
番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 製造業 生産工程 加古川

第２希望 運輸業 事務的 明石

第３希望 運輸業 輸送・機械運転 神戸

第１希望 公務・団体 専門・技術 伊丹市近郊

第２希望 サービス業 教育 大阪府北部

第３希望 製造業 保安・警備 兵庫県南部

第１希望 公務・団体 運転手 神戸市

第２希望 サービス業 斎条 芦屋市

第３希望 金融・保険 寮監 加古川

第１希望 サービス業 操縦手 阪神地区

第２希望 サービス業 調理員 阪神地区

第３希望 団体業 警備 大阪市内

第１希望 サービス業 倉庫管理 姫路市

第２希望 警備業 保安・警備 加古川市

第３希望 製造業 操縦手 神戸市

5 令和3年8月22日 53 男
１曹
（陸）

大型自動車、けん引免許

4 令和3年8月9日 53 男
曹長
（陸）

第２種大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪、危険
物第４類、衛生管理者第１種、調理師免許

令和３年度　定年制自衛官の退職予定者

1 令和3年7月8日 53 男
２尉
（海）

大型自動車、フォークリフト

3 令和3年7月25日 53 男
１曹
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型特殊自動車、２級ボイラー技
士、第２級陸上特殊無線技士

2 令和3年7月23日 53 男
２尉
(陸)

大型自動車、けん引免許、普通自動２輪車



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 損保業 賠償担当 大阪

第２希望 生保業 賠償担当 兵庫

第３希望 公務員 刑務官 京都

第１希望 サービス業 保安・警備 小野、三木、加東

第２希望 金融・保険業 保安・警備 明石、神戸

第３希望 公務・団体業 防災職 姫路

第１希望 公務員 専門職 播磨地区

第２希望 金融・保険業 事務・会計 神戸地区

第３希望 サービス業 保安・警備 別府市

第１希望 公務団体 保安 東播地区

第２希望 サービス業 寮監 西播地区

第３希望 サービス業 警備 北播地区

第１希望 公務・団体 保安・警備 神戸市内

第２希望 サービス業 販売・外交 明石市近郊

第３希望 金融業 寮監 大阪市内

第１希望 サービス業 金融・保険 姫路市

第２希望 保安・警備 保安・警備 姫路市近郊

第３希望

11 令和3年9月9日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、けん引免許

10 令和3年9月8日 53 男
１尉
(陸)

大型自動車、大型特殊自動車、けん引免許

9 令和3年9月2日 53 男
准尉
（陸）

大型自動車、大型特殊自動車、けん引免許、危険物取扱者
乙４類、３級整備士、調理師、フォークリフト

8 令和3年8月28日 53 男
１尉
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型自動二輪車、危険物取扱者
乙４類、甲種防火管理者、防災マスター、防災監

7 令和3年8月27日 53 男
准尉
（陸）

大型自動車、けん引免許、大型自動二輪

6 令和3年8月24日 53 男
１尉
（陸）

大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪、ボイラー技
士２級、危険物（丙）



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 窯業・土製品製造業 窯業・製品製造 豊岡市

第２希望 その他製造業 その他の製造・制作

第３希望 サービス業 保安

第１希望 サービス業 保安・警備 阪神地区

第２希望 公務・団体 操縦手 北摂地区

第３希望 輸送業 事務 大阪市内

第１希望 サービス業 保安・警備 伊丹市及び近郊

第２希望 公務・団体 総務事務 大阪市

第３希望 サービス業 操縦手 神戸市

第１希望 教育業 用務員 明石市

第２希望 サービス業 倉庫管理 神戸市

第３希望 ガス・電気 LPガス 姫路市

第１希望 建設業 操縦手 阪神地区

第２希望 警備 警備員 北摂地区

第３希望 運輸業 操縦手 大阪市内

第１希望 サービス業 保安・警備 伊丹市及び近郊

第２希望 公務・団体 総務事務 大阪市

第３希望 神戸市

17 令和3年11月5日 53 男
准尉
（陸）

大型自動車、けん引免許

16 令和3年10月25日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、けん引免許、自動二輪、大型特殊自動車、第２
級陸上特殊無線技士、航空特殊無線技士、レーダー級会場
特殊無線技士、移動式クレーン

15 令和3年10月14日 52 男
３曹
（陸）

大型自動車、けん引免許、大型特殊自動車、ガス溶接、アー
ク溶接、液化石油ガス設備士

14 令和3年10月12日 53 男
曹長
（海）

大型自動車、大型特殊自動車、けん引免許

13 令和3年10月8日 53 男
准尉
(陸)

大型自動２輪、第大型自動車、大型特殊自動車、けん引免
許、貴重品運搬警備業務２級、施設警備業務２級

12 令和3年9月23日 52 男
２曹
(空)

