令和４年度 特殊無線技士養成課程 受講のご案内
公益財団法人日本無線協会沖縄支部
〒900-0027 那覇市山下町１８－２６
山下市街地住宅２階 Ａ－２０１
TEL０９８－８４０－１８１６ FAX０９８－８４０－１８１７

１

募集する養成課程

募集する養成課程の資格及び実施日等は次のとおりです。

資

格

実施場所（講習会場）

実施
年月日

募集人員

受講料等
３０，３５０円

那覇市前島３丁目２５番５０号
第二級陸上
沖縄船員会館
特殊無線技士
電話０９８－８６８－２７７５

（内訳）
３０名
令和４年
５ 月 １ ４ 日 （１０名)※ 受講料 ２６，０００円
消費税
２，６００円
～１５日
免許申請料１，７５０円

２１，５５０円
第三級海上
特殊無線技士

那覇市前島３丁目２５番５０号
沖縄船員会館
電話０９８－８６８－２７７５

令和４年
５月１７日

３０名
(１０名)※

（内訳）
受講料

１８，０００円

消費税

１，８００円

免許申請料１，７５０円

※ （ ）の人数は最低募集人員です。
（ ）の人数以下の場合は、講習を実施しない場合もあります。
▲他の機関での募集状況については、下記８に掲載しております。
授業時間及び修了試験の時間
資 格

２

授業科目、修了試験の時間

第一級陸上特殊無線技士

法規６時間、無線工学４８時間、修了試験２時間２０分

第二級陸上特殊無線技士

法規５時間、無線工学４時間、修了試験１時間３０分

第三級陸上特殊無線技士

法規４時間、無線工学２時間、修了試験１時間３０分

第二級海上特殊無線技士

法規８時間、無線工学５時間、修了試験１時間３０分

第三級海上特殊無線技士

法規４時間、無線工学２時間、修了試験１時間

受講するための資格要件

第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士及び第三級海上特殊無線
技士を受講する場合は、資格要件はありません。どなたでも受講できます。
第一級陸上特殊無線技士を受講する場合は、次の受講要件を満たす必要があります。
(1) 学校教育法第１条に規定する高等学校又は中等教育学校の電気科又は電気通信科を卒業した者。
(2) 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校（高等学校又は中
等教育学校の電気科又は電気通信科を除く。）の電気通信に関する課程を有する学科を卒業した
者。
(3) 学校教育法による大学の電気通信に関する課程を有する学科を１年次以上修了した者又は高等専
門学校の電気通信に関する課程を有する学科を３年次以上修了した者。

(4) 入学資格を学校教育法５７条に規定する者とする修業年限が３年以上の学校（
（2）に掲げる者を除
く。
）の電気通信に関する課程を有する学科を卒業した者。
(5) 入学資格を学校教育法第９０条に規定する修業年限が１年以上の学校等（（2）又は（3）に掲げ
る者を除く。
）の電気通信に関する課程を有する学科を卒業し、又は修了した者（
「修了した者」に
ついては、１年以上を修了した者に限る。
）
。
(6) 第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、
第四級海上無線通信士又は航空無線通信士の資格を有する者。
(7) 受講申込み前５年以内に通算して３年以上（学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業
した者（
（2）に掲げるものを除く。
）及びこれに準ずる者の場合は１年以上）多重無線設備の保守の
補助又は搬送端局設備若しくは電力線搬送端局設備の保守に従事した経歴を有する者。この場合に
おいて、高等学校を卒業した者、学校教育法第９０条第１項に規定する大学に入学することができる
者とする。
（証明書様式はここをクリック）
(8）日本無線協会が実施する第一級陸上特殊無線技士の※選抜試験に合格した者（合格通知が必要です。
）
（選抜試験はここをクリック）

３

受付期間
受講申込みの受付期間は、
「講習開始日の２ケ月前から１０日前まで」です。
受講申込みは、受講申込書の到着順に受け付け、募集人員に達した場合は、受付期間内であっても
締め切ります。なお、受付期間を過ぎても定員に満たない場合は、引き続き受け付けますのでご相談
ください。電話やＦＡＸによる予約又は申込みの受付けは行っていません。

