
№
階　級

定年予定年月
定年日年齢

学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

・大型自動車 （施設科） ・運輸・操縦手

１等陸曹
高　卒 ・大型特殊 ・施設部隊 ・施設保安警備

３．１０
横浜市 ・けん引 ・地方協力本部 ・倉庫管理

５５歳
・３級ディーゼルエンジン整備

・大型自動車 （普通科） ・学校用務員

准陸尉
中　卒 ・普自二輪 ・普通科部隊 ・施設管理

３．１０
横浜市 ・第4級小型船舶 ・教育部隊 ・電気保安員

５５歳
・第２種電気工事士 ・地方協力本部

・大型自動車 （普通科） ・運転操縦手

１等陸曹
高　卒 ・けん引 ・普通科部隊 ・介護

３．１１
横須賀市 ・フォークリフト ・業務部隊 ・施設警備

５５歳
・危険物取扱（乙４）

・大型自動車 （普通科） ・運輸運転手

１等陸曹 ・第２種大型自動車
高　卒 ・大型特殊 ・普通科部隊 ・学校用務員

３．１１ ・けん引
寒川町 ・危険物取扱者（乙４） ・教育部隊

５５歳 ・教習指導員
（大型、中型、けん引）

・大型自動車 （高射特科） ・バス運転士

１等陸曹
中　卒 ・第２種大型自動車 ・高射部隊 ・トレーラ運転手

３．１２ ・後方部隊
大和市 ・けん引 ・補給部隊 ・タクシー運転手

５５歳 ・業務部隊

　

・大型自動車 （通信科） ・学校用務員

陸曹長
高　卒 ・けん引 ・通信部隊 ・クレーンオペレータ

３．１２
厚木市 ・大自二輪 ・地方協力本部 ・林業

５５歳
・移動式クレーン ・機関

・大型自動車 （武器科） ・製造専門技術

陸曹長
高　卒 ・けん引 ・武器部隊 ・運輸操縦手

４．１
相模原市 ・大型特殊 ・機関 ・介護

５５歳
・職業訓練指導員（溶接）

・大型自動車 （施設科） ・運輸

准陸尉 ・けん引
高　卒 ・大型特殊 ・施設部隊 ・物流

４．１ ・第２種大型自動車
川崎市 ・移動式クレーン ・倉庫

５５歳 ・フォークリフト
・車両系建設機械 ・警備

　私は、主に庶務及び物品管理業務を
行ってきました。常に明るく前向きに
を心掛けコミュニケーション能力を身
に着けスムーズな業務を実施してきま
した。今までの経験を生かして頑張っ
ていきますので、どうぞよろしくお願
い致します。また、備品等の修繕も得
意です。

　私は、主に総務に関する業務を担当
してきました。関係部署との業務、勤
務調整、部隊の窓口業務を行ってまい
りました。その他、法律・規則等に基
づいた個人情報の適正な取り扱い要領
を習得しました。業務を迅速・確実に
行う大切さを再就職に活かしたいとか
んがえています。

　私は、車が好きで得意とする板金、
車検整備等の業務を経験してきまし
た。常に奉仕の精神を持って勤務し、
海外派遣・災害派遣活動は大きな経験
となりました。人との繋がりを大切
に、感謝の気持ちと謙虚さを忘れず社
会に貢献していきたいと思っておりま
す。

　私は、２３年間を普通科部隊で勤務
し，その内３年間を教習指導員として
勤め貴重な経験を積むことができ、無
事故走行８万Kmを達成しました。そ
の後、国際活動教育部隊に約３年勤務
し、車両・燃料及び施設管理業務に就
き、現在は、駐屯地運営の要である糧
食班で勤務しています。

私は、約３６年間自衛隊で５回全国異
動して多くの職務経験の機会を得まし
た。中でも訓練等の計画を企画する業
務については、装備品や人員の調整、
統制等をする立場で勤務する事により
自身の実行力及びコミュニケーション
能力の向上につながったと思います。
再就職後は、毛経験を活しつつ心機一
転仕事に励む所存です。

