
明けましておめでとうございま
す。会員の皆様方におかれまして
は２０２１年の新年をお健やかにお
迎えのことと心からお慶び申し上
げます｡
昨年末から新型コロナウイルス

感染が全国的に再拡大し、政府は
１１都府県に緊急事態制限を発出
しました。沖縄県でも１月１９日、
緊急事態制限が発出され、飲食店
の営業時間の制限や県内外からの
移動の自粛により観光関連産業中
心に多くの企業が厳しい経営状況
に追い込まれています。特に、タ
クシー業界でも利用者の激減で厳
しい運行状況となってます。当セ
ンターでは、タクシー事業者会員
の会費を減免し支援を行っている
ところです。
昨年９月、おきなわ TOWER の

非常用発電機の自動制御盤が故障
し会員の皆様には大変ご心配をお
掛けしました。設置から３２年経
過しており、部品調達ができない
ことから、急遽、更新することに
なりました。受注生産のため更新
工事に期間を要しますが、その間、
仮設の発電機を設置していますの
で、停電や非常時の電源確保には
支障ありません。
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一般社団法人沖縄総合無線センター

親　泊　一　郎会　長

さて、今後、リモートを前提と
した働き方社会において、新たな
社会価値を創造するデジタル・ト
ランスフォーメーション（ＤＸ）
が求められています。
タクシーの配車についても社会

全体のネットワーク化、AI 自動
化が進む中で顧客の利便性に優れ
た自動化・スマート化が求められ
ています。
社会活動のデジタル化が進む中

で ICT（情報通信技術）と融合し
た電波利用を促進し、関係機関と
連携しながら会員支援に努めてま
いります。
　当センターは、昨年１１月、

創立５０周年を迎えました。５０周
年の記念事業及び記念式典を計画
しているところですが、コロナの
終息をもって取り組みたいと考え
ております。
本年も「おきなわ TOWER」の

利用促進と会員拡大に取り組む所
存でございます。施設維持の保守
管理と健全運営に努めてまいりま
すので、ご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
会員、関係者の皆様の益々のご

健勝とご発展を祈念申し上げて新
年のご挨拶と致します。

年頭のあいさつ　親泊会長

謹賀新年　　　　役員理事

新年のあいさつ
　 総務省沖縄総合通信事務所長

INFORMATION
○総務省沖縄総合通信事務所
○（公財）日本無線協会沖縄支部
○（一財）日本アマチュア無線振興協会
〇（一財）移動無線センター

おきなわTower Office

Okinawa Tower of Consolidated Radio Station

移動局通信エリアの拡大！ 無線局維持コストの削減！ 災害時の通信確保！ ( 非常用発電機を完備 )

一般社団法人 沖縄総合無線センター
〒900-0027 沖縄県那覇市山下町18番26 TEL：098-996-3304
E-mail : info@okinawatower.or.jp http : //www.okinawatower.or.jpp : //www.okinawatower.or.jpp : /

沖縄県島尻郡南風原町字新川
TEL:098-889-7180

山下市街地住宅 Ｂ山下市街地住宅 Ｂ山下 -205
FAX：098-996-3334

局舎：

Vol.57 2021.２Winter

SERVICE AREA

SCPCデジタル無線400MHZ帯エリア図
実例年月
デジタル車載用無線機
基地局送信空中線(海抜高：181.5ｍ)
基地局受信空中線(海抜高：195.9ｍ)
移動局空中線(地上高：２ｍ)

平成21年８月
EF-3257 f=467.4375MHZ 5W
HG-4001  5.15dB
SV-16-400F
ホイップアンテナ　4.15dB

緑  色
黄  色
赤  色

概ね良好な通話が出来る
場所を選べば通話が出来る
ほとんど通話が出来ない

おきなわ TOWER

おきなわＴＯＷＥＲ 利用料金及びサービスエリア

　２月１日、プロ野球９球団の沖縄キャンプがスタートしました。コロナ感染防

止対策で無観客キャンプとなり、野球ファンにとっては残念でなりません。不要・

不急の外出自粛で経済効果は期待できませんが、感染対策を徹底しキャンプを開

催していただいたことに感謝したいです。今年は、球団が配信する動画でキャン

プ情報を自宅で楽しみます。４月の野球シーズンの開幕には、球場で観戦できる

ことを期待しています。

　さて、昨年、９月非常用発電機の自動運転制御盤の故障で関係者に大変ご心配

をお掛けしました。仮設発電機の設置まで手動運転体制により乗り切りましたが、

この間、台風の発生が無かったことは幸しました。

　非常用電源は、おきなわ TOWER の生命線であり、非常用発電機の故障を想

定した電源の供給についても対策を検討したいと思います。

　今年は、非常用発電機の更新、鉄塔の部材の取り換えや全面塗装など大きな工

事を控えています。

　関係者の皆様のご協力をよろしくお願いします。

「あけましておめでとうございます。」編集後記
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所　長 白  石   昌  義

