ

2044 海上幕僚監部 呉運輸機工有限会社

2045 海上幕僚監部 呉市教育委員会

2046 海上幕僚監部 公益財団法人呉市体育振興財団

2047 海上幕僚監部 公益財団法人呉市体育振興財団

2048 海上幕僚監部 くれしんビジネスサービス株式会社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2049 海上幕僚監部 くれしんビジネスサービス株式会社

2050 海上幕僚監部 ケイエスピー熱供給株式会社

2051 海上幕僚監部 ケイエスピー熱供給株式会社

2052 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2053 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2054 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2055 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2056 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2057 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2058 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2059 海上幕僚監部 京急サービス株式会社

2060 海上幕僚監部 医療法人敬仁会

2061 海上幕僚監部 医療法人敬仁会

2062 海上幕僚監部 京浜ドック株式会社

2063 海上幕僚監部 京浜ドック株式会社

2064 海上幕僚監部 株式会社ケーエスジェー

2065 海上幕僚監部 株式会社ケーネス

2066 海上幕僚監部 株式会社ケーネス

2067 海上幕僚監部 株式会社原燃環境

2068 海上幕僚監部 工機販売株式会社

2069 海上幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

2070 海上幕僚監部 弘済企業株式会社

2071 海上幕僚監部 弘済企業株式会社

2072 海上幕僚監部 弘済企業株式会社

2073 海上幕僚監部 株式会社合食

2074 海上幕僚監部 光東株式会社

2075 海上幕僚監部 株式会社神戸製鋼所

2076 海上幕僚監部 医療法人光洋会

2077 海上幕僚監部 広洋海運有限会社

2078 海上幕僚監部 厚和産業株式会社

2079 海上幕僚監部 厚和産業株式会社

2080 海上幕僚監部 国際運輸株式会社

2081 海上幕僚監部 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大隅青少年自然の家

2082 海上幕僚監部 独立行政法人国立高等専門学校機構

2083 海上幕僚監部 株式会社こっこー

2084 海上幕僚監部 株式会社小松島自動車教習所

2085 海上幕僚監部 株式会社小山工業所

2086 海上幕僚監部 西肥自動車株式会社

2087 海上幕僚監部 有限会社佐世保警備

2088 海上幕僚監部 公益財団法人佐世保市体育協会

2089 海上幕僚監部 公益財団法人佐世保市体育協会

2090 海上幕僚監部 公益財団法人佐世保市体育協会

2091 海上幕僚監部 公益財団法人佐世保市体育協会

2092 海上幕僚監部 させぼパール・シー株式会社

2093 海上幕僚監部 更生保護法人佐世保白雲

2094 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

2095 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

2096 海上幕僚監部 サタケ・ビジネス・サポート株式会社

2097 海上幕僚監部 株式会社さつまファインウッド

2098 海上幕僚監部 株式会社さつま屋商店

2099 海上幕僚監部 山陰福山通運株式会社

2100 海上幕僚監部 サンガード株式会社

2101 海上幕僚監部 株式会社三輝工業

2102 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2103 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2104 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2105 海上幕僚監部 三波工業株式会社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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2106 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2107 海上幕僚監部 三波工業株式会社

2108 海上幕僚監部 三八地方森林組合

2109 海上幕僚監部 三宝シッピング株式会社

2110 海上幕僚監部 ジェイ・アール・シー特機株式会社

2111 海上幕僚監部 ジェイ・アール・シー特機株式会社

2112 海上幕僚監部 ジェイ・アール・シー特機株式会社

2113 海上幕僚監部 株式会社ＪＲ西日本交通サービス

2114 海上幕僚監部 株式会社ジェイエスマリン

2115 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2116 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2117 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2118 海上幕僚監部 ＪＸサイトセキュリティ株式会社

2119 海上幕僚監部 ＪＸジュンテック株式会社

2120 海上幕僚監部 ＪＦＥビジネスサポート横浜株式会社

2121 海上幕僚監部 合同会社ＪＯＳ

2122 海上幕僚監部 事業協同組合ヒューマンサポート

2123 海上幕僚監部 社会福祉法人慈生会

2124 海上幕僚監部 四宮タンカー株式会社

2125 海上幕僚監部 島根県農業協同組合

2126 海上幕僚監部 下北自動車協会

2127 海上幕僚監部 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

2128 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2129 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2130 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2131 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2132 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2133 海上幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2134 海上幕僚監部 湘南ラスカ商事株式会社

2135 海上幕僚監部 白井汽船株式会社

2136 海上幕僚監部 信金中金ビジネス株式会社

2137 海上幕僚監部 シンコウ株式会社

2138 海上幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

2139 海上幕僚監部 新興ディーゼル株式会社

2140 海上幕僚監部 医療法人仁心会

2141 海上幕僚監部 伸水技研株式会社

2142 海上幕僚監部 新都市熱供給株式会社

2143 海上幕僚監部 新都市熱供給株式会社

2144 海上幕僚監部 新宝海運株式会社

2145 海上幕僚監部 新宝海運株式会社

2146 海上幕僚監部 新宝海運株式会社

2147 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2148 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2149 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2150 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2151 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2152 海上幕僚監部 新明和岩国航空整備株式会社

2153 海上幕僚監部 社会福祉法人真和会

2154 海上幕僚監部 医療法人翠山会

2155 海上幕僚監部 株式会社スタンドハウス

2156 海上幕僚監部 株式会社スバス

2157 海上幕僚監部 株式会社澄川工作所

2158 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

2159 海上幕僚監部 株式会社スリーエス

2160 海上幕僚監部 株式会社成通・ソフトシステムズ

2161 海上幕僚監部 社会福祉法人西友会

2162 海上幕僚監部 セキウン株式会社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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2163 海上幕僚監部 セコム株式会社

