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長崎1 2023/4/2 陸２佐 対馬市 自動車運転 営業販売事務 一般事務 大型自１種　けん引　大自２輪 防災士

長崎2 2023/4/2 海准尉 佐世保市 長崎県 専門・技術 船舶 中型自１種　大自２輪 総合/陸／海／空無線通信士　小型船舶

長崎3 2023/4/2 海曹長 佐々町 佐世保市 松浦市 運搬 自動車運転 清掃 大型自１種 特殊無線技士　小型船舶

長崎4 2023/4/2 海２曹 佐世保市 長崎市 下関市 船舶 自動車運転 林業 大型自１種　 危険物丙　小型船舶

長崎5 2023/4/3 海曹長 長崎県 佐賀県 福岡県 事務機器操作 外勤事務 看護・衛生 普通自１種 准看護師　陸／空無線通信士　

長崎6 2023/4/3 海准尉 大村市 諫早市 佐世保市 保安・警備 通信・電気 介護・福祉 中型自１種 危険物乙４

長崎7 2023/4/8 海准尉 大村市 佐賀県 福岡県 一般事務 自動車運転 整備・修理 大型自１種　 ２級ガソリンエンジン整備

長崎8 2023/4/9 海１曹 佐世保市 唐津市 伊万里市 保安・警備 施設管理 普通自１種

長崎9 2023/4/11 海曹長 下関市 大村市 諫早市 整備・修理 学校用務 電気・通信 中型自１種 ２種電気工事士

長崎10 2023/4/12 海１尉 佐世保市 武雄市 鹿島市 保安・警備 自動車運転 介護・福祉 普通自１種 小型船舶

長崎11 2023/4/13 陸２曹 西彼杵郡 長崎市 諫早市 販売 施設管理 大型自１種　大型特殊

長崎12 2023/4/13 陸１曹 平戸市 佐世保市 長崎県内 製造
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
小型船舶

長崎13 2023/4/14 海２尉 長崎県 佐賀県 福岡県 専門・技術 施設管理 通信・電気 普通自１種　普自２輪
玉掛　２種電気工事士　防火管理
特殊無線技士
小型船舶

長崎14 2023/4/15 陸准尉 佐々町 県北地区 自動車運転 一般事務 大型自１種　けん引 アナログ工事担任

長崎15 2023/4/15 空１曹 五島市 機械運転 自動車運転 大型自１種　けん引　大型特殊 ガス溶接

長崎16 2023/4/16 陸曹長 長崎県 大村市 東彼杵郡 自動車運転 整備・修理 建設
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
ガス／アーク溶接　危険物乙４　３級ガソリン整備

長崎17 2023/4/16 陸２尉 長崎県 熊本県 佐賀県 製造 サービス 清掃 大型自１種　けん引　 危険物乙４

長崎18 2023/4/19 海海准尉 鹿島市 武雄市 佐賀市 保安・警備 自動車運転 林業 大型自１種 柔道２段

長崎19 2023/4/20 海曹長 佐世保市 伊万里市 武雄市 保安・警備 自動車運転 清掃 普通自１種 ガス溶接

長崎20 2023/4/21 陸１曹 佐世保市 東彼杵郡 北松浦郡 運搬 製造 自動車運転 大型自１種　けん引　 危険物乙４

長崎21 2023/4/23 陸曹長 大村市 諫早市 長崎市 清掃 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　

長崎22 2023/4/26 海２尉 大村市 諫早市 佐世保市 整備・修理 製造 建設 中型自１種

長崎23 2023/4/27 海１曹 佐世保市 伊万里市 大村市 整備・修理 機械運転 自動車運転 普通自１種　普自２輪

長崎24 2023/4/27 海１曹 佐世保市 大村市 松浦市 自動車運転 清掃 大型自２種　大自２輪 ガス溶接

長崎25 2023/4/28 海２尉 佐世保市 川棚町 福岡県 学校用務 外勤事務 保安・警備 中型自１種 フォークリフト　防火管理者

長崎26 2023/5/1 陸准尉 大村市 諫早市 長崎市 サービス 一般事務 自動車運転 大型自１種　けん引　大型特殊

長崎27 2023/5/6 陸１曹 諫早市 長崎市 製造 自動車運転 一般事務 大型自１種　けん引　大型特殊 フォークリフト　クレーン　ボイラー技士　危険物丙

長崎28 2023/5/12 海２尉 佐世保市 佐々町 松浦市 専門・技術 一般事務 自動車運転 陸／海／空無線通信士

長崎29 2023/5/13 海曹長 大村市 諫早市 長崎市 機械運転 運搬 施設管理 大型自１種　大型特殊
クレーン　玉掛　建設機械　水道管理者　建物調査員
理容師
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長崎30 2023/5/16 海曹長 佐世保市 大村市 松浦市 運搬 清掃 製造 普通自１種