総務省沖縄総合通信事務所

 一般社団法人　 沖縄総合無線センター

初日の出（知念岬から久高島を望む）初日の出（知念岬から久高島を望む）

会員のみなさまの益々の発展を祈念申し上げます

謹んで新春のお慶びを申し上げます

初日の出（知念岬から久高島を望む）初日の出（知念岬から久高島を望む）初日の出（知念岬から久高島を望む）

　あけましておめでとうございます。
　一般社団法人沖縄総合無線センター並びに会
員の皆様におかれましては、平素より総務省の
情報通信行政にご理解・ご支援を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　2020 年は、新型コロナウイルス感染症の影響
によって、社会生活の様々な場面で大きな変化
を迫られた年でした。
　沖縄県でも、新規感染者数が高止まりし減少
の兆しが見えない状況にあります。感染者数が
減少しなければ、医療崩壊を招く危険性もあり、
一方で、国内外の旅行者の減少や飲食店への時
短営業の要請など、観光業・飲食業をはじめ、
多くの業種において、非常に厳しい状況が続い
ています。
　こうした中にあって、政府全体として「働き
方改革」を推進し、テレワークをはじめとした
様々な取り組みを行う上で、情報通信が「社会
インフラ」として、極めて重要な役割を担って
いること、社会に貢献できる可能性がたくさん
あること、そして今後に向けて為すべきことを、
改めて意識することとなった年でした。

　本年は、東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催が予定され、全国的に第 5 世代
移動通信システム（５G）が本格展開されると共
に、これまでの政府におけるデジタル社会の形
成に関する行政手続きや医療、防災、教育など
様々な取り組みを総括する「デジタル庁」が動
き始める節目の年ともなります。
　これからは、5G・IoT・AI（人工知能）などの様々
な技術をフルに活用して、地域における
Society5.0 の実現に向け、医療、福祉、教育な
ど社会全体の発展につながるシステム・技術を
実現することによって、デジタル・トランス
フォーメーション（DX）を強力に推進していく
ことが求められてきます。
　また、私たちが電波を利用するようになって
から１２５年あまりになりますが、消防・防災、
警察、航空・海上無線などの重要無線は、国民
の生命を守る「重要インフラ」であると共に、
テレビ、ラジオ、電子レンジ、携帯電話、非接
触 IC カード、医療機器など、身の回りの様々な
場面で活用され、私たちの日々の暮らしに欠か
せない「生活インフラ」ともなっています。そ
れを支える沖縄総合無線センターの業務が果た
す役割・期待される役割も、これまで以上に重
要になってきています。
　総務省沖縄総合通信事務所では、貴センター
をはじめとする関係機関の方々と連携し、地域
の皆様の生活を「より安全に」「より便利に」で
きるよう、情報通信行政の推進に努めてまいり
ますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

会　　長

副 会 長

専務理事

理　　事

理　　事

理　　事
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監　　事

監　　事

親泊　一郎

玉寄　兼志

山城　康貞

大田　守春

森田　　明

渡具知武之

岡田　邦宏

知花　　敦

豊見山安蘭

（日本赤十字社沖縄県支部　副支部長）

（パンダグループ無線　代表理事）

（セコム琉球株式会社　取締役那覇支社長）

（株式会社ラジオ沖縄　取締役相談役

（株式会社沖縄セルラー電話　取締役）

（株式会社沖縄ガス　執行役員総務部長）

（株式会社サミットインダストリアル代表取締役社長）

（株式会社沖縄交通　取締役）
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沖縄地方非常通信協議会（会長：白石昌

義／沖縄総合通信事務所長）は、11 月 19

日午後 2 時から、非常時における円滑な通

信の確保に資するため、中央非常通信協議

会と連携し、第 83 回全国非常通信訓練（沖

縄地方）を実施しました。

訓練は、大型台風が沖縄県八重山地域を

通過したとの状況を想定した通信訓練を実施

しました。

　避難所から沖縄県までの地方ルートでは、

被災想定の石垣市、竹富町及び与那国町の

各避難所から役場までの間を同報系防災行

政無線子局の連絡機能の操作慣熟を兼ねて

模擬の救援要請を行い、各役場から沖縄県

までの間を警察機関保有の自営通信網や衛

星携帯電話を活用した訓練を実施した他、

一部、役場から徒歩による伝達が数キロに及

◆  第８３回全国非常通信訓練（沖縄地方）の実施

第８３回全国非常通信訓練（沖縄地方）のイメージ

通信訓練実施模様（八重山警察署大川交番）

Information Ⅱ 無線通信課総務省沖縄総合通信事務所

Information Ⅰ

　総務省は、青少年が安心・安全にインター
ネット等を正しく利活用できる環境の整備に
向けて、多くの青少年が初めてスマートフォ
ン等を手にする、春の卒業・進学・新入学
の時期に特に重点を置き、関係府省庁や関
係事業者の方々と連携・協力し、フィルタリ
ング利用の推進や青少年・保護者の方々等
の情報リテラシーの向上に向けた取組を集中
的に行う「春のあんしんネット・新学期一斉
行動」を実施しており、2 月から 5 月まで各
種取組を展開します。　
●取組例
・インターネットトラブル事例集、SNS 誹謗中