2164 海上幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会長崎県本部

2165 海上幕僚監部 セントラル警備保障株式会社

2166 海上幕僚監部 株式会社全日警

2167 海上幕僚監部 株式会社全日警

2168 海上幕僚監部 株式会社全日警

2169 海上幕僚監部 株式会社総合センター

2170 海上幕僚監部 総和プラス株式会社

2171 海上幕僚監部 第一生命保険株式会社

2172 海上幕僚監部 株式会社大呉サービスステーション

2173 海上幕僚監部 株式会社泰州

2174 海上幕僚監部 大新土木株式会社

2175 海上幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

2176 海上幕僚監部 太陽工業株式会社

2177 海上幕僚監部 太陽商運株式会社

2178 海上幕僚監部 学校法人高木学園

2179 海上幕僚監部 高山産業株式会社

2180 海上幕僚監部 高山産業株式会社

2181 海上幕僚監部 高山産業株式会社

2182 海上幕僚監部 株式会社タクマテクノス

2183 海上幕僚監部 株式会社タクマテクノス

2184 海上幕僚監部 学校法人谷川学園

2185 海上幕僚監部 学校法人谷川学園

2186 海上幕僚監部 株式会社谷川商店

2187 海上幕僚監部 多摩川精機株式会社

2188 海上幕僚監部 玉名農業協同組合

2189 海上幕僚監部 有限会社千歳興業

2190 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2191 海上幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2192 陸上幕僚監部 学校法人千葉工業大学

2193 海上幕僚監部 中国化薬株式会社

2194 海上幕僚監部 中国化薬株式会社

2195 海上幕僚監部 中国化薬株式会社

2196 海上幕僚監部 中国火薬株式会社

2197 海上幕僚監部 株式会社つくもサービス

2198 海上幕僚監部 ディー・エイチ・シー・サービス株式会社

2199 海上幕僚監部 株式会社庭建

2200 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2201 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2202 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2203 海上幕僚監部 株式会社ディスコ

2204 海上幕僚監部 電気興業株式会社

2205 海上幕僚監部 株式会社電建

2206 海上幕僚監部 有限会社トウエイ

2207 海上幕僚監部 東海ビル管理株式会社

2208 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

2209 海上幕僚監部 東京レーダー株式会社

2210 海上幕僚監部 東邦テック株式会社

2211 海上幕僚監部 東北発電工業株式会社

2212 海上幕僚監部 有限会社東北ビル綜合管理

2213 海上幕僚監部 有限会社東北ビル綜合管理

2214 海上幕僚監部 株式会社東洋食品

2215 海上幕僚監部 株式会社東洋食品

2216 海上幕僚監部 株式会社東洋トラスト特機

2217 海上幕僚監部 東洋マリーンサービス株式会社

2218 海上幕僚監部 東洋マリーンサービス株式会社

2219 海上幕僚監部 一般社団法人徳島県交通安全協会

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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2220 海上幕僚監部 一般財団法人徳島県スポーツ振興財団

2221 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

2222 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

2223 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

2224 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

2225 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

2226 海上幕僚監部 株式会社徳島ジャムコ

2227 海上幕僚監部 徳島通運株式会社

2228 海上幕僚監部 都市道路開発株式会社

2229 海上幕僚監部 トノカワ電業株式会社

2230 海上幕僚監部 株式会社豊国

2231 海上幕僚監部 トヨタカローラ大分株式会社

2232 海上幕僚監部 トヨタ部品四国共販株式会社

2233 海上幕僚監部 豊鶴海運株式会社

2234 海上幕僚監部 長崎県佐世保市役所

2235 海上幕僚監部 長崎県平戸市役所

2236 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2237 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2238 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2239 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2240 海上幕僚監部 長崎綜合警備株式会社

2241 海上幕僚監部 学校法人長崎日本大学学園

2242 海上幕僚監部 有限会社中里造船所

2243 海上幕僚監部 学校法人中村学園

2244 海上幕僚監部 株式会社南部屋旅館

2245 海上幕僚監部 株式会社ニコン

2246 海上幕僚監部 西尾レントオール株式会社

2247 海上幕僚監部 錦川鉄道株式会社

2248 海上幕僚監部 西九州倉庫株式会社

2249 海上幕僚監部 株式会社にしけい

2250 海上幕僚監部 西鉄エアサービス株式会社

2251 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス関西株式会社

2252 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2253 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2254 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2255 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2256 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2257 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2258 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2259 海上幕僚監部 西日本高速道路サービス中国株式会社

2260 海上幕僚監部 西日本ふそう陸送株式会社

2261 海上幕僚監部 株式会社西日本ミールサービス

2262 海上幕僚監部 日亜興業株式会社

2263 海上幕僚監部 日祥運輸倉庫株式会社

2264 海上幕僚監部 日昌産業株式会社

2265 海上幕僚監部 日神機工株式会社

2266 海上幕僚監部 株式会社ニツテク舞鶴

2267 海上幕僚監部 日鉄日新ビジネスサービス株式会社

2268 海上幕僚監部 日鉄日新ビジネスサービス株式会社

2269 海上幕僚監部 日鉄物流君津株式会社

2270 海上幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

2271 海上幕僚監部 日本海洋事業株式会社

2272 海上幕僚監部 日本海洋事業株式会社

2273 海上幕僚監部 日本管財株式会社

2274 海上幕僚監部 日本管財株式会社

2275 海上幕僚監部 日本管財株式会社

2276 海上幕僚監部 日本空港テクノ株式会社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。
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2277 海上幕僚監部 日本建設工業株式会社

