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開局同意書について 

開局予定のレピータ管理団体から、開局同

意書を求められた件について 

結果：拒否を致しました。 

経緯： 

突然に、神戸市垂水区内でレピータ局（周波数は

439,96MHz）を開局したいので同意書を下さいとの E

メール（参 1）が、送られてきました。 

当然、地理的に混信の可能性が大なので、相手

方にはその旨を伝えて拒否のメールを送り返しました

が、何故 JARL が内定であれ OK を出したのか？と疑

問に感じて、翌日に、JARL 技術研究所の担当部署

に事の経緯を尋ねました。 

結果は、439,98MHz で開局したいとの話は聞いて

いますが、439,96MHz での話は聞いていないとの事

で、彼らが勝手に動いたのでは。との説明でした。 

昨年も偽りメール（JAMSAT を語った）で振り回され

ましたが、今年も同じようにメールで悩まされ、2007

年の世相漢字「偽」の重みを感じさせられました。 

ｄｅ 長澤 道一 

メールの原文（参 1）----------------------- 

こんにちは 

突然のメール失礼いたします。 

私は神戸に住むＪ*３***の**といいます。今回神戸市垂

水区のほうで４３０MHz の FM レピーターを開局しようと

計画しています。 

JARL からは一応内定という形で OK はいただいていま

すが、正式に許可をいただく条件として同じ周波数

(JP3YHE 局にとっては近隣周波数)を使う局の同意書を

もらうように指示を受けました。 

そこで JP3YHE 局の代表者の長澤様にメールを出させ

ていただいた次第であります。 

神戸市垂水区から JP3YHE 局舎まで距離は 50Km 弱離

れていますし周波数も同じではないのでダブルアクセス

はしないと思います。 

エリア調査では別図のような感じですが、実際東方面は 

 

神戸市灘区くらいが限界でした。大阪湾沿岸は地形上

エリア内に入っていますが内陸に入ると途端に聞こえな

くなりました。 

実際運用を開始して不都合な点があればこちらのほう

で改善をするつもりですし、そちらに迷惑をかけることは

一切しません。なので今回我々が開設するレピーター

局に開設の同意をいただけないでしょうか。(将来的に

起動トーンの変更も考えています。100.0Hz 等) 

現在こちらの設備は出来上がっていまして可能であれ

ば試験運用させていただき混信・ダブルアクセスの確認

などさせていただければ幸いです。 

勿論 JP3YHE 局が復活してからになりますが。 

434.96Mhz/439.96Mhz を運用周波数に希望していま

す。 

御検討宜しくお願い致します。 

（仮称）神戸垂水レピーター管理組合 

運営担当  ** **  (J*３***) 

j*3***@jarl.com 

神戸垂水レピータ局サービスエリア予想図 

 
 

公益法人制度改革 

JARL の公益法人制度改革への対応につい

て  

公益法人改革に係る三つの法律が平成 18 年 6 月

2 日に公布され、現在の社団法人や財団法人は、平

成 20 年 12 月 1 日から特例民法法人として位置づけ

られ、平成 25 年 11 月末までには新法によるところに

より、新たな組織体制をとることを余儀なくされてい

る。 
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 JARL では公益法人改革検討 WG において検討を

重ねた結果、公益社団法人をめざすことにより「社会

的信頼、アマチュア無線用周波数の防衛や拡大、各

種の規制緩和要望、官公庁が開催する公的な会議

への参画によりアマチュア無線の維持・発展を図る、

税の優遇が図られる」などのアマチュア無線としての

好ましい権益が保てる結果となるので、公益法人の

認定を受けて公益社団法人になることを目指す方向

で検討を進めている。 

公益法人改革の概要について 

１ 平成 18 年６月２日に公益法人改革に関する次の

３つの法律が公布され、平成 20 年 12 月 1 日から施

行される。 

① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（「一般社団・財団法人法」という。） 

② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律（「認定法」という。） 

③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（「整備法」という。） 

２ JARL を含めた現在の公益法人の取扱い 

 