長崎31 2023/5/25 海２尉 佐世保市 佐賀県 長崎県 船舶 運搬 営業販売事務 大型自１種　 総合／陸／海／空無線通信士

長崎32 2023/5/28 海准尉 佐世保市 大村市 伊万里市 自動車運転 専門・技術 保安・警備 中型自１種 特殊無線技士　小型船舶

長崎33 2023/5/28 海２尉 九州 長崎県 福岡県 船舶 整備・修理 保安・警備 大型自１種　
４級海技士（機関）　２級ボイラ―技士　玉掛
小型船舶

長崎34 2023/5/30 海２尉 佐世保市 大村市 長崎市 製造 営業販売事務 一般事務 中型自１種 簿記１級　陸／海／空無線通信士

長崎35 2023/5/30 海１尉 大村市 諫早市 長崎市 施設管理 保安・警備 接客・給仕 中型自１種

長崎36 2023/6/5 海２尉 大村市 諫早市 通信・電気 学校用務 中型自１種　普自２輪 ２種電気工事士　危険物丙

長崎37 2023/6/5 海２尉 大村市 諫早市 長崎市 運輸郵便事務 通信・電気 施設管理 中型自１種　 小型船舶

長崎38 2023/6/6 海１曹 佐世保市 大村市 長崎市 専門・技術 自動車運転 船舶 中型自１種　大型特殊
フォークリフト　クレーン　玉掛　溶剤作業
危険物乙４

長崎39 2023/6/6 海２曹 佐世保市 サービス 一般事務 自動車運転 大型自１種　大型特殊

長崎40 2023/6/9 海１曹 佐世保市 大村市 武雄市 自動車運転 保安・警備 販売 普通自１種　大自２輪 簿記１級　特殊無線技士

長崎41 2023/6/10 海１尉 佐世保市 長崎市 福岡市 製造 営業販売事務 施設管理 普通自１種　 特殊無線技士　防火管理　火薬取扱　小型船舶

長崎42 2023/6/10 海曹長 佐世保市 飲食物調理 接客給仕 普通自１種　 調理師　船舶調理師

長崎43 2023/6/12 陸１尉 佐世保市 佐々町 製造 保安・警備 介護・福祉 大型自１種　大型特殊 危険物乙

長崎44 2023/6/12 海１尉 佐世保市 北九州市 下関市 専門・技術 船舶 保安・警備 普通自１種　 剣道４段

長崎45 2023/6/14 陸曹長 東彼杵郡 佐世保市 大村市 自動車運転 施設管理
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
小型船舶

長崎46 2023/6/14 海准尉 東彼杵郡 佐世保市 大村市 運搬 自動車運転 大型自１種　 フォークリフト　消防設備　危険物乙４

長崎47 2023/6/17 海１尉 佐世保市 直方市 下関市 船舶 一般事務 自動車運転 普通自１種　普自２輪 ４級海技士（航海）　潜水士　特殊無線技士　小型船舶

長崎48 2023/6/19 海２尉 大村市 長崎市 佐世保市 保安・警備 運輸郵便事務 清掃 中型自１種　

長崎49 2023/6/20 空１曹 佐世保市 北松浦郡 東彼杵郡 一般事務 サービス 自動車運転 中型自１種

長崎50 2023/6/20 海１曹 佐世保市 大村市 武雄市 介護・福祉 保安・警備 運輸郵便事務 普通自１種 特殊無線技士　小型船舶

長崎51 2023/6/21 海准尉 大村市 福岡県 佐賀県 施設管理 通信・電気 中型自１種
２級ボイラー技士　２種電気工事士　危険物乙４
陸上無線通信士　ＡＩ・ＤＤ総合工事担任者

長崎52 2023/6/22 海１曹 東彼杵郡 大村市 佐世保市 外勤事務 施設管理 事務機器操作 普通自１種
玉掛　潜水士　陸／海／空無線通信士　特殊無線技士
小型船舶