2278 海上幕僚監部 日本原燃株式会社

2279 海上幕僚監部 日本原燃株式会社

2280 海上幕僚監部 株式会社日本製鋼所

2281 海上幕僚監部 日本総合住生活株式会社

2282 海上幕僚監部 日本テクサ株式会社

2283 海上幕僚監部 日本テクサ株式会社

2284 海上幕僚監部 日本テクノ株式会社

2285 海上幕僚監部 日本メガケア株式会社

2286 海上幕僚監部 日本郵便輸送株式会社

2287 海上幕僚監部 野村證券株式会社

2288 海上幕僚監部 パーソルワークスデザイン株式会社

2289 海上幕僚監部 ハウステンボス熱供給株式会社

2290 海上幕僚監部 社会医療法人財団白十字会

2291 海上幕僚監部 函館どつく株式会社

2292 海上幕僚監部 波佐見病院

2293 海上幕僚監部 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

2294 海上幕僚監部 八戸ガス株式会社

2295 海上幕僚監部 有限会社八戸地下開発工業

2296 海上幕僚監部 八戸中央青果株式会社

2297 海上幕僚監部 八戸燃料株式会社

2298 海上幕僚監部 株式会社八戸パークホテル

2299 海上幕僚監部 はまよし株式会社

2300 海上幕僚監部 林船舶株式会社

2301 海上幕僚監部 株式会社パラエルモサ

2302 海上幕僚監部 ビオトピア佐世保有限責任事業組合

2303 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2304 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2305 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2306 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2307 海上幕僚監部 株式会社ビケンテクノ

2308 海上幕僚監部 Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

2309 海上幕僚監部 株式会社ヒューマンウェイブ

2310 海上幕僚監部 日吉海運有限会社

2311 海上幕僚監部 広島ガスメイト株式会社

2312 海上幕僚監部 株式会社広島銀行

2313 海上幕僚監部 広島県呉市役所

2314 海上幕僚監部 広島綜警サービス株式会社

2315 海上幕僚監部 広島綜合警備保障株式会社

2316 海上幕僚監部 ひろしんビジネスサービス株式会社

2317 海上幕僚監部 福博建設株式会社

2318 海上幕僚監部 富国運輸株式会社

2319 海上幕僚監部 富国運輸株式会社

2320 海上幕僚監部 藤井綱海運株式会社

2321 海上幕僚監部 藤井綱海運株式会社

2322 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2323 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2324 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2325 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2326 海上幕僚監部 富士航空整備株式会社

2327 海上幕僚監部 株式会社富士国際ホテル

2328 海上幕僚監部 富士防災警備株式会社

2329 海上幕僚監部 芙蓉海運株式会社

2330 海上幕僚監部 芙蓉海運株式会社

2331 海上幕僚監部 プライフーズ株式会社

2332 海上幕僚監部 株式会社ぷらすキッズ

2333 海上幕僚監部 有限会社フロンティアアグリカルチャーながさき

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2334 海上幕僚監部 一般財団法人防衛技術協会

2335 海上幕僚監部 防衛省職員生活協同組合

2336 海上幕僚監部 株式会社ホーセイ

2337 海上幕僚監部 株式会社ホーセイ

2338 海上幕僚監部 北松運輸株式会社

2339 海上幕僚監部 株式会社北斗

2340 海上幕僚監部 株式会社ホピヒルズ

2341 海上幕僚監部 株式会社ホンダ四輪販売長崎

2342 海上幕僚監部 前畑造船株式会社

2343 海上幕僚監部 丸三海運株式会社

2344 海上幕僚監部 丸三海運株式会社

2345 海上幕僚監部 株式会社マルタカ物流

2346 海上幕僚監部 丸の内熱供給株式会社

2347 海上幕僚監部 丸の内熱供給株式会社

2348 海上幕僚監部 丸の内熱供給株式会社

2349 海上幕僚監部 丸の内熱供給株式会社

2350 海上幕僚監部 三崎ポートサービス株式会社

2351 海上幕僚監部 株式会社ミゾタ

2352 海上幕僚監部 三井住友海上火災保険株式会社

2353 海上幕僚監部 三井造船特機エンジニアリング株式会社

2354 海上幕僚監部 三井造船特機エンジニアリング株式会社

2355 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2356 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2357 海上幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2358 海上幕僚監部 宮地石油株式会社

2359 海上幕僚監部 有限会社みやまコーポレーション

2360 海上幕僚監部 むつ中央観光株式会社

2361 海上幕僚監部 株式会社村上組

2362 海上幕僚監部 室町ビルサービス株式会社

2363 海上幕僚監部 明治管財株式会社

2364 海上幕僚監部 明治安田生命保険相互会社

2365 海上幕僚監部 株式会社メイセイクリエート

2366 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2367 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2368 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2369 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2370 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2371 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2372 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2373 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2374 海上幕僚監部 明和工業株式会社

2375 海上幕僚監部 メタウォーター株式会社

2376 海上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2377 海上幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2378 海上幕僚監部 株式会社めの建設

2379 海上幕僚監部 株式会社森野帆布船具工業所

2380 海上幕僚監部 八重洲地下街株式会社

2381 海上幕僚監部 株式会社八尾ムトウ

2382 海上幕僚監部 有限会社八島

2383 海上幕僚監部 学校法人柳学園

2384 海上幕僚監部 株式会社山形パッケージセンター

2385 海上幕僚監部 山機運輸株式会社

2386 海上幕僚監部 山坂殖産株式会社

2387 海上幕僚監部 株式会社ＵＮＩＡＴＥＱ

2388 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2389 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

2390 海上幕僚監部 ユニオンフォレスト株式会社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2391 海上幕僚監部 洋エンジニアリング株式会社

2392 海上幕僚監部 横河電子機器株式会社

2393 海上幕僚監部 横浜共立倉庫株式会社

2394 海上幕僚監部 医療法人社団吉田会

2395 海上幕僚監部 淀川食品株式会社

2396 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2397 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2398 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2399 海上幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2400 海上幕僚監部 株式会社らいふ

2401 海上幕僚監部 リサイクル燃料貯蔵株式会社

2402 海上幕僚監部 リサイクル燃料貯蔵株式会社

2403 海上幕僚監部 リサイクル燃料貯蔵株式会社

2404 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2405 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2406 海上幕僚監部 株式会社リスコム

