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19Ｍ00055 松本 匡史 19Ｍ00056 城戸 操介 19Ｍ00057 日比 敦朗
19Ｍ00061 石川 清宏 19Ｍ00062 岩田 悠希 19Ｍ00065 石丸 将義
19Ｍ00066 山田 雄介 19Ｍ00067 横山 容子 19Ｍ00068 末松 朋也
19Ｍ00070 津布久道子 19Ｍ00071 尾崎 泰哉 19Ｍ00073 鹿内 光
19Ｍ00074 奥村 英輔 19Ｍ00075 前原 広 19Ｍ00077 佐藤 剛
19Ｍ00078 内田 英夫 19Ｍ00082 鈴木 祐介 19Ｍ00083 羽太 宏之
19Ｍ00084 永山 賢一 19Ｍ00085 相澤 正樹 19Ｍ00086 小鍜治正登
19Ｍ00091 大木 孝廉 19Ｍ20002ＡＣ 高橋 正典 19Ｍ20010ＤＥ 川越圭二郎
19Ｍ40001 斉藤 実 19Ｍ40003 百合 功
原子力・放射線部門
20Ａ00001 安岡 研也 20Ｂ00001 田中 正次 20Ｂ00002 加藤 哲也
20Ｂ00003 大ˆ 和弘 20Ｂ00005 各務正比古 20Ｂ00007 辻 貴行
20Ｂ00009 木村 勇介 20Ｂ00012 下Ä 雄令 20Ｂ00015 梅岡 貴志
20Ｂ00016 内田 昌人 20Ｂ00017 清水 亮介 20Ｂ00020 井上 明
20Ｂ00021 中村 友美 20Ｂ00022 末光洋一郎 20Ｂ00023 Ä 康二
20Ｂ00025 林 誠人 20Ｂ00029 宮園 敏光 20Ｂ00032 谷村 嘉彦
20Ｂ00033 遊津 拓洋 20Ｂ00034 増川 史洋 20Ｂ00036 関口 真人
20Ｂ00037 石田 倫彦 20Ｂ00038 柴田 晃 20Ｂ00040 熊野 陽一
20Ｂ00042 菊池 司 20Ｂ00043 坂本 真輔 20Ｂ00044 大西 英俊
20Ｂ00045 赤津 興 20Ｂ00048 野瀬 大樹 20Ｂ00049 浦瀬 賢治
20Ｂ00052 貞松 秀明 20Ｂ00053 松中 允亨 20Ｂ00054 神宮司 悠
20Ｂ00055 佐藤 孝一 20Ｂ00056 岡本 直道 20Ｂ00058 村ˆ 礼典
20Ｂ00059 熊谷 直樹 20Ｂ00061 永野 伸一 20Ｂ00062 犬飼 裕介
20Ｂ00065 内藤 樹 20Ｂ00068 宮本 大 20Ｂ00069 奥野 峻也
20Ｂ00070 松本 和之 20Ｂ00073 濱 竜太 20Ｂ00074 渡 俊智
20Ｂ00076 椎 晋 20Ｂ00077 大山 隆弘 20Ｂ00078 市村 拓也
20Ｂ00079 小方 宏一 20Ｂ00080 池隅 太郎 20Ｂ00081 竹澤 宏樹
20Ｂ00083 町田 浩一 20Ｂ00084 曽根田秀夫 20Ｂ00088 坂田 智貴
20Ｂ00092 筒井 康二 20Ｂ00093 吉田 啓吾 20Ｂ00094 松澤 泰弘

２．筆記試験の場所 経済産業省別館会議室 東
京都千代田区霞が関一丁目３番１号
３．受験の申込期間 平成23年１月14日（金）か
ら平成23年１月28日（金）
４．筆記試験の受験手続は、次のとおりとする。
\ 筆記試験を受けようとする者は、次の書類
を提出すること。
イ 受験申込書（規則別記様式第１で定める
もの）
ロ 履歴書（規則別記様式第２で定めるもの）
ハ 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写
し又はこれらに類する書類であって地方公
共団体の機関が発行したもの

^ 受験申込書に記載されている住所を変更し
たときは、その都度氏名及び受験番号を明ら
かにして、その旨を届け出ること。

_ 受験申込書及び履歴書の用紙は、申出によ
り文部科学省科学技術・学術政策局原子力安
全課原子力規制室又は経済産業省原子力安
全・保安院原子力安全広報課で交付する。郵
送を希望する場合は、申込者の住所・氏名・
試験名・部数を記入し、１部の場合120円切
手（以下２部は140円、３部は200円）を貼っ
た返信用封筒（Ａ４判封筒）を同封の上、文
部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課
原子力規制室又は経済産業省原子力安全・保
安院原子力安全広報課宛申し込むこと。