 

３ 公益法人の認定とは 

(1) 「公益法人の認定」とは、一般社団財団法人法及

び認定法に定める諸規定をすべて満たして公益活

動を行う団体であることを、整備法に定める手続きに

従い内閣府に設けられた公益認定等委員会に申請

書を提出して認められることです。 

(2) 認定を受けるためには、法令に適合するように

JARL の定款をはじめ、組織、運営体制等を整備 し

なければなりません。 

(3) その最も大きな課題は、一般社団・財団法人法

第 49 条第 2 項に規定する定款変更等の重要事項議

決のための総会開催要件、議決要件（総社員の議決

権の 3 分の 2 以上の議決）を満たすようにすることで

す。 

(4) 現在の JARL の定款で定める「正員を民法上の

社員とする」との社員制度では、(3)の重要事項議決

の総会を開催し定款変更の議決を得ることは到底困

難となります。 

(5) このため重要事項を議決できるように新たな社員

制度の導入が不可避となります。 

４ 現在検討されている新たな社員制度とは 

(1) 正員（社団を除く。）の選挙によって選出された者

を社員とする。 

(2) 社員には、次の３種類を設ける予定です。 

① 本部委員・・・理事の候補者であり、総会で選任さ

れれば理事となる人 

② 地方本部委員・・・地方本部の区域毎に選出され

た人 

③ 支部長・・・・・・・・・支部長に選出された人 

(3) 理事の一部及び監事は、理事会の推薦によって

総会において理事又は監事に選任し、選任されれば

本部委員の社員とする。 

(4) それぞれの社員の数は、慎重に検討します。 

新たな社員の選出方法を図示すると次のとおりとなり

ます。 

 

５ ＪＡＲＬは公益法人の認定を受け「公益社団法人」

を目指します。 

ＪＡＲＬでは、次の理由から、公益法人の認定を受け、

「公益社団法人」となることを目指しております。 

(1) 公益社団法人の認定を受ければ、他の団体や組

織に公益活動を行っている団体であると認識され、

JARL の諸活動を円滑に実施できること。 

(2) アマチュア無線を通じた 公益活動を行う団体で
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あることが明らかになり、アマチュア無線の維持・発展

を図りやすくなること。 

(3) 税制の優遇を受けられること。 

(4) 仮に認定を受けないと今まで JARL が蓄積してき

た資産を他の公益法人等に寄贈しなければならず、

ゼロからの再出発となって、大きな財政基盤が失わ

れるおそれがあること。 

６ 現在の会員の取扱 

現在の正員、准員、家族会員などの会員区分は変

更せず、そのまま新しい公益社団法人の JARL 会員

となるよう措置します。 

JARL の今後の公益法人改革に伴う組織制度の改正

のスケジュールについては、平成20年度中に検討を

終え、その後、通常総会で定款等の改正を会員の皆

様にお諮りして公益、認定申請を行い、新しい法人

に移行してゆく予定です。 

JARL が公益法人の認定を受けなかった場合と受け

た場合の評価 

区分 メリット デメリット 

認定を

受けな

かった

場合 

1.活動の制限がなく

身軽である。 

(1)何をするもの自由

である。 

(2)どこからも監督を受

けない。 

2.非違行為を生じても

さほど非難されない。 

 