　私は、それぞれの免許取得後から、
主任務として車両操縦や建設機械の操
縦手を約２５年間、訓練・工事・災害
派遣等に従事し、日々操縦技術の向上
を図ってきました。また、平成２３年
以降は隊員の育成を主任務とした中
で、指導力・調整力等を養うことが出
来ました。このような経験を活かし新
たな職務で貢献したいと考えておりま
す。

4

5

6

7

8

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

3

　私は、普通科部隊で主に通信器材の
取り扱い、運用に関する業務を実施、
また補給に関する業務では物資の入出
庫管理や輸送に関する業務にも携わっ
てきました。災害派遣にも数回参加し
民生の安定に寄与してきました。正し
い情報入手と安全かつ迅速な物資輸送
が重要と認識しそれらの経験を活かし
頑張って行きます。

2

　私は、自衛隊では主に、募集業務、
整備業務を担当してきました。募集業
務では、自衛官以外の方々と多く関わ
り、気遣い・言葉遣いを学び良好な人
間関係を学びました。整備業務では、
正確・確実にをモットーに業務を遂行
してまいりました。確実・正確・誠実
に頑張る所存です。

1



№
階　級

定年予定年月
定年日年齢

学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

・大型自動車 （通信科） ・施設倉庫管理

准陸尉
高　卒 ・移動式クレーン ・通信部隊 ・運輸操縦手

４．１
横須賀市 ・工事担任者（アナログ第１種） ・通信電気技術

５５歳
・第２種電気工事士

・大型自動車
・けん引 （通信科） ・運輸操縦手

２等陸尉 ・大型特殊
高　卒 ・危険物取扱（乙４） ・通信部隊 ・警備

４．１ ・移動式クレーン
横須賀市 ・ITパスポート ・地方協力本部 ・学校事務

５５歳 ・防災士
・大型自動二輪
・車両系建設機械（整地）

・中型免許（８t限定） （情報科） ・電気・ガス保安管理

１等陸曹
大　卒 ・第１、第２種情報処理技術者 ・情報部隊 ・生産・倉庫管理

４．１
厚木市 ・初級システムアドミニストレータ ・警備

５５歳
・第２種電気工事士

・大型自動車 （通信科） ・学校用務員・Dr

１等陸尉
大　卒 ・けん引 ・通信部隊 ・施設警備

４．１
鎌倉市 ・第１級小型船舶 ・機関

５５歳
・高校教員免許（公民）

・第一種大型自動車 （普通科） ・倉庫管理

准陸尉
高　卒 ・けん引 ・普通科部隊 ・林業

４．１
横須賀 ・フォークリフト ・教育部隊

55歳
・英語検定２級

・大型自動車
・けん引 （武器科） ・学校用務員・Dr

陸曹長 ・大型特殊
高　卒 ・第２種大型自動車 ・補給部隊 ・輸送業務

４．２ ・フォークリフト
足柄上郡 ・車両系建設機械 ・警備

５５歳 開成町 ・小型移動式クレーン
・玉掛技能講習
・特別管理産業廃棄物管理責任者

陸曹長 ・第一種大型自動車 （普通科） ・保安・警備

高　卒 ・大型特殊
４．２ ・けん引 ・普通科部隊 ・事務

千葉県 ・自衛消防技術認定
５５歳 柏市 ・甲種防火責任者 ・地方協力本部

・機関

・大型自動車 （普通科） ・事務

准陸尉 ・けん引
高　卒 ・マイクロソフトスペシャルマスター ・普通科部隊 ・施設管理

４．３ ・マンション管理士 ・機関
横須賀市 ・管理業務主任者 ・司令部 ・教育学習支援

５５歳 ・宅地建物取引士 ・地方協力本部

13

　私は在職中、日米合同演習において
通訳業務を行う事が多く、米国への訓
練留学までさせて頂き、仕事上での英
語で困る事は特に感じていません。
英語で話すコツがあり、それを知って
いるので今後も困ることはありませ
ん。

15

　自衛隊では主に総務系の業務に従事
してきました。これまで常に心掛けた
のは、いかなる事にも柔軟に対応する
事です。これまで培った経験で活躍し
ますので、よろしくお願いいたしま
す。

12

私は、通信科要員として装備品の監
督・検査官・調達専門官の業務を実施
し多くの方々と協力して職務を遂行し
てきました。体力面では、持続走、銃
剣道、バレーボールを通じて心身を鍛
え、現在は各種マラソン、野球のコー
チ、草野球チームで汗を流していま
す。自衛隊での経験を活かし社会へ貢
献したいと思います。