2407 海上幕僚監部 株式会社琉球人材派遣センター

2408 海上幕僚監部 株式会社りゅうせき低温流通

2409 海上幕僚監部 ワークシェアー株式会社

2410 海上幕僚監部 ワカサ交通株式会社

2411 陸上幕僚監部 株式会社稚内衛生公社

2412 航空幕僚監部 株式会社アース開発コンサルタント

2413 航空幕僚監部 株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ

2414 航空幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

2415 航空幕僚監部 株式会社ＩＨＩジェットサービス

2416 航空幕僚監部 株式会社青森イエローハット

2417 航空幕僚監部 秋田運送株式会社

2418 航空幕僚監部 浅野環境ソリューション株式会社

2419 航空幕僚監部 株式会社アサヒゴウセン

2420 航空幕僚監部 株式会社アサヒゴウセン

2421 航空幕僚監部 朝日航洋株式会社

2422 航空幕僚監部 有限会社アシストグループ

2423 航空幕僚監部 株式会社アシタバ機電

2424 航空幕僚監部 株式会社アシュラン

2425 航空幕僚監部 株式会社アシュラン

2426 航空幕僚監部 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

2427 航空幕僚監部 学校法人無憂樹学園

2428 航空幕僚監部 ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ株式会社

2429 航空幕僚監部 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社

2430 航空幕僚監部 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社

2431 航空幕僚監部 公益社団法人網走市シルバー人材センター

2432 航空幕僚監部 阿部商事株式会社

2433 航空幕僚監部 阿部商事株式会社

2434 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ静岡株式会社

2435 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス株式会社

2436 航空幕僚監部 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス株式会社

2437 航空幕僚監部 株式会社アルバック

2438 航空幕僚監部 阿波銀ビジネスサービス株式会社

2439 航空幕僚監部 イオンスーパーセンター株式会社

2440 航空幕僚監部 石川県　商工労働部　小松産業技術専門校

2441 航空幕僚監部 株式会社石川製作所

2442 航空幕僚監部 株式会社イシダグリーン

2443 航空幕僚監部 石巻アスコン株式会社

2444 航空幕僚監部 医療法人社団いずみ会　北星病院

2445 航空幕僚監部 稲尾リース株式会社

2446 航空幕僚監部 株式会社井上商店　西都工場井上オートリサイクル

2447 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

　※海上幕僚監部には、海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。
　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2448 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2449 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2450 航空幕僚監部 公益財団法人茨城県企業公社

2451 航空幕僚監部 茨城県道路公社

2452 航空幕僚監部 茨城県道路公社

2453 航空幕僚監部 一般財団法人医療情報健康財団

2454 航空幕僚監部 学校法人石輝学園　矢本はなぶさ幼稚園

2455 航空幕僚監部 有限会社ウィングサービス

2456 航空幕僚監部 浦和自動車解体株式会社

2457 航空幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

2458 航空幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

2459 航空幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

2460 航空幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

2461 航空幕僚監部 株式会社エアロテクノサービス

2462 航空幕僚監部 株式会社ＡＩＲロボ

2463 航空幕僚監部 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社

2464 航空幕僚監部 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社

2465 航空幕僚監部 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社

2466 航空幕僚監部 ＡＧＣグラスプロダクツ株式会社

2467 航空幕僚監部 株式会社エコテック

2468 航空幕僚監部 エスシーエスピー株式会社

2469 航空幕僚監部 エスシーエスピー株式会社

2470 航空幕僚監部 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック

2471 航空幕僚監部 ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社

2472 航空幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2473 航空幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2474 航空幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2475 航空幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2476 航空幕僚監部 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

2477 航空幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

2478 航空幕僚監部 荏原環境プラント株式会社

2479 航空幕僚監部 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社

2480 航空幕僚監部 エム・ユー・ビジネスサービス株式会社

2481 航空幕僚監部 ＭＲＯ　Ｊａｐａｎ株式会社

2482 航空幕僚監部 ＭＨＩエアロエンジンサービス株式会社

2483 航空幕僚監部 ＭＨＩエアロエンジンサービス株式会社

2484 航空幕僚監部 株式会社エムエイチアイロジテック

2485 航空幕僚監部 株式会社園建

2486 航空幕僚監部 遠州鉄道株式会社

2487 航空幕僚監部 遠州鉄道株式会社

2488 航空幕僚監部 遠州トラック株式会社

2489 航空幕僚監部 追分ファーム

2490 航空幕僚監部 大川信用金庫

2491 航空幕僚監部 株式会社オーテック

2492 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2493 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2494 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2495 航空幕僚監部 岡住工業株式会社

