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訂正 

先月号（283 号）でお知らせ致しました、ATM を

使っての口座番号の訂正。 

※ゆうちょ銀行内の ATM から振り込む場合。（手数料

は無料になります） 

口座番号：01150-9-026261 に訂正 

※他銀行の ATMから振り込む場合（手数料はかかりま

す） 

記号：01150  番号：026261 

銀行名：ゆうちょう銀行  金融機関コード：9900 

店番：119  店名：イチイチキュウ店 

預金種目：当座 

受取人名：ゼンコクハチヨンアイコウカイ 

JP3YHE 

 

 JARL 選挙結果告示 

 理事(全国選出、北海道地方本部区域選出、北陸

地方本部区域選出)、評議員(関東地方本部区域選

出、東海地方本部区域選出、中国地方本部区域選

出、九州地方本部区域選出)の各選挙について、 4

月 16 日 18 時に投票を締め切り、 4 月 17 日に開票

したので、その結果を選挙規程第 53 条の規定にもと

づき、下記のとおり告示されました。 

記 

1 当選人 

(1)理事(全国選出) 
JA1AYO 丹羽 一夫 
JH1XUP 前田 吉寛 
JA1ELY 草野 利一 
JA1AN 原 昌三 
JG1KTC 高尾 義則 

(2)理事(北海道地方本部区域選出) 
JA8CDT 加藤 喜一 

(3)理事(北陸地方本部区域選出) 
JA9MUZ 道渕 忠義 

 

 

(4)評議員(関東地方本部区域選出)  
JA1ACV 大貫 明雄 
JH10PC 石川 初雄 
JR1TRE 岩間 尚義 
JA1SGU 山崎 慎市郎 

(5)評議員(東海地方本部区域選出)  
JA2HVO 岡田 哲夫 
JA2GXU 土屋 正道 
JA2BUL 山田 兼雄 

(6)評議員(中国地方本部区域選出)  
JA4DND 松浦 博美 
JA4KI 吉岡 謙 

(7)評議員(九州地方本部区域選出)  
JA6WFM 中村 博典 
JH6HAZ 坂上 勝人 

2.開票結果  

(1) 理事(全国)  
投票総数 22,437 票 

有効投票数 21,956 票 

無効投票数 160 票 

白票 321 票 

得票数 
JA1AYO 丹羽 一夫 9,067 票 当選
JH1XUP 前田 吉寛 8,935 票 当選
JH2XPV 杉山 正 7,570 票  
JG2GFX 種村 一郎 8,197 票  
JA1ELY 草野 利一 10,179 票 当選
JA1AN 原 昌三 10,181 票 当選
JG1KTC 高尾 義則 10,438 票 当選
JA8ATG 原 恒夫 6,440 票  

 (2) 理事(北海道地方本部区域選出) 
投票総数 1,637 票 

有効投票数 1,597 票 

無効投票数 8 票 

白票 32 票 

 得票数  
JA8LJF 佐々木 淳一 326 票  
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JA8CDT 加藤 喜一 753 票 当選
JE8KQR 大圏 秀夫 518 票  

(3) 理事(北陸地方本部区域選出)  
投票総数 877 票 

有効投票数 856 票 

無効投票数 4 票 

白票 17 票 

 得票数 
JA9AG 吉井 裕 319 票  
JA9MUZ 道渕 忠義 537 票 当選

(4)評議員(関東地方本部区域選出)  
投票総数 7,065 票 

有効投票数 6,283 票 

無効投票数 38 票 

白票 744 票 

 得票数 
JA1AV 大貫 明雄 3,433 票 当選 
JH10PC 石川 初雄 3,953 票 当選 
JR1TRE 岩間 尚義 4,114 票 当選 
JA1EPO 立川 喜一 3,051 票  
JA1SGU 山崎 慎市郎 3,388 票 当選 

(5)評議員(東海地方本部区域選出) 
投票総数 2.221 票 

有効投票数 2,108 票 

無効投票数 5 票 

白票 108 票 

 得票数  
JA2HVO 岡田 哲夫 1,251 票 当選
JA2GXU 土屋 正道 1,267 票 当選
JH2AIE 竹村 則明 995 票  
JA2BUL 山田 兼雄 1,113 票 当選

(6)評議員(中国地方本部区域選出) 
投票総数 1,837 票 

有効投票数 1,616 票 

無効投票数 7 票 

白票 214 票 

 得票数  
JA4DND 松浦 博美 728 票 当選
JA4BVC 藤谷 光信 558 票  
JA4KI 吉岡 謙 762 票  
JK4RLZ 髙祖 武司 566 票  

(7)評議員(九州地方本部区域選出) 
投票総数 1,995 票 

有効投票数 1,760 票 

無効投票数 3 票 

白票 232 票 

 投票数 
JA6WFM 中村 博典 969 票 当選
JA6RIL 岡崎 清彦 914 票  
JH6HAZ 坂上 勝人 1,018 票 当選

 