14

　私は弾薬などの危険物を扱う業務に
従事し常に初心を忘れることなく安全
意識を持って任務を遂行してきまし
た。硫黄島では不発弾の識別・運搬を
実施いたしました。協調性もあり率先
垂範して業務にあたり、コミュニケー
ション能力も身につけてきました。自
衛隊での経験を今後も活かして社会貢
献したいと思っております。

16

　私は、主に教育訓練を所掌する部署
に長く勤務し、大規模かつ多くの企画
運営に携わり、その過程で折衝力及び
コミュニケーション能力を培ってきま
した。また、小部隊の指揮官として、
隊員の教育や生活指導等の経験から相
手の立場になって物事を考えることを
大切にしています。

　私は、自衛隊で培った気力・体力と
強い責任感には自信があります。特に
通信学校勤務では学生への教育及び学
生隊舎の維持管理業務が能力向上に繋
がりました。また、青少年指導員の経
験を活かし青少年の健全な育成に貢献
したいと思っております。在任間取得
した資格を活かして即戦力となれるよ
う勤務したいと考えます。

9

10

　私は、教育訓練に携わる業務を通じ
て被教育者の能力や個性に応じた指導
力を身に付けてきました。また、様々
な業務を経験し責任感と柔軟性をもっ
て任務を遂行してまいりました。常に
チャレンジ精神を持ち、１０種類以上
の資格免許を取得しました。今後は自
衛隊での経験と知識を企業に貢献して
いきたいと思っております。

11

自衛隊入隊前から情報処理の資格を保
有していたため、地図の作成や補給を
する部隊へ配属となりPCにて全国５
千面以上のデータを入力したこともあ
ります。現在は作成工程での検査を主
に実施しております。細かい作業等
黙々と実施することが得意です。よろ
しくお願いします。



№
階　級

定年予定年月
定年日年齢

学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

・大型自動車 （高射特科） ・施設管理
准陸尉

高　卒 ・けん引 ・高射部隊 ・電気保安員
４．３

横須賀市 ・大型特殊 ・機関 ・学校等職員
５５歳

・第２種電気工事士 ・業務部隊

・中型自動車 （会計科） ・一般事務

１等陸曹
高　卒 ・普通二輪 ・会計部隊 ・学校事務

４．３
横浜市 ・地方協力本部 ・事務管理

５５歳

・大型自動車 （通信科） ・学校用務

１等陸曹 ・けん引
高　卒 ・移動式クレーン ・通信部隊 ・専門技術

４．３ ・３級ガソリン・エンジン・シャーシ整備士

横須賀市 ・調理師 ・後方部隊 ・学校等職員

５５歳 ・甲種防火管理者
・乙４類危険物取扱者
・フォークリフト

陸曹長 ・第一種大型自動車 （通信科） ・学校等職員学校用務員

高　卒
４．３ ・けん引 ・通信部隊 ・施設管理

三浦市
５５歳 ・倉庫管理

・大型自動車
・第２種大型自動車 （施設科） ・学校用務員

１等陸曹 ・大型特殊
中　卒 ・けん引 ・施設部隊 ・倉庫管理

４．４ ・移動式クレーン
相模原市 ・フォークリフト ・業務部隊 ・施設管理

５５歳 ・第２級小型船舶
・調理師

・大型自動車 （野戦特科） ・常駐警備

１等陸曹
高　卒 ・大型特殊 ・特科部隊 ・公園管理

４．４
川崎市 ・けん引 ・業務部隊 ・介護職

５５歳

・大型自動車 （高射特科） ・倉庫管理

２等陸尉
高　卒 ・けん引 ・高射部隊 ・フロア警備

４．４
県　内 ・機関 ・施設保安警備

５５歳
・教育部隊

・中型自動車 （普通科） ・介護

１等陸尉
高　卒 ・大型特殊 ・普通科部隊 ・教育学習支援

４．４ ・機関
横須賀市 ・業務部隊 ・社会福祉関連

５５歳 ・教育部隊

20

　私の強みはチームワーク力がある事
です。私は自衛隊で有線通信をしてい
ました。有線通信とは野外等で電話回
線等を構成する仕事です。数名でチー
ムを組み協力し、目標達成します。目
標達成の為、普段からコミュニケー
ションを取りチーム内の信頼関係を築
いてきました。これからもチームワー
ク力を大切にして頑張ります。