20Ｂ00095 大門 清 20Ｂ00098 佐藤 雅一 20Ｂ00100 遠山 典秀
20Ｂ00101 長谷川安茂 20Ｂ00102 井口 幸弘 20Ｂ00103 永井 徹
20Ｂ00107 柴田健太一 20Ｂ00108 山神 知之 20Ｂ00111 下岡 正和
20Ｂ00112 伊藤友加里 20Ｂ00114 石谷 和己 20Ｂ00119 竹中 聡
20Ｂ00121 佐藤 輝和 20Ｂ00123 河野 繁宏 20Ｂ00125 岩波 弘修
20Ｂ00127 清水 亮 20Ｂ00129 山田 憲和 20Ｂ20014ＤＥ 大目二三由
20Ｃ00001 松本 好雄 20Ｃ00002 義本 孝明 20Ｃ00003 宮越 裕久
20Ｃ00004 大山 健 20Ｃ00005 野依 哲生 20Ｃ00008 伊豆 好史
20Ｃ00009 橋本 憲 20Ｃ00011 横田 昌樹 20Ｃ00013 藤井 哲正
20Ｃ00016 杉原 拓真 20Ｃ00018 岩谷 泰行 20Ｃ00021 福永 忠
20Ｃ00022 山本 晶信 20Ｃ00023 浮田 昌昭 20Ｃ00024 直田 一哉
20Ｃ00025 小嶋 崇夫 20Ｃ00026 中井 忠勝 20Ｃ20001ＡＢ 赤松 岳明
20Ｄ00001 横尾 英成 20Ｄ00002 川瀬 徹 20Ｄ00003 安宗 貴志
20Ｄ00004 柘植 貴文 20Ｅ00004 矢野 泰三 20Ｅ00005 山田 浩二

20Ｅ00006 石井 覚 20Ｅ00007 濱本 雅夫 20Ｆ00001 三上 卓光
20Ｆ00002 荒川 明仁 20Ｆ00003 大石 英希 20Ｆ00005 木村 智一
20Ｆ00010 高島 房生 20Ｆ00011 山田 馬 20Ｆ00012 長谷川 聡
20Ｆ00013 井上 学 20Ｈ00003 竹内 雅憲 20Ｈ00004 村上 義英
20Ｊ00001 清水 隆之 20Ｊ00002 舟田 悟 20Ｊ00003 磯野 公子
20Ｊ00004 勝木 亮輔 20Ｊ20001ＢＣ 南 千洋 20Ｋ00001 梶谷 博康
20Ｋ00002 橋本 義大 20Ｋ00003 三浦 寛士 20Ｋ00006 田淵 聡
20Ｌ00001 熊谷 和也 20Ｌ00002 山口 道夫 20Ｍ00004 西崎 雅則
20Ｍ00013 北村 拓 20Ｍ00014 博多屋龍司 20Ｍ00016 阿部 賢一
20Ｍ00018 渋谷 徹 20Ｍ00020 宮村 悟史 20Ｍ00023 伊藤 悠貴
20Ｍ00030 久保田信利 20Ｍ00032 堤 信郎 20Ｍ00033 熊谷 勇
20Ｍ00034 山崎 正巳 20Ｍ00035 野際 久生 20Ｍ00038 猿渡 壮

ニ 写真（受験申込前１年以内に帽子を付け
ないで撮影した正面上半身像の手札判（縦
12•7‹横8•9‹）のもので、裏面に撮影年月
日及び氏名を記載したもの）
ホ 規則第２条第３項の規定に該当する者
（平成23年３月に修了する見込みの者を含
む。）は、認定課程の修了証明書及び修得単
位証明書（見込みの者は修了見込証明書及
び修得単位見込証明書）

] 受験申込書及びその添付書類は、文部科学
省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力
規制室又は経済産業省原子力安全・保安院原
子力安全広報課に直接持参するか、書留郵便
（平成23年１月28日までの消印のあるものは
有効）をもって提出すること。
なお、修了見込証明書及び修得単位見込証
明書を提出した者にあっては、修了証明書及
び修得単位証明書を平成23年３月31日まで
に、直接持参するか、書留郵便（平成23年３
月31日必着）をもって提出すること。提出の
ない場合は、当該受験は無効とする。

第 53回原子炉主任技術者試験筆記試験の施行

第53回原子炉主任技術者試験筆記試験の施行に
ついて、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関
する規則（昭和53年総理府令第51号。以下「規則」
という。）第４条の規定に基づき、次のとおり公告
する。
平成 22年 12月 22日

文部科学大臣 ˆ木 義明
経済産業大臣 大畠 章宏

１．筆記試験の日時及び科目
（午前10時00分
から12時30分ま
で）

（午後１時30分
から午後４時ま
で）

平成23年３
月14日（月）

原子炉に関する
法令

原子炉理論

平成23年３
月15日（火）

原子炉の設計 原子炉の運転制
御

平成23年３
月16日（水）

原子炉燃料及び
原子炉材料

放射線測定及び
放射線障害の防
止
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