2496 航空幕僚監部 株式会社沖産業

2497 航空幕僚監部 沖縄総合警備保障株式会社

2498 航空幕僚監部 沖縄プラントサービス株式会社

2499 航空幕僚監部 沖縄プラントサービス株式会社

2500 航空幕僚監部 株式会社奥尻ワイナリー

2501 航空幕僚監部 社会福祉法人恩賜財団済生会　東京都済生会中央病院

2502 航空幕僚監部 社会福祉法人偕生会　沖縄偕生園

2503 航空幕僚監部 農事組合法人香川ランチ

2504 航空幕僚監部 梯コンクリート工業株式会社

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2505 航空幕僚監部 鹿児島テレビ放送株式会社

2506 航空幕僚監部 勝田被服株式会社

2507 航空幕僚監部 有限会社金居運送

2508 航空幕僚監部 カネコ種苗株式会社

2509 航空幕僚監部 兼房株式会社

2510 航空幕僚監部 兼房株式会社

2511 航空幕僚監部 兼房株式会社

2512 航空幕僚監部 兼房株式会社

2513 航空幕僚監部 神谷理研株式会社

2514 航空幕僚監部 カリツー東日本株式会社

2515 航空幕僚監部 学校法人川崎学園

2516 航空幕僚監部 川崎設備工業株式会社

2517 航空幕僚監部 川重岐阜サービス株式会社

2518 航空幕僚監部 川重岐阜サービス株式会社

2519 航空幕僚監部 株式会社川長

2520 航空幕僚監部 有限会社苅田環境サービス

2521 航空幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

2522 航空幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

2523 航空幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

2524 航空幕僚監部 一般財団法人関東電気保安協会

2525 航空幕僚監部 関東名鉄運輸株式会社

2526 航空幕僚監部 関東名鉄運輸株式会社

2527 航空幕僚監部 関東名鉄運輸株式会社

2528 航空幕僚監部 一般財団法人関東陸運振興センター

2529 航空幕僚監部 株式会社北九州ウォーターサービス

2530 航空幕僚監部 株式会社北九州ウォーターサービス

2531 航空幕僚監部 株式会社北九州ウォーターサービス

2532 航空幕僚監部 株式会社北九州ウォーターサービス

2533 航空幕僚監部 株式会社北九州ウォーターサービス

2534 航空幕僚監部 岐阜県電気工事業工業組合

2535 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2536 航空幕僚監部 株式会社キャスト

2537 航空幕僚監部 九州アサノ生コンクリート工業株式会社

2538 航空幕僚監部 一般財団法人九州健康総合センター

2539 航空幕僚監部 一般財団法人九州健康総合センター

2540 航空幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2541 航空幕僚監部 一般財団法人九州電気保安協会

2542 航空幕僚監部 九州電力株式会社　玄海原子力発電所

2543 航空幕僚監部 九州電力株式会社　玄海原子力発電所

2544 航空幕僚監部 九州電力株式会社　玄海原子力発電所

2545 航空幕僚監部 九州電力株式会社　玄海原子力発電所

2546 航空幕僚監部 九州電力株式会社　玄海原子力発電所

2547 航空幕僚監部 九州電力株式会社　川内原子力発電所

2548 航空幕僚監部 及明ビル管理株式会社

2549 航空幕僚監部 協和工業株式会社

2550 航空幕僚監部 霧島木質燃料株式会社

2551 航空幕僚監部 株式会社茎津綜業

2552 航空幕僚監部 熊谷通運株式会社

2553 航空幕僚監部 株式会社グリーンテクノ

2554 航空幕僚監部 株式会社クレコ

2555 航空幕僚監部 株式会社クロサワエンジニアリング

2556 航空幕僚監部 株式会社クロサワエンジニアリング

2557 航空幕僚監部 株式会社群馬銀行

2558 航空幕僚監部 株式会社群馬東部水道サービス

2559 航空幕僚監部 社会福祉法人敬生会特別養護老人ホーム敬生園

2560 航空幕僚監部 公益財団法人競馬保安協会

2561 航空幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2562 航空幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

2563 航空幕僚監部 株式会社建設マネジメント北陸

2564 航空幕僚監部 株式会社原燃環境

2565 航空幕僚監部 高栄産業株式会社

2566 航空幕僚監部 高栄産業株式会社

2567 航空幕僚監部 合銀ビジネスサービス株式会社

2568 航空幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

2569 航空幕僚監部 一般財団法人航空保安協会

2570 航空幕僚監部 弘済企業株式会社

2571 航空幕僚監部 光東株式会社

2572 航空幕僚監部 光東株式会社

2573 航空幕僚監部 光東株式会社

2574 航空幕僚監部 鴻池運輸株式会社

2575 航空幕僚監部 社会福祉法人光輪会  ソーシャルサポートTsukinowa

2576 航空幕僚監部 国際自動車株式会社羽田工場

2577 航空幕僚監部 国際ハイヤー株式会社

2578 航空幕僚監部 株式会社国際ビル産業

2579 航空幕僚監部 株式会社国際ビル産業

2580 航空幕僚監部 小島化学薬品株式会社

2581 航空幕僚監部 五島自動車株式会社

2582 航空幕僚監部 医療法人社団五風会さっぽろ香雪病院

2583 航空幕僚監部 協同組合小松トラック輸送センター

2584 航空幕僚監部 ＣＯＭ電子開発株式会社

2585 航空幕僚監部 株式会社彩雲堂

2586 航空幕僚監部 西部ガス・カスタマーサービス株式会社

2587 航空幕僚監部 西部ガステクノソリューション株式会社

2588 航空幕僚監部 社会福祉法人佐賀中部会　障害者支援施設はがくれ学園

2589 航空幕僚監部 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム桜の聖母学院幼稚園

2590 航空幕僚監部 株式会社さつき苑

2591 航空幕僚監部 札幌興業株式会社

2592 航空幕僚監部 学校法人佐藤学園　けやき認定こども園

2593 航空幕僚監部 有限会社佐土原運送

2594 航空幕僚監部 三愛アビエーションサービス株式会社

2595 航空幕僚監部 株式会社サンウッド

2596 航空幕僚監部 株式会社三技協イオス

2597 航空幕僚監部 株式会社三協運輸

2598 航空幕僚監部 三協輸送株式会社

2599 航空幕僚監部 三州製菓株式会社

2600 航空幕僚監部 三八地方森林組合

2601 航空幕僚監部 株式会社サンライズ美保関 美保関バスターミナル

2602 航空幕僚監部 株式会社さんれいフーズ

2603 航空幕僚監部 株式会社シー・キューブド・アイ・システムズ

2604 航空幕僚監部 株式会社シー・キューブド・アイ・システムズ

2605 航空幕僚監部 株式会社シー・キューブド・アイ・システムズ

2606 航空幕僚監部 株式会社シービーエス

2607 航空幕僚監部 株式会社ＪＲ西日本福岡メンテック

2608 航空幕僚監部 株式会社ＪＲ西日本福岡メンテック

2609 航空幕僚監部 しがぎんビジネスサービス株式会社

2610 航空幕僚監部 株式会社システム・ナイン

2611 航空幕僚監部 株式会社システム・ナイン

2612 航空幕僚監部 株式会社システム・ナイン

2613 航空幕僚監部 株式会社システムライン

2614 航空幕僚監部 株式会社Ｊａｐａｎエアロインスペクション

2615 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエアテック

2616 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2617 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2618 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2619 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2620 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2621 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2622 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2623 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2624 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2625 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2626 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2627 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2628 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2629 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬエンジニアリング

2630 航空幕僚監部 株式会社ＪＡＬメンテナンスサービス

2631 航空幕僚監部 株式会社ジュピターコーポレーション

2632 航空幕僚監部 瞬報社写真印刷株式会社

2633 航空幕僚監部 有限会社ジョイフルライフ

2634 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

2635 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

2636 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

2637 航空幕僚監部 株式会社常陽銀行

2638 航空幕僚監部 昭和メンテナンス工業株式会社

2639 航空幕僚監部 ジンエイジェント株式会社

2640 航空幕僚監部 株式会社シンカーテックス

2641 航空幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

2642 航空幕僚監部 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス株式会社

2643 航空幕僚監部 新札幌乳業株式会社

2644 航空幕僚監部 新サンフード工業株式会社

2645 航空幕僚監部 水ｉｎｇＡＭ株式会社

2646 航空幕僚監部 水ｉｎｇ株式会社

2647 航空幕僚監部 スズキ株式会社

2648 航空幕僚監部 株式会社スターフライヤー

2649 航空幕僚監部 住重特機サービス株式会社

2650 航空幕僚監部 住江工業株式会社

2651 航空幕僚監部 医療法人社団青洲会　神立病院

2652 航空幕僚監部 西南機材株式会社

2653 航空幕僚監部 学校法人星美学園

2654 航空幕僚監部 株式会社セーフティ

2655 航空幕僚監部 セキスイハイム東海株式会社

2656 航空幕僚監部 株式会社せき北海道事業所

2657 航空幕僚監部 セコムトセック株式会社首都圏支店

2658 航空幕僚監部 株式会社設備保守センター

2659 航空幕僚監部 株式会社セノン

2660 航空幕僚監部 セフト株式会社

2661 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会茨城県本部

2662 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会茨城県本部自動車部土浦サービスセンター

2663 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会静岡県本部

2664 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会静岡県本部磐田自動車損害サービスセンター

2665 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会島根県本部

2666 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会宮崎・北部サービスセンター

2667 航空幕僚監部 全国共済農業協同組合連合会宮崎県本部

2668 航空幕僚監部 株式会社全日警

2669 航空幕僚監部 株式会社全日警

2670 航空幕僚監部 株式会社全日警

2671 航空幕僚監部 株式会社全日警

2672 航空幕僚監部 全日本空輸株式会社

2673 航空幕僚監部 全日本空輸株式会社

2674 航空幕僚監部 綜合警備保障株式会社

2675 航空幕僚監部 株式会社総合防災ソリューション

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2676 航空幕僚監部 総合メディカル株式会社

2677 航空幕僚監部 株式会社倉伸

2678 航空幕僚監部 株式会社倉伸

2679 航空幕僚監部 ソーワエンジニアリング株式会社

2680 航空幕僚監部 ソニックシステム株式会社

2681 航空幕僚監部 有限会社第一飼料

2682 航空幕僚監部 大京整備株式会社

2683 航空幕僚監部 大京整備株式会社

2684 航空幕僚監部 大京整備株式会社

2685 航空幕僚監部 大京整備株式会社

2686 航空幕僚監部 株式会社大興設備開発

2687 航空幕僚監部 大清興業株式会社

2688 航空幕僚監部 大星電機株式会社

2689 航空幕僚監部 有限会社タイテック

2690 航空幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

2691 航空幕僚監部 太平ビルサービス株式会社

2692 航空幕僚監部 太陽運輸倉庫株式会社

2693 航空幕僚監部 太陽石油株式会社

2694 航空幕僚監部 高砂フードプロダクツ株式会社

2695 航空幕僚監部 有限会社高信ビジネス・サービス

2696 航空幕僚監部 髙瀬物産株式会社苫小牧支店

2697 航空幕僚監部 タカノフーズ関東株式会社

2698 航空幕僚監部 高橋配送有限会社

2699 航空幕僚監部 タキイ種苗株式会社

2700 航空幕僚監部 株式会社タクマテクノス西日本支社

2701 航空幕僚監部 武田産業株式会社

2702 航空幕僚監部 医療法人橘会飯能中央病院

2703 航空幕僚監部 株式会社丹治秀工業

2704 航空幕僚監部 株式会社筑紫の郷

2705 航空幕僚監部 地崎道路株式会社

2706 航空幕僚監部 千歳市環境整備事業協同組合

2707 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2708 航空幕僚監部 千歳ファシリティーズ株式会社

2709 航空幕僚監部 一般財団法人中国電気保安協会

2710 航空幕僚監部 中電環境テクノス株式会社

2711 航空幕僚監部 中日運送株式会社

2712 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

2713 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

2714 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

2715 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

2716 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

2717 航空幕僚監部 一般財団法人中部電気保安協会

2718 航空幕僚監部 有限会社月津運送

2719 航空幕僚監部 株式会社筑波銀行

2720 航空幕僚監部 学校法人津曲学園　鹿児島国際大学附属鹿児島幼稚園

2721 航空幕僚監部 ＤＩＣエステート株式会社

2722 航空幕僚監部 ＤＩＣエステート株式会社

2723 航空幕僚監部 株式会社ＤＮＰファシリティサービス

2724 航空幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

2725 航空幕僚監部 株式会社ティーファスパートナーズ

2726 航空幕僚監部 ディフェンスレイバーソフト株式会社

2727 航空幕僚監部 ディフェンスレイバーソフト株式会社

2728 航空幕僚監部 手取産業株式会社

2729 航空幕僚監部 株式会社テレビ宮崎

2730 航空幕僚監部 有限会社天平フーズ

2731 航空幕僚監部 株式会社東海テック

2732 航空幕僚監部 東京ユニオンサーキュレーション株式会社

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2733 航空幕僚監部 東綱商事株式会社

2734 航空幕僚監部 東綱商事株式会社

2735 航空幕僚監部 東芝インフラシステムズ株式会社電機サービスセンター

2736 航空幕僚監部 東部液化石油株式会社

2737 航空幕僚監部 東北発電工業株式会社女川支社

2738 航空幕僚監部 東北発電工業株式会社女川支社

2739 航空幕僚監部 社会福祉法人ときわ会

2740 航空幕僚監部 苫小牧熱供給株式会社

2741 航空幕僚監部 苫小牧熱供給株式会社

2742 航空幕僚監部 苫小牧熱供給株式会社

2743 航空幕僚監部 株式会社トミレディオ

2744 航空幕僚監部 株式会社富山環境整備

2745 航空幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

2746 航空幕僚監部 トヨタすまいるライフ株式会社

2747 航空幕僚監部 トヨタ部品四国共販株式会社

2748 航空幕僚監部 有限会社トヨトミ運輸

2749 航空幕僚監部 十和田観光電鉄株式会社

2750 航空幕僚監部 株式会社十和田ビルサービス

2751 航空幕僚監部 中村留精密工業株式会社

2752 航空幕僚監部 社団医療法人容雅会　中村病院

2753 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2754 航空幕僚監部 一般財団法人名古屋高速道路協会