23

　私は、自衛隊で補給・検査官業務な
どに携わり、補給業務では物品を訓練
等で必要な時に使用できるよう適切な
管理・保管を心掛け、また検査官業務
では、物品の検査を責任感を持って行
いました。企業との業務調整も行いコ
ミュニケーション能力も身に付きまし
た。これらの経験を活かし頑張る所存
です。宜しくお願い致します。

24

　私は入隊当初から20年間第一線部
隊で勤務し、大病することもなく幹部
として任務に就かせて頂きました。そ
の後、総監部勤務を経て10年間は主
に後方業務に従事させて頂きました。
私の活力源は奉仕の気持ちです。自衛
隊で培ったハートをベースに貢献出来
れば幸いです。その様な私を宜しくお
願いします。

22

　私は、災害派遣での生存者・遺品捜
索、グループホームでの認知症の高齢
への介助研修、ボランティアでは障害
者への介助が遣り甲斐のあった体験と
して特に記憶に残っています。難しい
ことは出来ませんが、微力でも弱者の
立場の方達への助力と安全に目を光ら
せる存在になれたらと思います。

21

　私はコミュニケーションを図る事が
好きで誰にでも話しかける事が得意
で、人との繋がりを大切にしていま
す。また、約９万ｋｍの無事故操縦で
部隊任務に貢献してきました。現在
は、燃料係として後輩の指導・育成を
行っています。今まで経験したことの
ない職種にも積極的に挑戦したいと思
います。

17

　私は、主に駐屯地警備を所掌する部
署に長く勤務し、警備班長を積極的に
補佐し勤務員の教育や生活指導、勤務
調整などに携わり、その過程で調整力
やコミュニケーション能力を身に付け
てきました。常日頃から、規律や時間
を守ることに心掛け、体力、健康には
自信があります。

18

　自衛隊入隊以来３３年間、主に会計
係、係長業務を実施し任務を完遂して
きました。この間、社会情勢等の変化
により業務が複雑化していきましたが
柔軟に対応することが出来ました。隊
員の訓練や生活を支える縁の下の力持
ちであったと自負しております。この
経験、自信を社会・企業に貢献してい
く所存です。

19

　昭和６０年３月に陸上自衛隊に入
隊、３７年間勤務し、職種は通信科で
す。通信運用、車両・施設整備班長、
業務統制、総務業務を実施してきまし
た。在職中公的資格を多数取得し業務
に活用しました。又、社会貢献として
ボランティア活動に参加し、絆を大切
にしています。希望職種は総務管理・
用務等を希望します。
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階　級