クリエート商品の値上げ 

タワー関連商品が、4 月 2I 日より、値上げ 

タワー、アンテナマストと、そのオプション類の値上げ

だそうです。 

値上げ幅は、2-3 割ほどになるそうです。 

現在のところ、アンテナ・ローテーター類の価格は変

更が無いそうです。 

 

チャレンジ！電子申請の案内 

アマチュア局の電子申請をサポートする体験イベ

ント 開催案内 

近畿総合通信局は、アマチュア無線局の免許申請

等で利用できる電子申請について、皆さんが手軽に

ご利用頂くためにお手伝いを行うイベント「チャレン

ジ！電子申請」を開催します。 

1 「チャレンジ！電子申請」の概要 

（1） 電子申請ＬIｔｅ説明  

 アマチュア局の電子申請ＬIｔｅについて 30 分程度

の説明を行います。 

（2） 新規ユーザー登録  

 パソコン端末から、電子申請に必要な新規ユーザ

ー登録の申込みを行います。電子申請に必要な IＤ

とパスワードは、後日、郵送によりお知らせします。 

（3） 再免許申請等の入力支援  

パソコン端末を操作して、再免許等の電子申請デー

タの作成を体験していただきます。作成した電子申

請データは、ご希望によりフロッピーディスク又はＣＤ

－Ｒに保存して持ち帰り、ご自宅のパソコンから電子

申請に利用できます。 （ＵＳＢメモリー等の記録媒体

はセキュリティ保護のため使用できません。） 

2 開催日時 

平成 22 年 5 月 6 日（木曜日）、7 日（金曜日）、13 日

（木曜日）、28 日（金曜日）の 4 日間  

各開催日の午前 10時から正午または午後 1時から 3

時  

3 定員 

各 5 名程度  

4 開催場所 

近畿総合通信局 会議室 

（大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第 1

号館 4 階）  

5 当日持参するもの 

•無線従事者免許証（写真の貼ってあるもの） 

•無線局の免許状（アマチュア無線局を開設している

場合に限る。） 

•メールアドレス 

•ユーザーIＤ・パスワード（既にユーザー登録済みの

場合に限る。） 

•フロッピーディスク又はＣＤ－Ｒ（電子申請データを
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持ち帰り、自宅のパソコンで電子申請に利用を希望

する場合。） 

6 申込み方法 

申込みについては、別添「参加申込書」（PDF：129KB）

の必要事項を記載して、電子メールまたはファクシミ

リでお申し込み下さい。  

•申し込み受付後、参加日時をご連絡します。 

•申し込みが多数となった場合、日程調整をお願いす

ることがあります。 

•定員に達し次第、申し込みを締め切ります。 

（1） 電子メール  

 kIkaku-kInkI＠soumu.go.jp（件名は「電子申請

体験イベント申込み」） 

（2） ファクシミリ  06-6920-0611 

 

ＳIＭロック解除か？ 

携帯端末、全社対応型に…総務省が制限解除

要請へ 

 総務省は２７日、携帯電話端末を、通信契約した携

帯電話会社経由でしか使えないようにしている「ＳIＭ

ロック」について、解除するよう携帯電話会社に求め

る方針を固めた。 

 ２０1０年末から発売される次世代携帯電話の端末

を対象とし、法制化による義務付けも検討する。利用

者が、端末と携帯電話会社を自由に組み合わせて

選べるようになる見通しだ。 

 通常の携帯電話の端末には、電話番号や契約内

容などが記録された「ＳIＭカード」が差し込まれてお

り、海外ではＳIＭカードを取り外して差し替えれば、

どこの会社の端末でも使えるのが一般的だ。 

 日本では、端末は特定の携帯電話会社向けに作ら

れており、別の会社向けの端末を使うには通信契約

も切り替えなければならない。ＳIＭカードを他社向け

の端末では使えないようにするＳIＭロックがかけられ

ているためだ。 

 総務省は、ロックが解除されれば利用者の選択の

幅が広がり、企業間の競争が激しくなって通話料の

値下げや端末の性能向上などにもつながるとみてい

る。そのため、ＮＴＴドコモなどの携帯電話会社に、契

約から一定期間がたった次世代携帯電話の端末に

ついて、希望者にはＳIＭロックの解除に応じるよう求

める。現行の端末を使っている利用者は対象外とす

る。 

 日本の携帯電話業界では、携帯電話会社がメーカ

ーからすべての端末を買い上げて販売している。メ

ーカーは端末を特定の携帯電話会社向けに開発す

るため、海外で販売することができず、世界市場での

シェア（占有率）低迷の一因となっている。その閉鎖

的な開発・販売モデルは、特殊な生態系が残る太平

洋の島々に例えて「ガラパゴス状態」とも呼ばれてい

る。 

ＳIＭカードとは 

 携帯電話番号や契約内容を識別する情報が記録

された小型 IＣカード。これを携帯電話に差し込むこ

とで初めて通信可能になる。日本の携帯電話機には、

他の通信会社のＳIＭカードを差しても通信できない

「ＳIＭロック」がかけられている。海外の携帯電話機

は、こうした制限がないものが一般的だ。複数の通信

会社のＳIＭカードに対応した電話機は「ＳIＭフリ

ー」端末と呼ばれる。 

 