1.社会的信頼面で

不利となる。 

(1)会員募集が難し

くなる。 

(2)各種契約行為

が難しくなる。 

(3)総務省に対する

各種要望が困難と

なる。 

(4)総 務省が開 催

する委員会等に委

員として参加でき

ない。 

(5)将 来周 波数 の

共用、削減がおこ

なわれるかもしれ

ない。 

(6)各 種情 報の 入

手が困難になる。 

2.税制の優遇措置

が受けられない（課

税される）。 

3.JARL が保有する

財産をどこかに贈

与しなければなら

ない。 

認定を

受けた

場合 

1.社会的信頼面で有

利。 

1.活動上に法令上

の種々の制限や義

務が課せられる。 

(1)公益法人であり会

員募集が難しくはな

い。 

(2)各種契約行為が楽

となる。 

(3)総務省に対する各

種要望を提出すること

ができる。 

(4)総務省が開催する

委員会等に委員とし

て参加することができ

意見を言える。 

(5)混信の排除をはじ

めアマチュア局用周

波数の擁護が図られ

る。 

(6)各種情報を入手し

やすい。 

2.税制の優遇措置が

受けられる（課税され

ない）。 

3.JARL が保有する財

産をそのまま保有でき

る。 

(1)公益法人改革

関連法への完全適

合が求められる。 

(2)公益認定等委

員会の監督を受け

る。 

2.公益法人として

の規律が求めら

れ、非違行為を起

こせば社会から厳

しくとがめられる。 
 

「認定を受けない」ということは、一般社団法人、NPO

法人、任意団体、民間会社組織などになることを意

味し、「認定を受ける」ということは公益社団法人とな

ることを意味するわけですが、ご覧いただきますとお

り、それぞれにメリットやデメリットが出てきます。 

■定款変更をして措置しなければならない事項 

1.公告方法の明示 

社団・財団法人法第 11 条の規定により公告方法を

定款上に明示しなければならない。 

2.総会の開催・議決要件の変更 

社団・財団法人法第 49 条第 2 項に定款変更等の

重要事項の総会決議は、「総社員の半数以上であ

って、総社員の議決権の 3 分の 2 以上」と規定され、

総会の開催方法等を見直さなければならない。  

3.事業計画・収支予算の決定 

認定法第 21 条に「毎事業年度開始の日の前日ま

でに当該事業年度の事業計画書、収支予算書を

作成し、事務所に備えなければならない。」と規定

され、事業計画・収支予算ための総会開催か理事

会専決事項とするか決めなくてはならない。  

■定款変更をするか、それとも現状のままとするか

の選択を必要とする事項 

1.社員による総会開催召集権の議決権の割合 

社団・財団法人法第 37 条に社員による総会召集

をする際に当該社員が必要とする議決権の割合が
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「10 分の 1（5 分の 1 以下の割合を定款で定めた場

