
（平成23年４月１日登録分）

登録
番号

登録を受けた者の名称
及び所在地

計量器の校正等を行う
事業所の名称及び所在
地

登録に係る区分 校正手法の区分の
呼称

0115 京都電子工業株式会社
京都府京都市南区吉祥
院新田二の段町68番地

京都電子工業株式会社
生産統括部 製造部
標準物質課
京都府京都市南区吉祥
院新田二の段町56番地
２

密度・屈折率 屈折率標準液等、
屈折率計

（平成23年３月31日登録分）

登録番号 登録を受けた者の氏名
又は名称及び住所 試験所の名称及び所在地 試 験 方 法 の 区 分

（限定内容は省略）

110314ＪＰ 沖縄県生コンクリート
工業組合
沖縄県那覇市港町二丁
目14番１号

沖縄県生コンクリート工
業組合 中南部地区共同
試験所
沖縄県那覇市港町二丁目
14番１号

コンクリート・セメント等
無機系材料強度試験

110315ＪＰ 沖縄県生コンクリート
工業組合
沖縄県那覇市港町二丁
目14番１号

沖縄県生コンクリート工
業組合 北部地区共同試
験所
沖縄県名護市字宇茂佐
1703番地10

コンクリート・セメント等
無機系材料強度試験
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計量法第 143条第１項の規定に基づく登録の公告

〇独立行政法人製品評価技術基盤機構公告第 262号
計量法（平成４年法律第51号）第143条第１項の規定に基づき登録を行ったので、同法第159条第１
項第21号の規定に基づき公告する。
平成 23年４月 28日 独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長 安井 至

工業標準化法第57条の規定に基づく登録の公告

〇独立行政法人製品評価技術基盤機構公告第 263号
工業標準化法（昭和24年法律第185号）第57条第１項の規定に基づき、次に掲げる試験事業者を登

録したので、同法第68条第６号の規定に基づき公告する。
平成 23年４月 28日 独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長 安井 至

独立行政法人都市再生機構公告

独立行政法人都市再生機構西日本支社公告第１号
権利変換計画変更公告
門真市本町地区防災街区整備事業に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施
行規則第90条第四号による権利変換計画の軽微な変更を行いましたので、同法第219条第１項の規定
に基づき、下記のとおり公告します。
平成 23年４月 28日 門真市本町地区防災街区整備事業個人施行者

独立行政法人都市再生機構西日本支社
理事・支社長 糟谷 明人

記
１ 防災街区整備事業の名称
門真市本町地区防災街区整備事業

２ 施行者の氏名又は名称
独立行政法人都市再生機構

３ 事務所の所在地
大阪市城東区森之宮一丁目６番85号

４ 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
大阪府門真市本町の一部

５ 権利変換計画の認可を受けた年月日
平成22年９月３日

６ 権利変換計画の軽微な変更をした年月日
平成23年４月28日

以 上

独立行政法人大学入試セン
ター試験問題作成者

標記のうち、平成22年３月31日付け任期満了（平
成21年４月１日以降の途中退任を含む。）により公
表する者は次のとおりである。
平成 23年４月１日
独立行政法人大学入試センター理事長

吉本 高志
穐田 宗隆 淺井 健一 芦原 評
足立桂一郎 阿部 幸信 天野 一男
荒木啓二郎 有波 忠雄 安藤 好恵
幾田 伸司 池口 明子 伊香 俊哉
泉 惠美子 岩動志乃夫 井手 英策
伊藤 幸男 岩崎 一孝 岩嶋 樹也
于 洋
ウィリアムソン ロジャー スティール
植木 朝子 宇佐見隆之 宇佐美広介
内田 素夫 鵜沼 英郎 梅村 恒
宇和川耕一 應田 治彦 大上 祐司
大河内美紀 大鹿 聖公 大滝 幸子
大竹公一郎 大武 信之 大谷 文章
大塚富美子 岡野 友彦 岡本 弥彦
小倉 幸雄 小澤 次郎 小瀬木えりの
越智 貢 落合 弘樹 落合 豊行
小野 公輔 小畑 正明 小原 政信
厳 廷美 籠谷 和弘 加藤 禎行
金子 誠 兼宗 進 上山 輝
亀野 誠二 川瀬 正樹 川村 康文
神崎 和男 桔梗 宏孝 菊池 誠
木村 直也 熊野 直樹 熊本 たま
久米 篤 黒木 貴一 鍬塚賢太郎
小泉 利恵 小出 泰士 小林 知子
小林 睦 小宮木代良 齊藤 大紀
櫻井 康人 佐々木洋城 貞方 昇
佐藤 将朗 澤田 清 塩田今日子
潮村 公弘 志賀 向子 品川美津男

芝原 寛泰 志村まゆら 白井 春人
新名主輝男 杉村 博之 鈴木 章能
鈴木 毅彦 瀬川真由美 ˆ田準一郎
高名 康文 高橋 幸子 高橋 正明
滝川 昇 竹中 徹 忠永 清治
伊達 直之 立石 博高 立川 信子
田中 功 田中 一朗 田中 史郎
田畑 義之 玉城 司 玉田 敦子
樽井 武 池 貞姫 千田 洋幸
中條 良美 辻 正博 坪木 和久
坪田 幸政 寺西 鎮男 直江 清隆
永井 克彦 長井 伸仁 中井 均
中川 恵 中里見 敬 中澤 高志
長瀬 敏郎 永冨 青地 中村 麻結
中本 敦浩 中森眞理雄 南 潤珍
行方 常幸 西 亮一 長谷川幸雄
長谷川由起子 畑中 恒夫 八田 明夫
濱田 陽 早川 芳宏 林 紀代美
林 千恵子 林 敏浩 林 美智代
久田健一郎 平石 淑子 平野 俊英
広滝 道代 藤本 恵 藤芳 衞
藤原 千賀 古谷 暢子 星 博幸
細井 浩志 細田 宏樹 英治
堀江 邦明 洪 宗郁 松井 太
松浦 彰 松尾 幸忠 松村 政博
松本 緑 水野 修治 水本 篤
溝上 達也 宮嵜 克裕 牟田口辰己
村田 直樹 森田 朋子 森本 徹
八木 克正 柳瀬 陽介 山口 文彦
山口みどり 山田 周二 山田 佳子
山本 孝一 山本 利和 山本 直樹
山森 直人 横尾 俊信 吉井浩司郎
吉岡 祥一 吉川佳英子 吉田 徹也
吉冨 和志 吉満たか子 和田 純夫
和田 洋 渡辺 孝次Ÿ
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