４

受講申込の方法
受講希望者は、次の書類を日本無線協会沖縄支部へ提出して下さい。
受講申込書

当協会のホームページから印刷したものが利用できます。

（受講申込書様式はここをクリック）
・無背景の縦３０mm×横２４mm で裏側に資格、氏名を記入

写真３枚
（同一のもの）

したもの。
・無帽、正面、上三分身（胸から上）、無背景、縁取りの
ないもので申込前６ヶ月以内に撮影したもの。

氏名及び生年月日を

① 住民票コード（注１）

証する書類

② 住民票（個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの。コピー不可）

（①から③のうち１通）

③ 次のものの写しいずれか１通
・無線従事者免許証

・電気通信主任技術者証

・工事担任者資格者証

（注１） 住民票コードを利用する場合は受講申込書の「住民票コードの利用」の欄の「あり」を○で囲ん
でください。
【提出先】〒９００－００２７ 那覇市山下町１８－２６ 山下市街地住宅 ２階 Ａ－２０１
公益財団法人 日本無線協会沖縄支部
TEL ０９８－８４０－１８１６

５

FAX ０９８－８４０－１８１７

受講票等の関係書類の送付
受講受付及び受講料振込確認の後、受講票、講習会案内書等をお送りします。

６

受講料等及びその支払い

(1) 受講料等（受講料、免許申請手数料及び消費税の合計金額）は、受講日の１０日前までに下記の銀
行口座へ振込んでください（振込手数料はご負担してください。）
。
【振込先】沖縄海邦銀行壷川支店

普通預金 口座番号 ０４４８４５９

（公財）日本無線協会沖縄支部
(2)納入された受講料は、講習開始日の前日までに受講の取消しの申出があった場合は、請求によりお
預かりした金額から送金手数料を差し引いた額をお返しします。
(3)免許申請手数料 1,750 円を受講料と一緒にお預かりします。修了試験が不合格となった場合や受講
取消しの申し出があった場合には免許申請手数料はお返しします。

７

受講上の注意

(1) 申込み受付後に送付された受講票は、講習日には必ずご持参してください。
(2) 欠席や遅刻をしないよう注意してください（受講時間が不足すると修了試験を受けられません。） 。
(3) 申込み後、都合により受講できなくなった場合は、必ずご連絡ください。
(4) 講習会場には駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。
(5) 車椅子をご利用の者は、あらかじめご連絡ください。

８

他の機関で募集している資格

・募集する養成課程の資格及び実施日等は次のとおりです。
・詳細については、実施機関へ問合せ下さい。

資 格
実施場所 実施予定年月
募集人員
実 施 機 関
第二級海上
令和４年６月
４０名※１
（一社）全国船舶無線協会沖縄支部
那覇市内
特殊無線技士
令和４年 11 月 （２０名）※２ 電話：０９８－８３６－５３５９
第三級陸上
３０名※１
（一社）全国陸上無線協会沖縄支部
那覇市内 令和４年 11 月
特殊無線技士
（２０名）※２ 電話：０９８－８３１－９０１０
※１：募集人数は変更する場合があります。
※２：
（ ）の人数は最低募集人員です。
（ ）の人数以下の場合は、講習を実施しない場合もあります。

「養成課程受講申込み」から「免許証取得」までの流れ
養成課程の
受講申込み

〇日本 無線 協会 沖縄 支部 へ 送付してください。
・養成課程受講申込書
・写真 3 枚
・住民票 1 通（免許申請書に住民票コード、他に無線従事者
免許番号を記入しない方）
〇受講料を振込んでください。
・振込先
沖縄海邦銀行壺川支店
普通口座
０４４８４５９
公益財団法人 日本無線協会沖縄支部

書類を受け取った
ら必要事項を記入

講習当日

講習、修了試験

修了 試験 合格 ※

当協会が 沖縄 総合
通信事務所へ免許
申請書類を提出

受講を申込まれた方へ次の書類をお送りします。
①受講票
②免許申請書用紙
③免許 申 請 書 の書き方
④講習案内

公益財団法人

当協会から書類郵送

〇免許申請書用紙の所定の欄に、「免許申請書の書き方」
を参考にして記入してください。

〇次を必ず持参し、講習会場の受付に提出してください。
・受講票
・免許申請書
・免許証郵送用封筒（送付先 の住所氏名を記入し、
84 円切手を貼ってください 。）

※ 修了試験に合格できなかった方は、希望により補習と追試
験を受けることができます。

・免許申請書（免許申請手数料 1,750 円収入印紙貼付）
・養成課程修了証書

約1 ケ月ほどで、当 協会 からお手元へ 無線従事者免許証 を発送。

無線従事者免許証を取得