傷に関する啓発動画、特設サイト等の周知
・学校、教育委員会、PTA、携帯電話事業

者の方々との連携
・e- ネッキャラバン (e- ネット安心講座 ) の実

施　など

　沖縄総合通信事務所は、沖縄情報通信懇
談会との共催で、令和 3 年 2 月 18 日 ( 木 )、
基礎から学ぶ｢IoT 体験セミナー in 沖縄」を
オンラインにて開催します。
　 本セミナーでは、IoT の導入・利活用にご
関心のある企業・団体の経営に携わる方や 
ご担当の方々を対象に、IoT を活用したビジ
ネス課題解決の手法を、リモート型にてグ
ループ討議や講師との相互コミュニケーショ

　政府は、重点的かつ効果的にサイバーセ
キュリティに対する取組を推進するため、2
月 1 日から 3 月 18 日までを「サイバーセキュ
リティ月間」と設定し、政府機関はもとより、

情報通信課

◆  基礎から学ぶ「IoT体験セミナー in 沖縄」

◆  ２０２１年「サイバーセキュリティ月間」（2月1日～3月18日）

◆「春のあんしんネット・新学期一斉行動」（2月～5月）

#NoHeartNoSNS 特設サイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/kyouiku_joho-ka/no-heart-no-sns.html

【e-ネット安心講座申込随時受付中】
　新型コロナウイルス感染予防の一つとして、
リモートによる講座にも取り組んでいます。

e-ネッキャラバン専用サイト
https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/

各種啓発主体と連携し、普及啓発活動を集
中的に実施します。
内閣サイバーセキュリティセンター (NISC) サイト
https://www.nisc.go.jp/security-site/month/index.html

ンを通して体験いただきます。

ぶ長距離区間を見直したことによる検証も行

いました。

また、沖縄県から国（内閣府）までの間の

中央ルートでは、国土交通省のマイクロ回線

を活用し、被災地の被災状況及び救援要請

状況を伝達する訓練を実施しました。

訓練は、概ね良好に進行し、訓練参加機

関からは、「自治会の方々、消防署職員の方

も一緒に訓練でき大変良かった。」「防災無

線子局の操作法が不慣れのため手間取っ

た。」などの感想をいただきました。

今後も地域の方々と連携して非常災害時に

おける有効かつ新たな通信ルートの設定や、

より実践的な訓練の実施により多様な伝達手

段の確保に向けた取組をすすめてまいりま

す。
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ネス課題解決の手法を、リモート型にてグ
ループ討議や講師との相互コミュニケーショ

　政府は、重点的かつ効果的にサイバーセ
キュリティに対する取組を推進するため、2
月 1 日から 3 月 18 日までを「サイバーセキュ
リティ月間」と設定し、政府機関はもとより、

情報通信課

◆  基礎から学ぶ「IoT体験セミナー in 沖縄」

◆  ２０２１年「サイバーセキュリティ月間」（2月1日～3月18日）

◆「春のあんしんネット・新学期一斉行動」（2月～5月）

#NoHeartNoSNS 特設サイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/kyouiku_joho-ka/no-heart-no-sns.html

【e-ネット安心講座申込随時受付中】
　新型コロナウイルス感染予防の一つとして、
リモートによる講座にも取り組んでいます。

e-ネッキャラバン専用サイト
https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/

各種啓発主体と連携し、普及啓発活動を集
中的に実施します。
内閣サイバーセキュリティセンター (NISC) サイト
https://www.nisc.go.jp/security-site/month/index.html