定年予定年月
定年日年齢

学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

・大型自動車 （武器科） ・設備管理

陸曹長 ・けん引
高　卒 ・普通自動二輪 ・通信部隊 ・送迎バス操縦手

４．４ ・危険物取扱（乙４）
横須賀市 ・３級自動車シャーシ整備士 ・地方協力本部 ・学校用務員

５５歳 ・第２種電気工事士

・大型自動車 （施設科） ・製造業

１等陸曹 ・大型特殊
高　卒 ・けん引 ・情報部隊 ・流通業

４．４ ・３級ディーセルエンジン整備士

大和市 ・小型移動式クレーン ・施設部隊 ・サービス業

５５歳 ・車両系建設機械

・大型自動車 （通信科） ・学校用務員

陸曹長
中　卒 ・けん引 ・普通科部隊 ・学校事務員

４．４
横須賀市 ・普通自動二輪 ・通信部隊 ・設備管理

５５歳
・３級ガソリンエンジン整備士

・ITパスポート （通信科） ・事務管理

３等陸佐
大　卒 ・通信部隊 ・警備

４．５
横浜市 ・教育部隊 ・福祉

５６歳

・大型自動車 （機甲化） ・一般事務

准陸尉 ・大型特殊
高　卒 ・けん引 ・普通科部隊 ・用務員

４．５ ・普通自動二輪 ・戦車部隊
川崎市 ・防火管理者 ・教育部隊 ・幼稚園バス運転

５５歳 ・偵察部隊
・地方協力本部

・大型自動車 （武器科） ・公務団体事務

陸曹長 ・けん引
高　卒 ・３級ディーゼルエンジン整備士 ・通信部隊 ・施設管理業務

４．５ ・フォークリフト運転士
茅ヶ崎市 ・３級ファイナンシャルプランニング技能士 ・後方部隊 ・操縦手

５５歳 ・ガス溶接技能
・移動式クレーン ・普通科部隊
・玉掛技能

・中型自動車 （情報科） ・常駐警備

３等陸佐
大　卒 ・普通科部隊 ・倉庫管理

４．５ ・教育部隊
横浜市 ・機関 ・販売・外交

５６歳 ・情報部隊

・２級土木施工管理技士 （施設科） ・一般事務

３等陸佐 ・危険物取扱（乙４）
大　卒 ・測量士補 ・通信部隊 ・施設管理

４．６ ・甲種火薬類取扱保全責任者

県　内 ・中型自動車 ・施設部隊 ・福祉関連

５６歳
・管理部隊

28

　自衛隊での約１７年間の長期にわた
り保全関係の勤務及び教官として培っ
た仕事に対する責任感・正確性、及び
研究関係の勤務を通じて培った論理的
な思考力及び冷静な判断力は、今後希
望する保安警備・福祉関係等の仕事で
力を発揮できると考えています。是非
ともよろしくお願いします。

29

　私は、平成２８年度自衛隊記念日観
閲式の企画を担当し、観閲式の計画及
び観閲式に参加する陸上・海上・航空
自衛隊の部隊と綿密な調整を行い２８
観閲式を成功させました。又、趣味と
して和太鼓をやっており各種行事・結
婚式・老人ホーム夏祭り等で演奏して
地域住民との親睦を深めています。

25

　私は車両整備をはじめ、車両に関す
る業務に長く携わっており、車両の構
造・運行管理等の知識と運転技能には
自信があります。
　又、現在は補給業務全般の総括をし
ており、これまでの経験を活かし設備
管理・保守点検等の業務にも携わって
みたいと考えております。

26

　私は、自衛隊生活３６年間の多くを
補給・整備業務に従事してきました。
業務を行う上では多くの方々とのコ
ミュニケーションを大切にして、意思
の疎通と信頼関係を構築する事により
作業効率を向上させることが出来まし
た。
　今後も自衛隊で培った責任感と人と
の繋がりを大切にし、社会に貢献して
いきたいと思います。

27

　私は、「僚友互いに親愛の情をもっ
て結び公に報ずる心を基としその持ち
場を守り抜く」を信条に勤務してきま
した。東日本大震災をはじめ六度の災
害派遣活動は私にとってかけがえのな
い経験をさせてもらいました。自衛隊
で培った規律心・判断力・実行力を発
揮し、人との繋がりを大切にしていき
たいと思っております。

30

　私は、新しい整備部隊を作る業務に
携わりました。その際、総務全般から
物品の管理・整備の工程まで統括し、
さまざまな部署との調整を行いまし
た。忙しい業務でしたが調整能力や業
務を広く見る力が身についたと思いま
す。また、その最中に東日本大震災が
発生した事もあり、突発的な事態に対
応する能力も身についたと思います。

31

　大学卒業後、陸上自衛隊に入隊し自
衛官として約３２年間勤務しました。
勤務の大半を情報分野で勤務し、担当
からセクションの長までの役職を勤め
ました。それらの勤務の中で、業務資
料の作成・企画の立案・実行及び監督
など多岐にわたる業務を行い、協調性
とコミュニケーション能力を高めまし
た。

32

　自衛官として３３年間従事し、全国
各所において、現場で活動する部署か
ら補給を行う機関までの様々な勤務を
経験することができました。組織への
貢献を第一主義とし責任感と忍耐を
もって努力してきました。新たな職場
においても、先行性・適時性に留意
し、協調性と安全管理を重視しつつ取
組む所存です。よろしくお願いしま
す。