合にあっては、その割合）」と規定され、その割合

の検討を要する。  

2.総会召集の通知期間 

社団・財団法人法第39条に「社員総会の1週間前

までに通知」と規定され、通知期間の検討を要す

る。  

3.社員提案権の議決権の割合 

一般社団・財団法人法第 43 条第 2 項に社員提案

権を「議決権の 30 分 1（これを下回る割合を定款で

定めた場合にあってはその割合）」と規定され、そ

の割合の検討を要する。  

4.理事会、監事又は会計監査人の配置 

社団・財団法人法第 60 条第 2 項に「定款の定めに

よって理事会、監事又は会計監査人を置くことが

できる」と規定され、今後も理事会を設置するかの

判断を要する。  

5.監事の任期 

社団・財団法人法第 67 条に監事の任期に関し「選

任後 4 年。ただし、定款又は社員総会の決議によ

って選任後 2 年以内」と規定され、監事の任期の

検討を要する。  

6.代表理事の配置 

社団・財団法人法第 77 条第 1 項に「理事は、一般

社団法人を代表する。ただし、他に代表理事を定

めた場合にはこの限りでない」と規定され、代表理

事の設置の検討を要する。  

7.理事の報酬等の決定方法 

社団・財団法人法第 89 条に「理事の報酬等は、定

款上にその額を定めていないときは、社員総会の

決議によって定める」と規定され、理事の報酬等の

規定方法の検討を要する。  

8.議事録への署名又は記名押印方法 

社団・財団法人法第95条第3項に「理事会の議事

録は、出席した理事（定款で議事録の署名を代表

理事とする旨の定めがある場合は、当該代表理

事）及び監事はこれに署名」と規定され、議事録署

名人の検討を要する。  

9.理事等の免除に関する定款の定め 

 社団・財団法人法第 114 条に「役員等が職務を

おこなうにつき善意でかつ重大な過失がない場合、

理事会の決議によって免除することができる旨を

定款で定めることができる」と規定され、免除規定

を設けるか否かの検討を要する。  

10.役員等の解任の訴え 

社団・財団法人法第 284 条に「総会又は評議員会

の日から 30 日以内に訴えをもって当該役員等の

解任を請求することができる。(1)議決権の 10 分の

1 以上の議決権を有する社員、(2)評議員」と規定さ

れ、評議員制度について検討を要する。  

11.公告方法 

社団・財団法人法第 331 条に「公告方法として、次

のいずれかを定めることができる。(1)官報、(2)日刊

紙、(3)電子公告」と規定され、公告方法の検討を

要する。  

■今後検討をして、社団・財団法及び認定法に適合

するように措置しなければならない事項 

1.社員名簿の作成、据置き・閲覧等 

社団・財団法人法第 31 条及び第 32 条第 2 項に

「社員名簿の作成、据置き、閲覧等」について規定

され、社員名簿について検討を要する。  

2.社員への通知省略のための体制整備 

社団・財団法人法第 34 条に「通知又は催告が 5

年以上到達しない場合は、当該社員に対する通

知又は催告を要しない」と規定され、郵便物の未

到達者の記録作成の検討を要する。  

3.議決権行使書面の内容等 

社団・財団法人法第 41 条に議決権を行使するた

めの書面を交付しなければならないと規定され、議

決権行使書面の内容の検討を要する。  

4.議決権の数 

社団・財団法人法第 48 条に「社員は、各 1 個の議

決権を有する。ただし、定款で別段の定めをするこ

とを妨げない」と規定され、議決権について検討を

要する。  

5.議決権の代理行使 

社団・財団法人法第 50 条に「代理人によってその

議決権を行使することができる。」と規定され、代理

人について検討を要する。  

6.書面による議決権の行使 

社団・財団法人法第 51 条に「書面による議決権行

使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し」と

規定され、議決権行使書面の内容の検討を要す

る。  

7.貸借対照表等の公告内容 

社団・財団法人法第 128 条に「（電子公告をする）

法人は、5 年を経過する日までの間継続して電磁

的方法により」と規定され、公告内容等の検討を要

する。  

8.公益認定基準 

認定法第 5 条各号に公益法人の認定を受ける場

合の基準が列挙され、また、同法の別表各号に公

益目的事業が列挙されていることから、これら各号

に適合するように措置しなければならない。  

9.理事の報酬基準の作成 

認定法第 7 条に認定申請をする場合の添付書類

等として、理事等の報酬等の支給基準が規定され、

その基準の検討を要する。  

10.公益目的事業比率 

認定法第 15 条に公益目的事業比率は 100 分の

50 以上と規定され、基準に適合していることの立
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証をしなければならない。  