ンを通して体験いただきます。

ぶ長距離区間を見直したことによる検証も行

いました。

また、沖縄県から国（内閣府）までの間の

中央ルートでは、国土交通省のマイクロ回線

を活用し、被災地の被災状況及び救援要請

状況を伝達する訓練を実施しました。

訓練は、概ね良好に進行し、訓練参加機

関からは、「自治会の方々、消防署職員の方

も一緒に訓練でき大変良かった。」「防災無

線子局の操作法が不慣れのため手間取っ

た。」などの感想をいただきました。

今後も地域の方々と連携して非常災害時に

おける有効かつ新たな通信ルートの設定や、

より実践的な訓練の実施により多様な伝達手

段の確保に向けた取組をすすめてまいりま

す。
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公募養成課程 主任無線従事者講習

（公財）日本無線協会沖縄支部 【総務大臣 指定試験機関、指定講習機関】
「無線従事者 国家試験、主任講習、養成課程、認定講習課程、認定新規訓練」

〒900-0027 那覇市山下町18-26 山下市街地住宅   電話：098－840－1816 

※詳細は（公財）
　日本無線協会
    沖縄支部へお
　問合せ下さい。

令
和
３
年
前
期
無
線
従
事
者
国
家
試
験
等
日
程

アマチュア無線技士養成課程講習会について   
－アマチュア無線技士の国家資格をとろう－

アマチュア無線技士養成課程講習会
総務省認定の養成課程講習会

３アマ e ラーニング   

日程等の詳しいお問い合わせは、 沖 縄 電 子 ：〒901-2223 宜野湾市大山 3-3-9 ☎ 098-898-2358
沖縄管内では、株式会社沖縄電子で第四級標準コース、第三級短縮コースを実施します。

◎お申込みはこちらの URL から   https;//jard.or.jp/eln-center/3rd-class/3rd-class_news.html
◎問い合わせ先　一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会 (JARD)
　　　　　　　　 e ラーニング事業センター　TEL：03-3910-7253

授業時間 受講料等
これから始める方には
第四級標準コース
ステップアップ！
第三級短縮コース

２日間

１日間

法　　規 ６時間
４時間

法　　規 ４時間
無線工学 ２時間

一　 般   23,150円
18歳以下 9,850円
一　 般  12,950円

※受講いただくには条件があります。

講習期間

無線工学

e ラーニングとは、パソコンとインターネット環境を利用した講習会です。
特

　徴

◇ スマホ対応で、通勤・通学・ちょっとした休憩時間に受講できる！
◇ e ラーニングなら離島など講習会の少ない地域の方も自宅で受講できる！
◇ 修了試験は 、全国約 280 カ所のＣＢＴテストセンターで受験できる！
　 ( 沖縄管内では、那覇市、宜野湾市、宮古島市、石垣市で受験できます )

※受講にあたってはパソコンとインターネットの接続が
　必要です。スマホやタブレットのみでも受講できます。

「４アマ」または「修了試験結果通知書」をお持ちの方は

受講料等 12,950 円
( 無線従事者免許申請手数料を含む )
※無資格からの受講料等は 27,250 円

（公財）日本無線協会 沖縄支部

（一財）日本アマチュア無線振興協会 (JARD)

e ラーニング

コース＆料金 

国家試験

※お申込み・ご入金の翌営業日にeラーニングのＩＤとパスワードをメールでお届けしますので、
　その日から学習をはじめられます。別途、冊子の教科書等もお届けします。

募集時期 : 常時募集
講習時間 : 法規 10 時間・無線工学 6 時間

第三級アマチュア無線技士 e ラーニング標準コース〈総務省認定講習会〉
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Information Ⅲ 監視調査課

沖縄総合通信事務所では、「知っています

か？電波のルール。」をキャッチフレーズに、

12月1日（火）から1月31日（日）までを「年

末年始周知啓発強化期間」とし、電波利用

環境の保護に関する周知・啓発活動を集中

的・重点的に行いました。

沖縄県にお住まいの方々をはじめ、年末

年始の帰省や旅行等で沖縄県にお越しになら

れる方々へ、電波利用のルールを守っていく

ことの重要さを知っていただくため、ラジオＣ

Ｍやポスター等による周知活動、電波監視車

両による周知広報を重点的に実施しました。

沖縄総合通信事務所では、今後も良好な

電波利用環境の整備を推進していきます。

　沖縄総合通信事務所では、3月12日（金）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を

図りながら那覇市内の会場とWeb 形式によ

り、「電波の安全性に関する説明会」と「医

療分野における電波の安全性等に関する説

明会」の開催を予定しています。

　「電波の安全性に関する説明会」では、広

く一般の方々を対象に電波の性質や安全性に

ついて正しい理解を深めていただくための説

明及び｢医療分野における電波の安全性等に

関する説明会｣では、沖縄地域の医療機関に

おける電波利用推進協議会との共催で医療

機関おいて電波をより安全かつ便利に利用し

ていただくため、医用テレメータや無線 LAN

など電波利用機器の院内管理、各機器の原

理・特徴の把握と情報共有の説明を実施す

ることとしております。

　沖縄総合通信事務所では、今後も医療従

事者の方々等との連携・協力強化を進めて、

安心・安全に電波を利用できる環境の実現

に向けて取り組でいきます。

◆  年末年始の周知啓発強化を実施

◆  電波の安全性・医療分野における安全性等の説明会を実施

明日※からはじめられる

・2 月26日
・2 月27日
・3 月12日
・3 月15日
・3 月16日
・3 月17日
・3 月18日
・3 月19日
・4 月10日
・4 月11日
・5 月 9 日　
・6 月 8 日
・6 月 9 日
・6 月10日
・7 月12日～15日
・7 月16日～17日
・7 月18日

