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県連番 退職予定 階級等
勤務地
第１希望

勤務地
第２希望

勤務地
第３希望

職　種
第１希望

職　種
第２希望

職　種
第３希望

保有資格（車両免許） 保有資格（その他）

大分1 2023/4/5 陸曹長 日田市 うきは市 朝倉市 製造 清掃 林業 大型自１種　けん引 フォークリフト

大分2 2023/4/5 陸１曹 豊後高田市 宇佐市 中津市 一般事務 会計事務 大型自１種

大分3 2023/4/12 陸曹長 国東市 杵築市 別府市 一般事務 会計事務 大型自１種

大分4 2023/4/22 陸２尉 大分市 別府市 由布市 保安・警備 通信・電気 販売 大型自１種　けん引
フォークリフト　２種電気工事士　危険物乙４
特殊無線技士

大分5 2023/4/22 陸准尉 由布市 大分市 別府市 一般事務 清掃 保安・警備 大型自１種　けん引 建設機械　アマ無線

大分6 2023/4/23 陸曹長 大分市 別府市 由布市 自動車運転 保安・警備 製造
大型自１種　けん引　大型特殊
普自２輪

フォークリフト　小型船舶

大分7 2023/5/5 陸１曹 別府市 日田市 大分市 運搬 大型自１種　けん引　大型特殊 フォークリフト　建設機械　アマ無線

大分8 2023/5/9 陸曹長 大分市 自動車運転 大型自２種　けん引　大型特殊

大分9 2023/5/14 陸曹長 大分市 臼杵市 豊後大野市 教育・学習支援 販売 製造 大型自１種　けん引 フォークリフト　火薬取扱責任

大分10 2023/5/19 空２曹 中津市 豊後高田市 別府市 自動車運転 運搬 一般事務 大型自１種　けん引　大型特殊

大分11 2023/5/26 陸１尉 由布市 清掃 自動車運転 大型自１種

大分12 2023/5/26 陸１曹 大分市 別府市 保安・警備 自動車運転 接客・給仕 大型自１種　けん引　大型特殊

大分13 2023/5/28 空１曹 大分市 別府市 由布市 自動車運転 運搬 サービス 大型自１種　けん引　大型特殊

大分14 2023/6/1 陸１曹 大分市 別府市 佐伯市 建設 自動車運転 保安・警備 大型自１種　けん引　大型特殊 フォークリフト　クレーン　玉掛　ガス溶接

大分15 2023/6/2 陸１曹 日出町 別府市 杵築市 自動車運転 運輸郵便事務 介護・福祉
大型自１種　けん引　大型特殊
普自２輪

フォークリフト　

大分16 2023/6/4 陸曹長 大分市 別府市 杵築市 一般事務 倉庫管理 自動車運転 大型自１種

大分17 2023/6/7 陸２曹 大分市 由布市 別府市 施設管理 大型自１種　けん引　大型特殊 フォークリフト　クレーン　玉掛　

大分18 2023/7/1 陸准尉 日田市 玖珠町 自動車運転 一般事務
大型自１種　けん引　大型特殊
大自２輪

フォークリフト　建設機械

大分19 2023/7/3 陸曹長 大分市 由布市 別府市 自動車運転 製造
大型自１種　けん引　大型特殊
普自２輪

大分20 2023/7/13 陸２佐 大分市 別府市 日出町 営業販売事務 サービス 販売 中型自１種　大型特殊 フォークリフト　クレーン　玉掛　建設機械　

大分21 2023/7/13 陸准尉 由布市 大分市 清掃 大型自１種　大型特殊

大分22 2023/7/16 陸１曹 別府市 大分市 日出市 自動車運転 サービス 製造 大型自１種　けん引　大型特殊 クレーン　玉掛

大分23 2023/7/16 陸１曹 大分市 自動車運転 製造 保安・警備 大型自１種　けん引　

大分24 2023/7/19 陸曹長 玖珠町 日田市 施設管理 自動車運転
大型自１種　けん引　大型特殊
大自２輪

フォークリフト　クレーン　玉掛　建設機械　高所作業

大分25 2023/7/23 陸１曹 大分市 製造 自動車運転 大型自１種　けん引　大型特殊 クレーン　玉掛　ガス溶接

大分26 2023/7/31 陸１曹 別府市 大分市 販売 自動車運転 大型自１種　けん引　大型特殊 危険物乙４　調理師

大分27 2023/8/19 陸曹長 別府市 大分市 自動車運転 保安・警備 大型自１種　けん引　大型特殊 フォークリフト

大分28 2023/8/22 陸１曹 中国 日田市 うきは市 機械運転 農業 清掃 大型自１種　けん引　大自２輪 簿記３級　税務会計３級　パソコン３級　珠算３級

大分29 2023/8/29 陸准尉 大分市 別府市 大分市 用務 自動車運転
大型自２種　けん引　大型特殊
大自２輪

フォークリフト
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大分30 2023/9/1 陸曹長 大分市 別府市 国東市 自動車運転 保安・警備 販売 大型自１種　けん引　

大分31 2023/9/9 陸１曹 大分市 別府市 豊後大野市 倉庫管理 自動車運転 外勤事務 大型自１種　大型特殊
フォークリフト　クレーン　玉掛　建設機械　ロー
ラー
ガス溶接

大分32 2023/9/14 陸准尉 日田市 一般事務 自動車運転 大型自１種　けん引　

大分33 2023/9/20 陸１曹 由布市 別府市 自動車運転
大型自１種　けん引　大型特殊
普自２輪

フォークリフト　クレーン　玉掛　建設機械　高所作業　

大分34 2023/9/25 陸曹長 大分市 別府市 由布市 製造 用務 大型自１種 陸上無線通信士　ITパスポート

大分35 2023/9/26 陸准尉 日田市 別府市 大分市 販売 サービス 大型自１種　けん引　

大分36 2023/9/27 陸曹長 大分市 由布市 保安・警備 サービス 清掃 大型自１種　けん引 フォークリフト　小型船舶　小型船舶

大分37 2023/9/29 陸曹長 大分市 別府市 自動車運転 大型自１種　けん引　大型特殊

大分38 2023/9/30 陸曹長 別府市 大分市 保安・警備 施設管理 大型自１種　普自２輪 フォークリフト　