長崎53 2023/6/24 陸２尉 大村市 長崎市 専門・技術 保安・警備 寮監 大型自１種　けん引　

長崎54 2023/6/24 陸曹長 大村市 諫早市 長崎市 一般事務 施設管理 大型自１種　けん引　大型特殊
ボイラー技士　危険物乙４　第２種電気工事士
消防設備　冷凍機械

長崎55 2023/6/24 海３佐 大村市 諫早市 長崎市 運輸郵便事務 自動車運転 保安・警備 中型自１種

長崎56 2023/6/25 海１曹 大村市 長崎市 佐世保市 自動車運転 保安・警備 倉庫管理 中型自１種　普自２輪 小型船舶

長崎57 2023/6/26 海准尉 長崎市 諫早市 島原市 整備・修理 施設管理 農業 普通自１種

長崎58 2023/6/26 海曹長 佐世保市 佐々町 伊万里市 船舶 自動車運転 保安・警備 普通自１種 陸／海／空無線通信士　小型船舶
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長崎59 2023/6/26 海１曹 西海市 長崎市 佐世保市 運搬 保安・警備 販売 中型自１種 小型船舶

長崎60 2023/6/30 陸曹長 大村市 諫早市 長崎市 運搬 運輸郵便事務 自動車運転 大型自１種　けん引　

長崎61 2023/6/30 海１曹 大村市 東彼杵郡 整備・修理 通信・電気 保安・警備 中型自１種　

長崎62 2023/7/2 海１曹 佐世保市 大村市 長崎市 整備・修理 専門・技術 事務機器 大型自１種　大型特殊 フォークリフト　クレーン　

長崎63 2023/7/2 海曹長 大村市 諫早市 佐世保市 運搬 保安・警備 自動車運転 大型自１種　大型特殊 フォークリフト　小型船舶　危険物乙４　調理師

長崎64 2023/7/3 陸２曹 大村市 諫早市 東彼杵郡 自動車運転 大型自１種

長崎65 2023/7/5 陸１曹 長崎市 諫早市 大村市 施設管理 自動車運転 保安・警備 大型自１種　けん引　大型特殊

長崎66 2023/7/5 陸１尉 佐世保市 北松浦郡 長崎県北部 施設管理 運輸郵便事務 一般事務 大型自１種　けん引　 危機管理士　運行管理者

長崎67 2023/7/8 陸１曹 諫早市 大村市 長崎市 自動車運転
大型自１種　けん引　大型特殊
大自２輪

クレーン　玉掛　

長崎68 2023/7/11 空曹長 五島市 長崎市 自動車運転 機械運転 運搬 大型自１種　けん引　大型特殊 クレーン　玉掛　３級整備士

長崎69 2023/7/11 曹長 佐世保市 施設管理 製造 普通自１種 特殊無線技士

長崎70 2023/7/24 空１曹 西海市 佐世保市 長崎市 サービス 製造 運搬 大型自１種 クレーン　玉掛　小型船舶

長崎71 2023/7/24 海曹長 佐世保市 北九州市 愛媛県 船員 普自２輪 小型船舶

長崎72 2023/7/25 海２曹 佐世保市 伊万里市 大村市 機械運転 製造 運輸郵便事務 普通自１種　普自２輪 陸・海・空無線通信士　小型船舶　防火管理

長崎73 2023/7/26 海曹長 佐世保市 伊万里市 飲食物調理 施設管理 普通自１種　 調理師　船舶調理師　ガス溶接

長崎74 2023/7/26 海曹長 佐世保市 大村市 伊万里市 運輸郵便事務 保安・警備 介護・福祉 中型自１種　普自２輪 フォークリフト　ボイラー技士／整備士　防火管理