№
階　級

定年予定年月
定年日年齢

学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

・大型自動車 （武器科） ・用務員

１等陸曹 ・けん引
高　卒 ・３級自動車ディーゼルエンジン整備士 ・通信部隊 ・役員ドライバー

４．６ ・フォークリフト
平塚市 ・危険物取扱（乙４） ・地方協力本部 ・整備士

５５歳 ・大型自動二輪
・後方部隊

・大型自動車 （高射特科） ・保険業

１等陸尉
高　卒 ・けん引 ・高射部隊 ・電気業

４．６
県　内 ・教育部隊 ・運輸業

５５歳

・大型自動車 （普通科） ・事務職

准陸尉
高　卒 ・潜水士 ・普通科部隊 ・電気・ガス・水道業

４．６
厚木市 ・スクーバダイビングインストラクター ・機関

５５歳
・プロフェッショナルキャリアカウンセラー ・教育部隊

・大型自動車 （野戦特科） ・施設警備

准陸尉
中　卒 ・けん引 ・特科部隊 ・倉庫管理

４．６
横須賀市 ・フォークリフト ・教育部隊 ・運送

５５歳
・危険物取扱（乙４）

・第一種大型自動車 （通信科） ・公務団体事務

１等陸曹
高　卒 ・通信部隊 ・一般事務

４．６
横須賀市 ・地方協力本部 ・介護

５５歳

・２級ファイナンシャルプランニング （通信科） ・金融・保険

2等陸佐 高　卒 ・地域防災マネージャー
・危険物取扱（乙４） ・通信科部隊 ・公務団体事務

４．７ 茅ヶ崎市 ・３級知的財産管理３級知的財産管理
・ITパスポート ・機関 ・防衛技術

５６歳 ・第一種大型自動車
・けん引 ・教育部隊

１等陸曹 高　卒 ・第一種大型自動車 （通信科） ・公務団体事務

４．７ 横須賀市 ・自衛消防技術認定 ・通信科部隊 ・一般事務

５５歳 ・キャリアコンサルタント ・受付・案内

１等陸尉 高　卒 ・第一種大型自動車 （輸送科） ・防災職

・地域防災マネージャー
４．７ 横浜市 ・けん引 ・輸送科部隊 ・運送業

・大型特殊
５５歳 ・危険物取扱（乙４） ・司令部 ・施設労働管理

・第１種衛生管理者第１種衛生管理者

40

　自衛隊では誠実な業務を心掛け、輸
送管理を適切に実施して災害派遣や訓
練に貢献して評価されました。安全管
理及び危険物輸送には、自信がありま
すのでよろしくお願いします。

38

　私は、システム通信や教育訓練に関
する業務に従事し、管理職も経験しま
した。
　東日本大震災では東北方面総監部
（仙台）で災害派遣業務に従事しまし
た。
　余暇を活用してFP２級等の資格を
取得して、隊員に助言したりもしてい
ました。

39

　自衛隊では、映像作成に長く従事
し、良い作品を作成する為、個々の能
力を最大限生かすより良いチームをつ
くる為のコミュニケーション能力も備
えています。作品と粘り強く向き合い
最良の型なる様、努力をし続ける事が
出来ます。

35

　研究開発・学生教育及び人事業務そ
の他の多様な業務に携わり、主にPC
を使用した業務を行い、並行して車両
運転や機材整備・修理を実施しまし
た。また、祭り支援や清掃活動等の地
域行事等に積極的に参加をして渉外能
力も養ってきました。これらの経験を
活かした総務・庶務系の職種を希望し
ます。

36

　私は約３８年の自衛隊勤務の中で、
多くの勤務内容を経験させて頂きまし
た。特に人材育成に関する様々なタイ
プの教育を受け持ち教え諭し導くこと
の重要性を認識すると同時に、自らの
教育技法・企画運営及びコミュニケー
ション能力を高める事が出来たと思い
ます。再就職後は心機一転、素直な心
で前向きに取り組みます。

37

　自衛隊は人との繋がりが任務達成に
重要です。私は諸先輩方からコミュニ
ケーションの重要性を学びました。業
務においては庶務人事に携わり職員の
勤怠管理や健康管理により勤務環境の
改善に努めました。今後は、今まで
培ってきたコミュニケーション力と管
理能力・勉強中の衛生管理者に関する
知識を活かしたいと思います。