11.遊休財産額の保有制限 

認定法第 16 条に遊休財産額は内閣府令で定める

額を超えてはならないと規定され、適合するように

措置しなければならない。  

12.公益目的事業財産の使用又は処分 

認定法第 18 条に公益目的事業財産の使用又は

処分に関する規定が設けられ、適合するように措

置しなければならない。  

13.理事等への報酬支給基準の公表 

認定法第 20 条に理事等への報酬基準の作成と公

表が規定され、適合するように措置しなければなら

ない。  

14.公益社団法人への移行申請 

整備法第 44 条に特例社団法人の公益法人への

移行申請について規定され、何時の時点で移行

（認定）申請をおこなうか慎重な検討を要する。  

15.理事、監事に関する経過措置の確認 

整備法第 48 条に理事、監事の経過措置が規定さ

れ、齟齬（そご）のないよう措置を要する。  

16.理事の代理行為の委任等に関する経過措置の

確認 

整備法第 49 条に理事の代理行為の委任等に関

する経過措置が設けられ、齟齬を来たさないように

措置を要する。  

17.計算書類の項目等の確認 

整備法第60条に特例民法法人に対する計算書類

等の作成について規定され、計算書類等の項目

等について齟齬を来たさないように措置する必要

がある。  

18.停止条件付き定款変更案の内容 

整備法第 102 条に公益認定を受ける特例民法法

人の停止条件付き定款変更案に公益法人との文

字を使うことが特例として認められるため、定款変

更案に公益法人との文字を使うことを忘失しないよ

うに措置しなければならない。  

19.認定申請時の添付書類 

整備法第 103 条第 2 項に認定申請を受ける時に

内閣府令で定める書類を添付しなければならない

と規定され、今後制定される内閣府令に適合する

ようにしなければならない。  

20.特例民法法人から公益法人移行時の切替え措置 

整備法第 107 条に認定を受けた特例民法法人の

適用法令が規定され、間違わないよう措置しなけ

ればならない。 

JARL 作成資料等から抜粋 

 

電波法違反 

送信方向を無許可変更、コミュニティー局

に放送禁止処分 

 近畿総合通信局は９日、滋賀県近江八幡市と安土

町の一部をエリアにしたコミュニティー放送局「ＢＩＷＡ 

ＷＡＶＥ」（近江八幡市）に対し、電波法違反の行為

があったとして１月１８～２８日の１１日間、放送を禁じ

る「運用停止」処分を行ったと発表した。 

 総務省によると、放送局への運用停止処分は初め

てとみられる。 

コミュニティ放送局「Ｂ-ＷＡＶＥ．ＦＭ」

の運用停止処分について 
報道発表／平成 20 年 1 月 9 日 

近畿総合通信局(局長  久保田 誠之(くぼた しげゆ

き))は、株式会社ＢＩＷＡ ＷＡＶＥ(代表取締役社長：

曽根 正幸(そね まさゆき) 本社：滋賀県近江八幡

市)が開設しているコミュニティ放送局が、平成 19 年 8

月 1 日から同年 9 月 5 日までの 36 日間にわたり電波

法第 18 条第 1 項(変更検査)の規定に違反したことに

対し、同法第 76 条第 1 項に基づく 11 日間の運用停

止の行政処分を行いました。 

１ 処分対象放送局  

株式会社ＢＩＷＡ ＷＡＶＥ(代表取締役社長 曽根 

正幸(そね まさゆき))が開設するコミュニティ放送局

(呼出名称：びわウェーブおうみはちまんエフエムほう

そう) 

本社：(滋賀県近江八幡市鷹飼町 179 番地 マイカル

2 番街)  

送信所：(滋賀県近江八幡市宮内町字日触 八幡山)  

２ 処分内容 

平成 20 年 1 月 18 日(金曜日)から 1 月 28 日(月曜日)

までの 11 日間の運用停止 

３ 処分対象となった違反行為 

株式会社ＢＩＷＡ ＷＡＶＥは、同社が開設するコミュ

ニティ放送局の送信空中線指向方向及び最大実効

輻射電力を総務大臣の許可を受けないで変更し、平

成 19 年 8 月 1 日から同年 9 月 5 日までの 36 日間に

わたり放送局を運用した。当該違反行為により、他の

放送局(ＦＭ局)と混信問題が生じていたが、現在は

解消している。 

４ 電波法違反に該当する事項 

(1) 送信空中線 2 面のうち 1 面の指向方向を、160 度

から約 220 度方向に変更し、運用した。 

(2) 電界強度を測定の結果、送信空中線から発射さ

れる最大実効輻射電力を 200Ｗ以上に変更し、運用

した。 

 

次世代アメダス 

風に強い次世代アメダス １０秒ごと気温 

◆最大瞬間を計測、警報の制度向上 

最大瞬間風速が新たに観測できるようになった気

象庁の「次世代地域気象観測システム（アメダス）」が
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一部運用を開始した。台風などによる暴風被害の軽

