
（衛生甲　３０名）

札幌衛生甲3001 札幌衛生甲W3102 茨城衛生甲0001 栃木衛生甲0002

埼玉衛生甲0001 埼玉衛生甲0002 千葉衛生甲0001 千葉衛生甲0002

千葉衛生甲0004 千葉衛生甲0005 千葉衛生甲W0001 東京衛生甲0002

東京衛生甲0003 東京衛生甲0004 東京衛生甲0006 東京衛生甲0009

神奈川衛生甲0003 神奈川衛生甲W0001 神奈川衛生甲W0002 大阪衛生甲2001

大阪衛生甲2002 大阪衛生甲2004 大阪衛生甲W2051 兵庫衛生甲2001

兵庫衛生甲2002 和歌山衛生甲1201 岡山衛生甲1002 徳島衛生甲2003

徳島衛生甲2005 長崎衛生甲1001

（法務　１５名）

札幌法務3201 茨城法務0001 栃木法務0001 埼玉法務0001

東京法務0001 東京法務0002 東京法務0003 東京法務0004

神奈川法務0001 福井法務1501 三重法務7131 大阪法務2103

大阪法務2101 兵庫法務W7501 愛媛法務2201

（システム防護（サイバー甲）　１１名）

茨城シ甲0001 埼玉シ甲0002 東京シ甲0001 東京シ甲0003

東京シ甲0004 東京シ甲0005 東京シ甲0006 神奈川シ甲0001

神奈川シ甲0003 愛知シ甲4201 福岡シ甲1001
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（船舶甲　４名）

静岡船舶乙0001 大阪海船舶甲0003 福岡海船舶甲0004 鹿児島海船舶甲1003

（衛生乙　５７名）

岩手衛生乙W0001 秋田衛生乙W0001 茨城衛生乙0001 茨城衛生乙0002

茨城衛生乙0003 茨城衛生乙0004 茨城衛生乙W0001 茨城衛生乙W0002

埼玉衛生乙0001 埼玉衛生乙W0001 千葉衛生乙0001 千葉衛生乙0002

千葉衛生乙W0001 千葉衛生乙W0002 東京衛生乙W0002 東京衛生乙W0003

神奈川衛生乙0002 長野衛生乙0001 静岡衛生乙W0002 静岡衛生乙W0003

石川衛生乙W2201 石川衛生乙W2203 福井衛生乙W1601 岐阜衛生乙W2851

岐阜衛生乙W2852 愛知衛生乙2001 愛知衛生乙2005 愛知衛生乙2008

愛知衛生乙W2053 愛知衛生乙W2054 愛知衛生乙W2055 三重衛生乙W7181

滋賀衛生乙W3200 京都衛生乙W3201 京都衛生乙W3202 大阪衛生乙W2351

大阪衛生乙W2352 兵庫衛生乙W2301 奈良衛生乙5001 和歌山衛生乙1402

和歌山衛生乙W3401 岡山衛生乙W2501 広島衛生乙4908 広島衛生乙W4909

山口衛生乙W0141 山口衛生乙W0142 徳島衛生乙W2009 徳島衛生乙W2012

愛媛衛生乙W3102 愛媛衛生乙W3103 高知衛生乙W3101 福岡衛生乙W1001

福岡衛生乙W1003 佐賀衛生乙0001 宮崎衛生乙W1001 鹿児島衛生乙1001

沖縄衛生乙5001



（語学　７４名）

札幌語英5001 札幌語英5002 札幌語英5003 岩手語英0001

岩手語英0002 宮城語中0001 宮城語中W0001 群馬語英0001

埼玉語英0001 千葉語英0001 千葉語英0002 千葉語英W0001

千葉語ロ0001 東京語英0001 東京語英0002 東京語英0003

東京語英0004 東京語英0005 東京語英0006 東京語英0008

東京語英0009 東京語英0010 東京語英0012 東京語英0013

東京語英W0004 東京語英W0005 東京語英W0006 東京語英W0007

東京語中0001 東京語中0004 東京語フ0001 東京語フ0002

東京語フW0001 神奈川語英0002 神奈川語英0003 神奈川語英0004

神奈川語英0006 神奈川語英0007 神奈川語英W0001 神奈川語英W0002

神奈川語英W0003 神奈川語英W0004 神奈川語英W0005 神奈川語フ0001

神奈川語ス0001 石川語英3001 福井語英2001 岐阜語フW3451

愛知語英2103 愛知語英2106 愛知語英2108 愛知語英W2151

愛知語英W2152 愛知語中2301 滋賀語英W3300 京都語英2151

京都語英W3251 大阪語英W3051 大阪語中3201 大阪語フ3501

兵庫語英W3051 兵庫語フW3551 奈良語英W2051 岡山語英3001

広島語英4904 広島語英4907 山口語英0151 山口語英0153

徳島語中2004 福岡語英1001 福岡語英1003 福岡語英1004

福岡語英W1005 沖縄語英5001

（整備　１８名）

宮城整備0003 宮城整備0004 秋田整備1001 福島整備0001

茨城整備0001 千葉整備0001 千葉整備0002 東京整備0001

神奈川整備0002 静岡整備0002 静岡整備0003 岐阜整備3701

愛知整備2902 愛知整備2903 兵庫整備4002 香川整備4101

愛媛整備6001 沖縄整備4002



（システム防護（サイバー乙）　２名）

千葉シ乙0001 広島シ乙4911

（情報処理　１８名）

函館情報0001 青森情報1002 埼玉情報W0001 千葉情報0003

千葉情報0004 東京情報0001 東京情報0003 東京情報0008

東京情報0009 東京情報0010 神奈川情報0001 神奈川情報0002

神奈川情報0003 愛知情報3103 京都情報2601 大阪情報W4151

福岡情報1001 鹿児島情報1002

（通信　５名）

東京通信0001 神奈川通信0001 神奈川通信0002 大阪通信4201

兵庫通信5301

（電気　７名）

神奈川電気0001 新潟電気0001 静岡電気0001 静岡電気0002

滋賀電気3700 大阪電気4301 山口電気0371

（建設　２９名）

岩手建設0002 秋田建設2001 秋田建設0002 東京建設0003

神奈川建設0002 神奈川建設0003 神奈川建設0004 神奈川建設0005

新潟建設0001 石川建設4401 岐阜建設4301 愛知建設3402

愛知建設3403 愛知建設3406 愛知建設3408 愛知建設3409

愛知建設3410 京都建設2751 大阪建設W4451 兵庫建設5504

奈良建設3401 島根建設3001 岡山建設4081 山口建設0392

香川建設W4551 高知建設2402 福岡建設1001 長崎建設1002

沖縄建設3001



（放射線　２名）

東京放射0001 大阪放射W4551

（人事　１４名）

旭川人事W0001 旭川人事W0002 秋田人事W0001 千葉人事0001

神奈川人事W0001 愛知人事W3651 大阪人事4601 和歌山人事W4901

和歌山人事W4902 山口人事0501 香川人事4801 福岡人事W1001

大分人事W1001 熊本人事W1001