中型自動車



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 サービス業 保安・警備 姫路地区

第２希望 金融・保険業 操縦手 加古川地区

第３希望 公務・団体業 事務 神戸地区

第１希望 公務・団体業 総務事務 阪神地区

第２希望 公務・団体業 医療事務 神戸市内

第３希望 サービス業 輸送・運転手 姫路市内

第１希望 その他 保安 神戸市

第２希望 サービス業 サービス 西宮市

第３希望 運輸業 輸送 明石市

第１希望 製造業 生産工程 明石市

第２希望 保安業 保安 姫路市

第３希望 サービス業 サービス たつの市

第１希望 医療業 操縦手 姫路市内

第２希望 教育業 教習指導員 西播地区

第３希望 運輸業 路線バス運転手 東播地区

第１希望 サービス業 寮監 姫路市

第２希望 金融・保険業 事務 神戸市

第３希望 金融・保険業 寮監 加古川市

23 令和3年12月9日 53 男
１尉
（陸）

中型自動車

22 令和3年12月6日 53 男
１曹
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型特殊自動車、大型自動二
輪、大型教習指導員、大型技能検定員

21 令和3年11月29日 53 男
１曹
（海）

大型自動二輪、大型自動車、２級小型船舶操縦免許

20 令和3年11月20日 53 男
２尉
（海）

大型自動車、二級小型船舶操縦免許

19 令和3年11月13日 52 女
２曹
(陸)

大型自動車、けん引免許

18 令和3年11月5日 53 男
２尉
（陸）

大型自動車、けん引免許
大型自動二輪



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 専門的職業 尼崎市

第２希望 専門的職業 西宮市

第３希望 専門的職業 伊丹市

第１希望 情報通信業 電機・通信 姫路市

第２希望 公務・団体業 市町村機関 神戸市

第３希望 金融・保険業 損害損保 大阪市

第１希望 運輸業 運転手 三田市

第２希望 危機管理業 フォークリフト操作手 福知山市

第３希望 建設業 運転手 篠山市

第１希望 サービス業 運転手 小野・三木・西脇近傍

第２希望 運輸業 運転手 加古川近傍

第３希望 警備業 運転手 姫路近傍

第１希望 学校教育 管理的職業 阪神間

第２希望 サービス業 サービス 神戸市

第３希望 公務員 保安・警備 大阪市

第１希望 公務・団体 保安・警備 川西市

第２希望 運搬・清掃 倉庫管理 伊丹市

第３希望 運搬・清掃 清掃 尼崎市

29 令和3年12月21日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車

28 令和3年12月19日 53 男
１尉
(陸)

大型自動車

27 令和3年12月18日 53 男
１曹
（陸）

大型自動車、けん引免許、大型自動車二種免許、フォークリ
フト技能講習

26 令和3年12月12日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、大型特殊自動車、自動二輪、けん引免許

25 令和3年12月10日 53 男
１尉
（陸）

大型自動車、けん引免許、第１級陸上特殊無線技士、地域
防災マネージャー、防災士

24 令和3年12月10日 53 男
２尉
（海）

スポーツプログラマー、水泳指導員、プール衛生管理、赤十
字水上安全法救助員I



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 サービス業 寮監 姫路市

第２希望 サービス業 JR関連整備 神埼郡福崎町

第３希望 運輸業 操縦手 明石市

第１希望 医療業 運転手 姫路市

第２希望 運輸業 運転手 神埼郡福崎町

第３希望 製造業 倉庫管理 たつの市

第１希望 サービス業 診療放射線技師 兵庫県播州地区

第２希望 サービス業 寮監 兵庫県播州地区

第３希望 サービス業 操縦手 兵庫県播州地区

第１希望 道路貨物運送業 運転 伊丹市

第２希望 倉庫業 事務 川西市

第３希望 銀行・信託業 居住施設・ビル等の管理 宝塚市

第１希望 輸送業 操縦手 姫路市近隣

第２希望 学校管理業 管理業務 神戸市

第３希望 介護・福祉業 介護

第１希望 サービス業 操縦手 阪神地区

第２希望 公務・団体業 保安・警備 大阪市内

第３希望 公務・団体業 保安・警備 北摂地区

35 令和4年1月25日 53 男
曹長
（陸）

大型自動車、けん引免許

34 令和4年1月15日 53 男
２尉
（陸）

大型自動車第２種、けん引自動車、普通自動二輪、運行管
理者（旅客）、危険物乙４類、高圧ガス製造保安責任者

33 令和4年1月12日 53 男
１曹
(空)