33

　私は入隊以来「感謝の気持ち」を大
切にしてきました。災害派遣活動では
困難な状況の中、被災者の方達からの
逆に応援を頂き力になりました。様々
な困難に耐えうる忍耐力と、危険を顧
みず立ち向かう行動力を養ってくれた
自衛隊に感謝し、新たな職場でも積極
的に挑戦していきたいと思います。

34

　自衛隊生徒として１５歳で自衛隊に
入隊し、対空レーダ整備陸曹を８年
間・高等工科学校情報工学主任教官を
６年間勤務し、その経験を活かして現
在電験３種の資格取得のため勉強をし
ています。また、自衛隊教官・中隊
長・大型車両操縦手等の勤務経験を活
かして、どんな職務でも頑張ろうと
思って就職活動をしています。
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階　級

定年予定年月
定年日年齢

学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

１等陸曹 高　卒 ・第一種大型自動車 （普通科） ・施設管理

・危険物取扱（乙４）
４．７ 横須賀市 ・危険物取扱　１類・２類 ・普通科部隊 ・施設保安警備

・危険物取扱　３類・５類

５５歳 ・危険物取扱　６類 ・教育部隊 ・学校用務員

・介護職員初任者研修

１等陸曹 高　卒 ・第一種大型自動車 （武器科） ・学校事務

・けん引
４．７ 横浜市 ・基本情報処理技能者 ・通信部隊 ・学校等職員

・初級システムアドミニストレータ

５５歳 ・第１級陸上特殊無線技士 ・地方協力本部 ・一般事務

准陸尉 高　卒 ・第一種大型自動車 （普通科） ・学校等用務員

４．８ 横須賀市 ・けん引 ・普通科部隊 ・運輸・操縦手

５５歳 ・教育部隊 ・フロア警備

１等陸尉 高　卒 ・第一種大型自動車 （施設科） ・学校等用務員

・けん引
４．８ 横須賀市 ・フォークリフト ・施設科部隊 ・食品製造

・玉掛け
５５歳 ・危険物取扱（乙４） ・教育部隊 ・保安・警備

・２級ボイラー
・業務部隊

准陸尉 高　卒 ・第二種大型自動車 （普通科） ・学校用務員学校等用務員

４．８ 座間市 ・けん引 ・普通科部隊 ・送迎車操縦手

５５歳 ・業務部隊 ・運送業

陸曹長 高　卒 ・第一種大型自動車 （通信科） ・送迎車操縦手

・けん引
４．８ 横須賀市 ・フォークリフト ・通信科部隊 ・運送業

・大型特殊
５５歳 ・危険物（丙種） ・後方部隊 ・清掃業

３等陸佐 高　卒 ・第一種大型自動車 （高射特科） ・製造専門技術

・第二種電気工事士
４．８ 横浜市 ・危険物（乙3・４） ・高射特科部隊 ・ビル管理

・２級ボイラー
５５歳 ・高圧ガス製造保安責任者 ・教育部隊 ・品質管理

・二級ファイナンシャルプランニング

・認定電気工事従事者 ・機関

・第一種大型自動車
准陸尉 高　卒 ・大型特殊（キャタピラー） （衛生科） ・救急・災害医療係

・普自2輪
４．８ 横浜市 ・准看護師 ・戦車部隊 ・学校等用務員

・救急救命士
５５歳 ・ICLSインストラクター ・衛生部隊 ・保安・警備

・JPTECインストラクター

・TCCCインストラクター ・機関

45

　意見の対立を避け、相手方の考えを
共有した業務を行う調整力が有りま
す。
　部隊等を統括する業務経験が多く、
リーダーシップがあります。
　人との繋がりを大切にした業務を行
うコミュニケーション能力がありま
す。

46

　私の長所は困難に耐え抜く忍耐力と
責任感の強さです。自衛官として３０
年以上勤務させて頂く中で、多くの困
難と向き合ってきました。その都度、
与えられた試練や困難に打ち勝つ為の
方策を考え、創作工夫を重ねながら状
況改善を計り、忍耐力と責任感を持っ
て困難な状況を打破して参りました。
今後も強い責任感を持って勤務いたし
ます。