・5 月15日～16日
・5 月18日
・10月 1 日～10日

第四級海上無線通信士
航空無線通信士
第三級総合無線通信士通信術の試験
第二級総合無線通信士通信術の試験
第一級総合無線通信士及び第一～三海上無線通信士の通信術の試験
第一～三級総合無線通信士及び第一・第二級海上無線通信士
第一～三級総合無線通信士及び第一～三級海上無線通信士
第一・二級総合無線通信士及び第一～三級海上無線通信士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三・第四級アマチュア無線技士　
特殊無線技士（一海特、三海特、レーダ、国内電信）
特殊無線技士（二海特、三陸特、二陸特、航空特）
特殊無線技士（一陸特）
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
第三・第四級アマチュア無線技士

特殊無線技士（二陸特）
特殊無線技士（三海特）
特殊無線技士（一陸特）

電波の安全性に関する説明会 医療分野における電波の安全性に関する説明会

日　時：令和3年3月12日(金）13:00-14:30
場　所：沖縄県体協スポーツ会館 大会議室
　　　   Web会議システム（Cisco社Webex）
定　員：会場50名、（Web）50団体・組織
参加費：無料
講演内容（予定）
  ・ 「５Ｇ時代における電波の安全性に関
　 する説明会」（大久保 千代氏）
  ・ 「身の回りの電波とその安全性－無線
　 通信の発展と電波環境－」（多氣 昌生氏）

日　時：令和3年3月12日(金）15:00-17:00
場　所：沖縄県体協スポーツ会館 大会議室
　　　   Web会議システム（Cisco社Webex）
定　員：会場50名、(Web）50団体・組織
参加費：無料
講演内容（予定）

・ 「医療機関における電波の安全使用のためのICT
    活用及び人材育成について」（高道 昭一氏）　

・ 「医療機関において安心・安全に電波を
    利用するために」（新 秀直氏）

・2 月18日
・6 月18日
・10月13日

※無線従事者国家試験の受付期間
　は、試験実施の２か月前の月
　（１日～２０日まで）

常時
募集中

常時
募集中
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公募養成課程 主任無線従事者講習

（公財）日本無線協会沖縄支部 【総務大臣 指定試験機関、指定講習機関】
「無線従事者 国家試験、主任講習、養成課程、認定講習課程、認定新規訓練」

〒900-0027 那覇市山下町18-26 山下市街地住宅   電話：098－840－1816 

※詳細は（公財）
　日本無線協会
    沖縄支部へお
　問合せ下さい。

令
和
３
年
前
期
無
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国
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アマチュア無線技士養成課程講習会について   
－アマチュア無線技士の国家資格をとろう－

アマチュア無線技士養成課程講習会
総務省認定の養成課程講習会

３アマ e ラーニング   

日程等の詳しいお問い合わせは、 沖 縄 電 子 ：〒901-2223 宜野湾市大山 3-3-9 ☎ 098-898-2358
沖縄管内では、株式会社沖縄電子で第四級標準コース、第三級短縮コースを実施します。

◎お申込みはこちらの URL から   https;//jard.or.jp/eln-center/3rd-class/3rd-class_news.html
◎問い合わせ先　一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会 (JARD)
　　　　　　　　 e ラーニング事業センター　TEL：03-3910-7253

授業時間 受講料等
これから始める方には
第四級標準コース
ステップアップ！
第三級短縮コース

２日間

１日間

法　　規 ６時間
４時間

法　　規 ４時間
無線工学 ２時間

一　 般   23,150円
18歳以下 9,850円
一　 般  12,950円

※受講いただくには条件があります。

講習期間

無線工学

e ラーニングとは、パソコンとインターネット環境を利用した講習会です。
特

　徴

◇ スマホ対応で、通勤・通学・ちょっとした休憩時間に受講できる！
◇ e ラーニングなら離島など講習会の少ない地域の方も自宅で受講できる！
◇ 修了試験は 、全国約 280 カ所のＣＢＴテストセンターで受験できる！
　 ( 沖縄管内では、那覇市、宜野湾市、宮古島市、石垣市で受験できます )

※受講にあたってはパソコンとインターネットの接続が
　必要です。スマホやタブレットのみでも受講できます。

「４アマ」または「修了試験結果通知書」をお持ちの方は

受講料等 12,950 円
( 無線従事者免許申請手数料を含む )
※無資格からの受講料等は 27,250 円

（公財）日本無線協会 沖縄支部

（一財）日本アマチュア無線振興協会 (JARD)

e ラーニング

コース＆料金 

国家試験

※お申込み・ご入金の翌営業日にeラーニングのＩＤとパスワードをメールでお届けしますので、
　その日から学習をはじめられます。別途、冊子の教科書等もお届けします。

募集時期 : 常時募集
講習時間 : 法規 10 時間・無線工学 6 時間

第三級アマチュア無線技士 e ラーニング標準コース〈総務省認定講習会〉
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Information Ⅲ 監視調査課