大型自動車

32 令和4年1月7日 53 男
准尉
（陸）

大型自動車、けん引免許、診療放射線技師

31 令和3年12月21日 53 男
１曹
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型フォークリフト

30 令和3年12月21日 53 男
１曹
（陸）

大型自動車、けん引免許、調理師、移動式クレーン、玉掛技
能者、ガス溶接技能者、乙種第４類危険物



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 電気業 専門的・技術的 兵庫県

第２希望 サービス業 警備 大阪北部

第３希望 運輸業 操縦手 大阪府

第１希望 運送業 操縦手 三木市

第２希望 運送業 操縦手 神戸市

第３希望 運送業 操縦手 明石市

第１希望 警備業 保安・警備 西脇市

第２希望 建設業 技術職 加西市

第３希望 製造業 製造職 小野市

第１希望 サービス業 介護 阪神地区

第２希望 公務・団体業 保安・警備 北摂地区

第３希望 運送業 操縦手 大阪市内

第１希望 公務・団体業 防災（危機管理） 兵庫県北播地区

第２希望 保険業 損保 加古川市

第３希望 保険業 損保 姫路市

第１希望 医療福祉 看護 伊丹市近郊

第２希望 医療福祉 看護 松阪市

第３希望

41 令和4年2月8日 53 女
１尉
（陸）

普通自動車、看護師

40 令和4年2月6日 53 男
１尉
(陸)

大型自動車、けん引免許、調理師、乙種第４類危険物取扱
者

39 令和4年2月2日 53 男
曹長
（陸）

大型自動車第二種、けん引免許、大型自動二輪、調理師、
介護初任者研修、初級障がい者スポーツ指導員

38 令和4年1月31日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、けん引免許、ガス溶接、アーク溶接、移動式ク
レーン運転士

37 令和4年1月29日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型特殊自動車

36 令和4年1月26日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、乙種第４類危険物取扱者、第２種電気工事士



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 公務・団体業 事務 阪神地区

第２希望 金融・保険業 事務 大阪市内

第３希望

第１希望 医療・福祉 介護 姫路市内

第２希望 サービス業 保安警備 加古川市内

第３希望 公務・団体業 寮監 神戸市内

第１希望 公務・団体 寮監 姫路市内

第２希望 金融・保険 保安・警備 高砂市内

第３希望 サービス業 操縦手 加古川市内

第１希望 医療業 診療放射線技師 猪名川・川西・伊丹

第２希望 公務・団体業 保安・警備 大阪北摂

第３希望 運送業 倉庫管理 兵庫阪神

第１希望 保健衛生業 産業看護師 伊丹市近郊

第２希望 医療業 介護施設 尼崎市近郊

第３希望 医療業 療養型病院 西宮市近郊

第１希望 サービス業 運転手 阪神地区

第２希望 運輸業 倉庫管理 大阪北摂地区

第３希望 公務・団体業 保安・警備

47 令和4年3月14日 53 男
准尉
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型特殊自動車、２級ガソリン自
動車整備士、３級ガソリン自動車整備士

46 令和4年3月5日 53 女
１尉
(陸)

中型自動車、看護師

45 令和4年2月21日 53 男
准尉
(陸)

大型自動車、診療放射線技術免許

44 令和4年2月12日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、けん引免許、大型特殊自動車、自動二輪

43 令和4年2月11日 53 男
准尉
(陸)

大型自動車、けん引免許、介護職員初任研修、フォークリフト
運転技能講習、甲種火薬類取扱保安責任者

42 令和4年2月11日 53 男
１尉
(陸)

大型自動車



番号 退職予定年月日 退職時の年齢 性別 階級 資格・免許 希望順位 希望業種 希望職種 希望勤務地

第１希望 製造業 生産・工員 伊丹市

第２希望 不動産業 保安・警備 尼崎市

第３希望 サービス業 事務 大阪市

第１希望 製造業 製造職 姫路市内

第２希望 建設業 施工管理 兵庫県西播地区

第３希望 サービス業 サービス全般 兵庫県東播地区

第１希望 サービス業 用務員 三木市

第２希望 警備業 保安・警備 神戸市西区

第３希望 製造業 製造職 加西市

第１希望 輸送・通信業 航空輸送業 神戸市

第２希望 製造業 輸送機器器具製造業 伊丹市

第３希望 防衛産業 電気機械器具組立・修理 小牧市

51 令和4年3月30日 53 男
曹長
（空）

大型自動車

50 令和4年3月29日 53 男
曹長
(陸)

大型自動車、けん引免許、普通自動二輪

49 令和4年3月23日 53 男
１曹
（陸）

大型自動車、けん引免許

48 令和4年3月19日 53 男
２佐
(陸)

中型自動車、普通自動二輪