減策強化が期待できるほか、気温も従来の１０分間

隔から１０秒ごとに観測、きめ細かく温度を把握できる

ため、昨夏のような猛暑では熱中症対策にも生かせ

そうだ。アメダスは、昭和４９年に運用を開始した無人

の自動観測装置。今回のように、観測手法を高度化

するなどした本格的な改良は初めてという。 

風速風向、気温、降水量、日照時間の４要素を自

動計測している全国６８５カ所のアメダス観測所で順

次、機器を次世代型に更新または改良。今後２年程

度で全国の整備を終える見通しだ。今年３月には、

観測データが同庁ホームページで閲覧できるように

なる。 

アメダスによる風の観測はこれまで１０分平均の風

速だけで、最大瞬間風速と１０秒ごとの気温は、全国

１５４カ所の気象台や測候所など有人観測地点だけ

で計測していた。しかし平成１６年に１０個の台風が

上陸するなど近年、強風による被害が増えており、よ

り広範囲での最大瞬間風速把握の重要性が指摘さ

れていた。 

次世代アメダス導入により、暴風警報や強風注意

報などの精度向上が期待できるという。 

また気象庁は、突風や雷、集中豪雨が発生する危

険性の高い地域を新型の「ドップラーレーダー」を使

って、１時間先まで１０分刻みで予測する「突風等短

時間予測情報」の提供を２２年度にも始める。次世代

アメダスで蓄積した最大瞬間風速のデータも、突風

の発生メカニズム解明に生かす方針だ。 

【用語解説】

アメダス 

「地域気象観測

システム」を示

す英語「ＡＵＴ

ＯＭＡＴＥＤ Ｍ

ＥＴＥＯＲＯＬＯ

ＧＩＣＡＬ ＤＡＴ

Ａ ＡＣＱＵＩＳＩ

ＴＩＯＮ ＳＹＳＴ

ＥＭ」の頭文字

を並べた略称。

気象台や測候所など有人観測地点のすき間を埋めるた

め、昭和４９年１１月から運用が始まった。全国にある無

人自動気象観測装置のデータをいったん気象庁に集

めて、各気象台に配信する。アメダス観測所は全国約１

３００カ所にあり、降水量だけを観測している地点や、積

雪も観測している場所もある。観測点は１７キロ四方当

たり１カ所で、世界でも有数の高密度。 

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 

アマチュア無線局 11 月 514,332 

 10 月 515,904 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,572 局 

   

地方局  総計 

総無線局数 514,332 

北海道 
無線局数 45,490 

比率(%) 8.8 

東 北 
無線局数 50,879 

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 136,493 

比率(%) 26.5 

信 越 
無線局数 22,629 

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,354 

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 72,306 

比率(%) 14.1 

近 畿 
無線局数 62,379 

比率(%) 12.1 

中 国 
無線局数 37,049 

比率(%) 7.2 

四 国 
無線局数 22,959 

比率(%) 4.5 

九 州 
無線局数 47,226 

比率(%) 9.2 

沖 縄 
無線局数 2,568 

比率(%) 0.5 

 

2008 年の恵方巻き。 

今年の方角は「南南東」 

節分（２月３日）の夜に恵方

（陰陽道に基づく「その年

の最もよい方角」2008 年は

南南東)を向いて食べる巻

き寿司のこと。節分の夜に

恵方を向いて無言のまま

丸かぶりするとその年の災難をのがれることができる

と言われています。 

♥♥恵方巻きの正しい食べ方 3 原則♥♥ 

・１人１本、包丁を切らずにそのまま食べる。（包丁で

切ると縁を切ることに） 

・恵方を向いて食べること。（2008 年は、南南東） 

・願い事をしながら食べること。（話すと運が逃げてし

まうので、食べ終わるまでしゃべらない） 

 