沖縄総合通信事務所では、「知っています

か？電波のルール。」をキャッチフレーズに、

12月1日（火）から1月31日（日）までを「年

末年始周知啓発強化期間」とし、電波利用

環境の保護に関する周知・啓発活動を集中

的・重点的に行いました。

沖縄県にお住まいの方々をはじめ、年末

年始の帰省や旅行等で沖縄県にお越しになら

れる方々へ、電波利用のルールを守っていく

ことの重要さを知っていただくため、ラジオＣ

Ｍやポスター等による周知活動、電波監視車

両による周知広報を重点的に実施しました。

沖縄総合通信事務所では、今後も良好な

電波利用環境の整備を推進していきます。

　沖縄総合通信事務所では、3月12日（金）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を

図りながら那覇市内の会場とWeb 形式によ

り、「電波の安全性に関する説明会」と「医

療分野における電波の安全性等に関する説

明会」の開催を予定しています。

　「電波の安全性に関する説明会」では、広

く一般の方々を対象に電波の性質や安全性に

ついて正しい理解を深めていただくための説

明及び｢医療分野における電波の安全性等に

関する説明会｣では、沖縄地域の医療機関に

おける電波利用推進協議会との共催で医療

機関おいて電波をより安全かつ便利に利用し

ていただくため、医用テレメータや無線 LAN

など電波利用機器の院内管理、各機器の原

理・特徴の把握と情報共有の説明を実施す

ることとしております。

　沖縄総合通信事務所では、今後も医療従

事者の方々等との連携・協力強化を進めて、

安心・安全に電波を利用できる環境の実現

に向けて取り組でいきます。

◆  年末年始の周知啓発強化を実施

◆  電波の安全性・医療分野における安全性等の説明会を実施

明日※からはじめられる

・2 月26日
・2 月27日
・3 月12日
・3 月15日
・3 月16日
・3 月17日
・3 月18日
・3 月19日
・4 月10日
・4 月11日
・5 月 9 日　
・6 月 8 日
・6 月 9 日
・6 月10日
・7 月12日～15日
・7 月16日～17日
・7 月18日

・5 月15日～16日
・5 月18日
・10月 1 日～10日

第四級海上無線通信士
航空無線通信士
第三級総合無線通信士通信術の試験
第二級総合無線通信士通信術の試験
第一級総合無線通信士及び第一～三海上無線通信士の通信術の試験
第一～三級総合無線通信士及び第一・第二級海上無線通信士
第一～三級総合無線通信士及び第一～三級海上無線通信士
第一・二級総合無線通信士及び第一～三級海上無線通信士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三・第四級アマチュア無線技士　
特殊無線技士（一海特、三海特、レーダ、国内電信）
特殊無線技士（二海特、三陸特、二陸特、航空特）
特殊無線技士（一陸特）
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
第三・第四級アマチュア無線技士

特殊無線技士（二陸特）
特殊無線技士（三海特）
特殊無線技士（一陸特）

電波の安全性に関する説明会 医療分野における電波の安全性に関する説明会

日　時：令和3年3月12日(金）13:00-14:30
場　所：沖縄県体協スポーツ会館 大会議室
　　　   Web会議システム（Cisco社Webex）
定　員：会場50名、（Web）50団体・組織
参加費：無料
講演内容（予定）
  ・ 「５Ｇ時代における電波の安全性に関
　 する説明会」（大久保 千代氏）
  ・ 「身の回りの電波とその安全性－無線
　 通信の発展と電波環境－」（多氣 昌生氏）

日　時：令和3年3月12日(金）15:00-17:00
場　所：沖縄県体協スポーツ会館 大会議室
　　　   Web会議システム（Cisco社Webex）
定　員：会場50名、(Web）50団体・組織
参加費：無料
講演内容（予定）

・ 「医療機関における電波の安全使用のためのICT
    活用及び人材育成について」（高道 昭一氏）　

・ 「医療機関において安心・安全に電波を
    利用するために」（新 秀直氏）

・2 月18日
・6 月18日
・10月13日

※無線従事者国家試験の受付期間
　は、試験実施の２か月前の月
　（１日～２０日まで）

常時
募集中

常時
募集中
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●新会員の紹介
新たに次の賛助会員が加入しました。

賛助会員　株式会社ＨＦシステム沖縄支店　　那覇市久茂地 1 丁目 1-1　パレットくもじ 9 階

　賛助会員　ＮＴＫ新潟通信機株式会社　　本　社／ソリューション部　新潟市中央区上所中３-１４-８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当拠点／東京支店　東京都東大和市立野４-４７４-３