2755 航空幕僚監部 名古屋滋賀交通株式会社

2756 航空幕僚監部 株式会社ナスカ

2757 航空幕僚監部 那覇空港コーディアルサービス株式会社

2758 航空幕僚監部 有限会社南州メディカル　介護クリーンセンター南洲

2759 航空幕僚監部 株式会社仁組急送

2760 航空幕僚監部 西鉄エアサービス株式会社

2761 航空幕僚監部 西鉄エアサービス株式会社

2762 航空幕僚監部 西鉄エアサービス株式会社

2763 航空幕僚監部 西鉄観光バス株式会社

2764 航空幕僚監部 西鉄バス久留米株式会社

2765 航空幕僚監部 株式会社西東京イエローハット

2766 航空幕僚監部 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社

2767 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2768 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2769 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2770 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2771 航空幕僚監部 西日本高速道路サービス九州株式会社

2772 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2773 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2774 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2775 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2776 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2777 航空幕僚監部 株式会社西日本シティ銀行

2778 航空幕僚監部 株式会社荷造梱包ルートサービス

2779 航空幕僚監部 日鉄住金ビジネスサービス千葉株式会社

2780 航空幕僚監部 日鉄ビジネスサービス千葉株式会社

2781 航空幕僚監部 日鉄物流君津株式会社

2782 航空幕僚監部 日豊輸送株式会社

2783 航空幕僚監部 日本エンジン株式会社

2784 航空幕僚監部 日本コンクリート株式会社

2785 航空幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

2786 航空幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

2787 航空幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

2788 航空幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

2789 航空幕僚監部 日本梱包運輸倉庫株式会社

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2790 航空幕僚監部 日本通運株式会社

2791 航空幕僚監部 日本安全警備株式会社

2792 航空幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

2793 航空幕僚監部 一般社団法人日本血液製剤機構

2794 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2795 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2796 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2797 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2798 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2799 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2800 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2801 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2802 航空幕僚監部 日本原燃株式会社

2803 航空幕僚監部 日本赤十字社九州ブロック血液センター

2804 航空幕僚監部 日本赤十字社宮崎県赤十字血液センター

2805 航空幕僚監部 日本総合整美株式会社

2806 航空幕僚監部 日本通運株式会社

2807 航空幕僚監部 日本通運株式会社

2808 航空幕僚監部 日本テクノ株式会社

2809 航空幕僚監部 株式会社日本パーカーライジング広島工場

2810 航空幕僚監部 株式会社日本パーカーライジング広島工場

2811 航空幕僚監部 株式会社日本パーカーライジング広島工場

2812 航空幕僚監部 日本飛行機株式会社

2813 航空幕僚監部 日本飛行機株式会社

2814 航空幕僚監部 日本飛行機株式会社

2815 航空幕僚監部 日本複合材料株式会社

2816 航空幕僚監部 日本複合材料株式会社

2817 航空幕僚監部 日本無線株式会社

2818 航空幕僚監部 株式会社ニヤクコーポレーション

2819 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・サポート新潟

2820 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

2821 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

2822 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

2823 航空幕僚監部 株式会社ネクスコ・トール東北

2824 航空幕僚監部 ノーザンファーム

2825 航空幕僚監部 ノーザンファーム

2826 航空幕僚監部 ノーザンファーム

2827 航空幕僚監部 野村證券株式会社

2828 航空幕僚監部 野村證券株式会社

2829 航空幕僚監部 ハイウェイ・リバーメンテナンス株式会社

2830 航空幕僚監部 株式会社ハイテックシステム

2831 航空幕僚監部 社会福祉法人博愛会　聖和苑

2832 航空幕僚監部 医療法人社団白報会　入間藤沢幸楽園

2833 航空幕僚監部 浜松いわたビジネスサービス株式会社

2834 航空幕僚監部 浜松市上下水道部

2835 航空幕僚監部 浜松ヒートテック株式会社

2836 航空幕僚監部 浜松ホトニクス株式会社

2837 航空幕僚監部 株式会社はれコーポレーション

2838 航空幕僚監部 株式会社バンブーファクトリー

2839 航空幕僚監部 株式会社東松山カントリークラブ

2840 航空幕僚監部 株式会社ビクトリー自動車

2841 航空幕僚監部 株式会社ピックアップジャパン

2842 航空幕僚監部 日野自動車株式会社

2843 航空幕僚監部 百五ビジネスサービス株式会社

2844 航空幕僚監部 平野クレーン工業株式会社

2845 航空幕僚監部 株式会社比良松

2846 航空幕僚監部 医療法人美林会　志木小林歯科

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2847 航空幕僚監部 株式会社ビルネット

2848 航空幕僚監部 株式会社ビルネット

2849 航空幕僚監部 広島綜警サービス株式会社

2850 航空幕僚監部 株式会社ＦＡＭＯ長沼

2851 航空幕僚監部 フェニックスリゾート株式会社

2852 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス

2853 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス

2854 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス

2855 航空幕僚監部 株式会社福岡エネルギーサービス

2856 航空幕僚監部 株式会社福岡クリーンエナジー

2857 航空幕僚監部 福岡県芦屋町役場

2858 航空幕僚監部 公益財団法人福岡県結核予防会　福岡結核予防センター

2859 航空幕僚監部 福岡昭和タクシー株式会社

2860 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

2861 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

2862 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

2863 航空幕僚監部 福岡ロードサービス株式会社

2864 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2865 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2866 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2867 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2868 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2869 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2870 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2871 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2872 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2873 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2874 航空幕僚監部 富士航空整備株式会社