長崎75 2023/7/31 海准尉 佐世保市 佐賀市 大分市 清掃 施設管理 船員 普通自１種　 ガス溶接　危険物丙

長崎76 2023/8/1 海曹長 佐世保市 大村市 佐賀市 自動車運転 保安・警備 機械運転 普通自１種　 １種電気工事士

長崎77 2023/8/2 陸曹長 長崎市 大村市 諫早市 施設管理 自動車運転 倉庫管理 大型自１種　けん引　

長崎78 2023/8/3 海准尉 佐世保市 佐々町 松浦市 外勤事務 自動車運転 普通自１種　普自２輪 准看護師

長崎79 2023/8/8 海１曹 佐世保市 佐々町 伊万里市 自動車運転 施設管理 一般事務 大型自２種　普自２輪 調理師

長崎80 2023/8/10 海１曹 大村市 諫早市 長崎市 機械運転 製造 自動車運転 大型自１種 ガス溶接　危険物丙

長崎81 2023/8/16 海１曹 佐世保市 長崎市 神戸市 船員 清掃 普通自１種 小型船舶

長崎82 2023/8/16 海２曹 佐世保市 佐々町 東彼杵町 運搬 建設 飲食物調理 大型自１種　大型特殊　普自２輪 小型船舶

長崎83 2023/8/18 空１曹 宮崎市 延岡市 都城市 保安・警備 清掃 自動車運転 大型自１種

長崎84 2023/8/20 海曹長 長崎県 分類不能 無線通信士

長崎85 2023/8/21 海１曹 佐世保市 島原市 雲仙市 飲食物調理 普通自１種 調理師　危険物丙

長崎86 2023/8/21 海３佐 大村市 長崎市 佐世保市 製造 生産関連事務 普通自１種 クレーン　玉掛　小型船舶　スクーバ
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長崎87 2023/8/24 陸曹長 大村市 サービス 自動車運転 製造
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　ローラー
ガス溶接　小型船舶

長崎88 2023/8/24 海准尉 佐世保市　 佐々町 松浦市 自動車運転 大型自１種　 フォークリフト　危険物乙４

長崎89 2023/8/25 海准尉 佐世保市 西海市 大村市 専門技術 その他労務 施設管理 大型自１種 小型船舶

長崎90 2023/8/28 海１曹 佐世保市 佐々町 平戸市 清掃 その他労務 普通自１種　 ガス溶接

長崎91 2023/8/29 海准尉 佐世保市 医療・保健 船員 介護・福祉 普通自１種 救急救命士　准看護師　無線通信士

長崎92 2023/9/6 海２尉 佐世保市 波佐見町 川棚町 一般事務 会計事務 普通自１種　普自２輪 危険物乙４　小型船舶

長崎93 2023/9/6 海曹長 大村市 佐世保市 諫早市 農業 漁業 保安・警備 中型自１種　大自２輪

長崎94 2023/9/7 海１曹 大村市 諫早市 長崎市 機械運転 製造 自動種運転 大型自１種

長崎95 2023/9/11 海１曹 佐世保市 大村市 長崎市 自動車運転 清掃 サービス 大型自１種　 ガス溶接　危険物乙４　危険物丙

長崎96 2023/9/12 空１曹 五島市 上五島市 長崎市 自動車運転 運搬 機械運転 大型自１種　けん引　大型特殊 クレーン　危険物乙４　防火管理者　特殊産業廃棄物

長崎97 2023/9/14 海１曹 大村市 諫早市 一般事務 保安・警備 施設管理 中型自１種　大自２輪

長崎98 2023/9/17 陸２曹 大村市 諫早市 長崎市 自動車運転 清掃 保安・警備 大型自１種　けん引　大型特殊 ３級ディーゼルエンジン整備

長崎99 2023/9/18 海２曹 佐世保市 川棚町 伊万里市 保安・警備 機械運転 清掃 大型自１種　普自２輪　 ガス溶接　

長崎100 2023/9/18 海１曹 佐世保市 伊万里市 有田町 飲食物調理 自動車運転 製造 普通自１種 調理師

長崎101 2023/9/18 海２尉 佐世保市 松浦市 平戸市 その他技術 自動車運転 製造 クレーン　玉掛　特殊無線技士

長崎102 2023/9/19 海准尉 大村市 諫早市 介護・福祉 学校用務 自動車運転 中型自１種 玉掛

長崎103 2023/9/23 陸曹長 佐世保市 一般事務 介護・福祉 大型自１種　けん引　大型特殊 フォークリフト　内田クレペリン基礎技術

長崎104 2023/9/23 海准尉 佐世保市 長崎市 大村市 施設管理 機械運転 労務 大型自１種　普自２輪

長崎105 2023/9/25 海曹長 佐世保市 松浦市 伊万里市 自動車運転 大型自１種　けん引　大型特殊
クレーン　玉掛　危険物乙４　高圧ガス　運行管理者
小型船舶

長崎106 2023/9/27 陸１曹 長崎市 接客・給仕 施設管理 自動車運転 大型自１種　けん引