一般財団法人移動無線センターは、デジタルMCA無線にLTE技術を適用した「ＭＣＡアドバンス＊」

のサービスを2021 年4 月から全国で始めます。スマートフォンタイプの端末機は、自営無線による音

声通信やリアルタイム映像の伝送、チャット(メッセージ、動画、写真 )など多機能です。

おきなわ TOWER Officeおきなわ TOWER Office

◇通信料金が低額で大幅なコスト軽減、効率的なデータ配車

◇出先配車・営業所・郊外・離島配車業務の統合化を実現

◇兼業事業（タクシー事業以外）にも利用できます

デジタル自営無線の機器更新やＩＰ無線の契約更新時にご検討下さい

○会員であれば、安定した共済ＩＰ無
　線を低廉な通信料金で利用できます。
　音声配車（通常 2,200 円）
　ソフトバンク　１回線月 870 円
　ＮＴＴドコモ　１回線月 1,700 円
　※データ配車も可能です。
　　　（車両位置表示等はオプション）

★全自無連では、カード決済機能の共
　用等適用範囲の拡大について携帯電
　話事業者との折衝を進めています。

●新会員の紹介
新たに次の賛助会員が加入しました。
　賛助会員　株式会社シンテック
　　　　　　沖縄県那覇市銘苅２丁目４番 51 号

全自無連ＩＰ無線共済事業

賛助会員

執行役員　沖縄支店長

　　

株式会社ＨＦシステム

パレットくもじ9階
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1

T E L : 098-988-0835
MAIL : m-namihira@hf-sys.com

http://www.hf-sys.com

波平　三雄

TEL:098-934-9801
沖縄市美原 3-18-13

代表取締役社長　上里幸春

電気・空調・電気通信工事

第一工業株式会社沖縄パナソニック特機株式会社

本社　那覇市西 2-15-1 TEL098-868-0131
中部営業所  沖縄市美原 2-25-11 TEL098-939-3891

代表取締役社長　木村 隆夫

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅２丁目４番 51 号
TEL O98-867-1111 FAX O98-868-9616
〒802-0073 北九州市小倉北区貴船町 13 番 9 号
TEL O93-923-1111 FAX 093-922-3455
E-mail : shinzato-jyunichi＠shintec-okinawa.cojp

浦添市前田 2-1-11
☎ （098）877-9002

電気設備・通信設備
防災無線・監視カメラ

デルタ電気工業株式会社
沖 縄 県 宜 野 湾 市 我 如 古 2 - 3 6 - 1 5        
TEL 098-897-0513 FAX 098-898-6561     

富士電機グループ特約店
メタウォーター(株)特約店
ダ イ キ ン 空 調 機 特 約 店

代表取締役 新 里 順 一
本　　　社

九州営業所

＊「MCAアドバンス」は、商品名です。

20212021年年年444月サービス開始

MCAアドバンスとは、
国際基準のLTE技術を適用した共同利用型の自営通信システムです。
デジタルMCA無線の輻輳しにくい安定した通信と、災害に強いという優れた特長
を継承。携帯端末はスマートフォンタイプで、音声とあわせて映像が送れ、チャット
機能により臨場感のあるコミュニケーションを実現する新しいスタイルの無線です。

先端技術で広がるコミュニケーション

244時間時間3655日の有人監視体制、堅牢性に優れた中継局。災害に強い

高セキュリティ

利便性・実用性

充実したアプリ

遠隔制御機能・不正検知機能を搭載。遠隔でデータ消去、操作ロック等が可能。

軽い、薄い、簡単操作、カメラ、、GPSS内臓、防水、防塵、耐久性性(MILL規格規格)

地図データと組み合わせた指令局や、現場の状況を音声と映像でリアルタイムに地図デ タと組み合わせた指令
配信が可能。チャットアプリは、

局や令局令局令
、、LINE

現場の状況を音声と映像でリアルタイムにや、現場
EEのような使い勝手で素早く応答できます。

地図上でグループ通話したい端末を選択し発信

[移動局]

[指令局]

臨時グループ

【リアルタイム映像 】

一般財団法人 移動無線センター

沖縄事務所

〒900-0033
那覇市久米２－２－２0   大同火災久米ビル８Ｆ
TEL︓098-869-0438 FAX︓098-869-0478
✉ okinawa@mrc.or.jp

車載タイプスマートフォンタイプ

京セラ製
トム通信工業製

モトローラ製

県道〇〇は土砂崩れで
通行不可です

進化するるMCAAアドバンスをご体感ください。

スマ

[チャットアプリ]

MCAAアドバンス対応端末

さらなる進化、変わらぬ安心

MCAアドバンス
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明けましておめでとうございま
す。会員の皆様方におかれまして
は２０２１年の新年をお健やかにお
迎えのことと心からお慶び申し上
げます｡
昨年末から新型コロナウイルス