2875 航空幕僚監部 社会福祉法人藤美会　特別養護老人ホーム美保の里

2876 航空幕僚監部 フロントフィールド警備保障株式会社

2877 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2878 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2879 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2880 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2881 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2882 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2883 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2884 航空幕僚監部 一般財団法人防衛弘済会

2885 航空幕僚監部 北進産業株式会社

2886 航空幕僚監部 一般財団法人北陸電気保安協会

2887 航空幕僚監部 公益財団法人星総合病院

2888 航空幕僚監部 学校法人北海学園　北海高等学校

2889 航空幕僚監部 北海自動車工業株式会社

2890 航空幕僚監部 北海道クリーン・システム株式会社

2891 航空幕僚監部 北海道中央バス株式会社札幌整備工場

2892 航空幕僚監部 北海道中央バス株式会社

2893 航空幕僚監部 北海道東急ビルマネジメント株式会社

2894 航空幕僚監部 北海道東急ビルマネジメント株式会社

2895 航空幕僚監部 北海道三八五流通株式会社

2896 航空幕僚監部 北海道郵便逓送株式会社

2897 航空幕僚監部 北海道ロジサービス株式会社

2898 航空幕僚監部 株式会社ホテルニュー王子

2899 航空幕僚監部 株式会社ホテルニュー王子

2900 航空幕僚監部 株式会社ホテルニュー王子

2901 航空幕僚監部 株式会社ホテルニュー王子

2902 航空幕僚監部 株式会社ホテルニュー王子

2903 航空幕僚監部 株式会社ホテルニュー王子

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2904 航空幕僚監部 株式会社マクレル

2905 航空幕僚監部 株式会社マテック石狩支店

2906 航空幕僚監部 株式会社マルゼンシステムズ

2907 航空幕僚監部 ミカローム工業株式会社

2908 航空幕僚監部 三沢エンジニアリング株式会社

2909 航空幕僚監部 三沢エンジニアリング株式会社

2910 航空幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2911 航空幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2912 航空幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2913 航空幕僚監部 株式会社三沢警備保障

2914 航空幕僚監部 株式会社水本機械製作所

2915 航空幕僚監部 株式会社みちのく銀行

2916 航空幕僚監部 みちのくコンサルタント株式会社

2917 航空幕僚監部 株式会社三井クリエイト

2918 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2919 航空幕僚監部 三菱重工業株式会社

2920 航空幕僚監部 三菱電機特機システム株式会社

2921 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2922 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2923 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2924 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2925 航空幕僚監部 三菱プレシジョン株式会社

2926 航空幕僚監部 株式会社南日本銀行

2927 航空幕僚監部 公益社団法人宮城県建設センター

2928 航空幕僚監部 公益社団法人宮城県建設センター

2929 航空幕僚監部 ミヤギ産業株式会社

2930 航空幕僚監部 三八五バス株式会社

2931 航空幕僚監部 三八五ロジステックス株式会社

2932 航空幕僚監部 株式会社宮崎銀行

2933 航空幕僚監部 公益財団法人宮崎県学校給食会

2934 航空幕僚監部 宮崎県総合農業試験場

2935 航空幕僚監部 株式会社宮崎森林発電所

2936 航空幕僚監部 宮崎綜合警備株式会社

2937 航空幕僚監部 学校法人武蔵野美術大学

2938 航空幕僚監部 武蔵野美装株式会社

2939 航空幕僚監部 名阪観光株式会社鈴鹿カンツリークラブ

2940 航空幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2941 航空幕僚監部 メタウォーターテック株式会社

2942 航空幕僚監部 株式会社メモリード　五島コンカナ王国

2943 航空幕僚監部 株式会社メモリード宮崎　西都メモリードホール

2944 航空幕僚監部 株式会社森の環

2945 航空幕僚監部 株式会社ヤシマ

2946 航空幕僚監部 柳川合同ロジ有限会社

2947 航空幕僚監部 柳川合同ロジ有限会社

2948 航空幕僚監部 学校法人山口高川学園

2949 航空幕僚監部 株式会社山口フィナンシャルグループ

2950 航空幕僚監部 株式会社山元

2951 航空幕僚監部 株式会社山元

2952 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

2953 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

2954 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

2955 航空幕僚監部 大和電子サービス株式会社

2956 航空幕僚監部 株式会社友愛ビルサービス

2957 航空幕僚監部 弓ヶ浜水産株式会社

2958 航空幕僚監部 有限会社𠮷山工業所

2959 航空幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

2960 航空幕僚監部 ライジング厚生サービス株式会社

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



連番 離職時に在職していた在職機関 再就職先の名称

2961 航空幕僚監部 ラビットバス株式会社

2962 航空幕僚監部 菱計装株式会社

2963 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

2964 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

2965 航空幕僚監部 株式会社ルフト・トラベルレンタカー

2966 航空幕僚監部 学校法人嶺南学園　敦賀気比高等学校

2967 航空幕僚監部 ロジスペック株式会社

2968 航空幕僚監部 六ケ所げんねん企画株式会社

2969 航空幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

2970 航空幕僚監部 六ヶ所原燃警備株式会社

2971 航空幕僚監部 株式会社ＹＣＬ

2972 航空幕僚監部 株式会社渡商会

2973 情報本部 高知プラントサービス株式会社

2974 情報本部 内閣府迎賓館

　※航空幕僚監部には、航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。



１，９９６名

１等陸尉、１等海尉、１等空尉以下の階級（任期制隊員）であった若年定年等隊員の就職の援助の実施結果
（令和元年度）

任期制隊員の就職の援助を行った人数