47

　私は、約４１年間の勤務の間、教
官・中隊長・防災担当等に従事し、現
在は主任検査官として調達業務を担任
しています。在隊間の経験を活かし、
新しい業務に対しても責任感、協調性
を持ち、誠心誠意貢献する所存です。

48

　私は、救急救命の教育に携わってき
ました。分かりやすさを評価されてい
ます。
　培った教育法をフルに活用し、理解
を高めることを意識しています。責任
感と柔軟性で取り組みます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

41

　平和とはなにかに興味を持ち自衛官
を志願しました。入隊し学んだことと
は、目的を達成するために団結して行
動することです。規律心・服従心・協
調性を意識して勤務をしてきました。
特に新隊員教育の現場で約２０年間勤
務し、指導・計画・教育能力が向上し
たと自負しております。又、組織のた
めに勤勉・忠実に勤務して参りまし
た。

42

　私は通信、広報官、厚生、宿舎管理
等の分野で誠実に仕事を重ねてきまし
た。部隊内外との調整を上司や関係者
の協力のもと円滑に進めるよう努力
し、宿舎管理では年間２００件以上の
入退去修繕等の処置を実施していま
す。この経験を活かし新しい職場でも
効率的に業務を進め、皆さんのお役に
立てるよう勤務したいと思います。

43

　私の強みは、自衛隊勤務で培った責
任感をもって任務を遂行することで
す。また自衛隊の学校勤務も多く経験
しており、学生等の性格、個性等の個
人の特性に応じた指導力を発揮し、人
とのつながりを大切にしています。誠
実性、責任感をもって職務に積極的に
取り組みたいと思いますので、よろし
くお願いします。

44

　協調性能力に優れ、業務全体を把握
しつつ、効率的業務を行います。人間
関係を重視し、常に報告・連絡・相談
に心掛けた業務を行います。常に相手
の立場に立ち、相手の考え方を尊重し
た業務を行います。
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定年予定年月
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学歴／
退職後
の住所

  （職種）
   主要部隊歴

自己ＰＲ

人材情報（定年退職予定自衛官）

資格・免許
就 職 希 望
職種・職務

陸曹長 高　卒 ・第一種大型自動車 （施設科） ・保安・警備

４．９ 海老名市 ・甲種防災管理者 ・施設部隊

５５歳 ・地方協力本部

・業務部隊

１等陸曹 高　卒 ・第一種大型自動車 （普通科） ・施設管理

・けん引
４．９ 秦野市 ・大型特殊 ・普通科部隊 ・販売・外交

・車両系建設機材（整、解）

５５歳 ・４級アマチュア無線 ・地方協力本部 ・学校等用務員

・フォークリフト
・ガス溶接技能

１等陸曹 高　卒 ・第二種大型自動車 （施設科） ・保安・警備

・３級ガソリンエンジン整備士

４．９ 横浜市 ・けん引 ・施設部隊 ・倉庫管理

・フォークリフト
５５歳 ・危険物取扱（乙４） ・地方協力本部 ・輸送（操縦手）

１等陸曹 高　卒 ・第一種大型自動車 （普通科） ・別荘・保養所・寮管理

・大型特殊
４．９ 横須賀市 ・車両系建設機材（A･B） ・普通科部隊 ・学校等用務員

・フォークリフト
５５歳 ・調理師 ・教育部隊 ・事務・会計

・甲種防火管理者
・危険物取扱（乙４） ・機関
・小型船舶（２級）
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　私は、訓練等の資材準備に当たって
は不足している物の調達能力に定評価
が有ります。
　また、我慢強さと調整能力にも自信
があります。
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　私は、補給業務１８年の実績があ
り、部隊からも任務遂行で３回表彰さ
れました。
　誠実に貴社のために尽くす事ができ
ます。
　どうぞよろしくお願いします。
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　私は、自衛隊勤務の大半を教育に携
わる部隊で勤務して来ましたので、人
に何かを教えることを最も得意として
いるところです。
　また、長年文書の作成や管理に携わ
る業務もしてきましたので、行政文書
の作成も得意です。趣味においては、
園芸、養蜂、マリンスポーツ、ダンス
等多彩で友人も多く社交性もありま
す。
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　私は、２００人からなる学生の部隊
見学を段取りよく催し、評価されまし
た。物事を進めるにあたり、計画的・
効率的に行う事に自信があります。