感染が全国的に再拡大し、政府は
１１都府県に緊急事態制限を発出
しました。沖縄県でも１月１９日、
緊急事態制限が発出され、飲食店
の営業時間の制限や県内外からの
移動の自粛により観光関連産業中
心に多くの企業が厳しい経営状況
に追い込まれています。特に、タ
クシー業界でも利用者の激減で厳
しい運行状況となってます。当セ
ンターでは、タクシー事業者会員
の会費を減免し支援を行っている
ところです。
昨年９月、おきなわ TOWER の

非常用発電機の自動制御盤が故障
し会員の皆様には大変ご心配をお
掛けしました。設置から３２年経
過しており、部品調達ができない
ことから、急遽、更新することに
なりました。受注生産のため更新
工事に期間を要しますが、その間、
仮設の発電機を設置していますの
で、停電や非常時の電源確保には
支障ありません。

3

4

5

1

2

一般社団法人沖縄総合無線センター

親　泊　一　郎会　長

さて、今後、リモートを前提と
した働き方社会において、新たな
社会価値を創造するデジタル・ト
ランスフォーメーション（ＤＸ）
が求められています。
タクシーの配車についても社会

全体のネットワーク化、AI 自動
化が進む中で顧客の利便性に優れ
た自動化・スマート化が求められ
ています。
社会活動のデジタル化が進む中

で ICT（情報通信技術）と融合し
た電波利用を促進し、関係機関と
連携しながら会員支援に努めてま
いります。
　当センターは、昨年１１月、

創立５０周年を迎えました。５０周
年の記念事業及び記念式典を計画
しているところですが、コロナの
終息をもって取り組みたいと考え
ております。
本年も「おきなわ TOWER」の

利用促進と会員拡大に取り組む所
存でございます。施設維持の保守
管理と健全運営に努めてまいりま
すので、ご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
会員、関係者の皆様の益々のご

健勝とご発展を祈念申し上げて新
年のご挨拶と致します。

年頭のあいさつ　親泊会長

謹賀新年　　　　役員理事

新年のあいさつ
　 総務省沖縄総合通信事務所長

INFORMATION
○総務省沖縄総合通信事務所
○（公財）日本無線協会沖縄支部
○（一財）日本アマチュア無線振興協会
〇（一財）移動無線センター

おきなわTower Office

移動局通信エリアの拡大！ 無線局維持コストの削減！ 災害時の通信確保！ ( 非常用発電機を完備 )

TEL：098-996-3304
FAX：098-996-3334

7 2021.２Winter

SERVICE AREA

SCPCデジタル無線400MHZ帯エリア図
実例年月
デジタル車載用無線機
基地局送信空中線(海抜高：181.5ｍ)
基地局受信空中線(海抜高：195.9ｍ)
移動局空中線(地上高：２ｍ)

平成21年８月
EF-3257 f=467.4375MHZ 5W
HG-4001  5.15dB
SV-16-400F
ホイップアンテナ　4.15dB

緑  色
黄  色
赤  色

概ね良好な通話が出来る
場所を選べば通話が出来る
ほとんど通話が出来ない

おきなわ TOWER

おきなわＴＯＷＥＲ 利用料金及びサービスエリア

　２月１日、プロ野球９球団の沖縄キャンプがスタートしました。コロナ感染防

止対策で無観客キャンプとなり、野球ファンにとっては残念でなりません。不要・

不急の外出自粛で経済効果は期待できませんが、感染対策を徹底しキャンプを開

催していただいたことに感謝したいです。今年は、球団が配信する動画でキャン

プ情報を自宅で楽しみます。４月の野球シーズンの開幕には、球場で観戦できる

ことを期待しています。

　さて、昨年、９月非常用発電機の自動運転制御盤の故障で関係者に大変ご心配

をお掛けしました。仮設発電機の設置まで手動運転体制により乗り切りましたが、

この間、台風の発生が無かったことは幸しました。

　非常用電源は、おきなわ TOWER の生命線であり、非常用発電機の故障を想

定した電源の供給についても対策を検討したいと思います。

　今年は、非常用発電機の更新、鉄塔の部材の取り換えや全面塗装など大きな工

事を控えています。

　関係者の皆様のご協力をよろしくお願いします。

「あけましておめでとうございます。」編集後記

SCHEDULE

CONTENTS

２月
 中旬 会報誌 vol.57 Winter 号発行
 下旬 定期保守点検
３月
 中旬 定期保守点検
 下旬 第 2 回理事会
４月
 中旬 定期保守点検
 下旬 業務監査
５月
 中旬 定期保守点検
 下旬 第 1 回理事会・通常総会

年頭のあいさつ年頭のあいさつ