高速道路の上限料金制度 

高速料金上限、普通車２千円・エコカー半額優遇 

国土交通省は９日、一定の走行距離を超えた場合に

料金を定額にする、新たな高速道路の上限料金制

度を発表した。 

 ６月から導入し、首都高速や阪神高速などを除いて

普通車は２０００円、軽自動車は 1０００円、トラックなど

の中・大型車は５０００円を上限とする。 

 昨年３月に導入された土日・祝日の「上限 1０００円」

の割引や、曜日や時間帯で異なる現行の割引制度

に代わるもので、国交省は料金体系を単純にするこ

とが狙いだとしている。ただ、現行の割引が廃止され

る結果、多くのドライバーには実質的な値上げとなり

そうだ。 

 上限料金制度は、６月から３７路線の５０区間で始

める一部の高速道路無料化に合わせ実施する。 

 ＥＴＣ（ノンストップ自動料金収受システム）の利用に

関係なく、すべての車に適用する。上限料金となる距

離は普通車で約７０キロ、軽自動車で約４０キロ。エコ

カーの普及を促すため、エコカー減税の対象車のう

ち、ガソリン 1 リットル当たりの燃費が２０キロ以上の普

通車は軽自動車と同じ上限 1０００円に優遇する。 

 新制度の導入に伴い、現行の割引のほか、たまっ

たポイントを通行料金にあてられる「ＥＴＣマイレージ

サービス」なども原則、廃止する。このため、平日に長

距離を走る機会が多いドライバーには値下げになる

が、1 回の走行距離が短い多くのドライバーには値上

げとなる。 

 国交省は新制度を 11 年３月末までの試行とし、渋

滞の状況などを見ながら制度を見直す考えだ。 

 また、首都高速と阪神高速は、普通車で一律７００

円（東京線、阪神東線）などとしている定額料金制を
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やめ、走行距離に応じて５００～９００円（普通車）を課

金する方式に改める。ＥＴＣを付けていない車は上限

額を徴収する。実施は年末以降となる見通しだ。 

 新たな料金制度の導入を受け、「上限 1０００円」割

引などの原資として２０1８年３月末まで国費で手当て

済みの計３兆円のうち、1・４兆円が高速道路の整備

に使われることになった。割引より整備を望む地方の

声に配慮した民主党の要望によるもので、政府は３

月に関連の法改正案を閣議決定している。 

 鳩山政権が０９年度補正予算の見直しで執行を止

めた東京外郭環状道（関越―東名間）、名古屋環状

２号線（名古屋西―飛島間）など６事業の整備にあて

られる。 

 

高速料金上限制Ｑ＆Ａ…値上げになるケースも 

普通車２０００円、軽自動車 1０００円、中・大型車５００

０円を上限額とする新しい高速道路の料金制度が、６

月に始まる。 

Ｑ 料金は下がるのか。 

Ａ 普通車で東名高速の東京―名古屋（３２５・５キ

ロ）を走ると通常料金は７1００円だが、上限額２０００

円を払うだけで済む。ＥＴＣ（ノンストップ自動料金収

受システム）利用の有無や、曜日・時間帯も関係ない。

ただし、「上限 1０００円」割引が廃止されるから、土

日・祝日は値上げになる。 

Ｑ 短距離の場合は？ 

Ａ 国土交通省によると、上限額に届く台数は、普通

車や大型車では全体の２割で、上限額が低い軽自

動車でも３割に過ぎない。普通車だと７０キロ強で２０

００円に達するが、それより近距離なら恩恵はない。ま

た、３～５割の「時間帯割引」が縮小され、その分は

値上げになる。東名の東京―厚木（３５キロ）は現在、

午後 1０時以降は５割引きで６５０円だ。来年３月末ま

での激変緩和措置では３割引きの９００円となる見通

しだが、その後は通常料金の 1２５０円となる。 

Ｑ 首都高速は？ 

Ａ 東京圏（普通車７００円均一）や神奈川圏（同６００

円均一）など「料金圏」を廃止し、距離に応じて５００

円～上限９００円の料金を徴収する。ただ、ＥＴＣを使

わないと、上限の９００円を徴収され、短距離だと大幅

な値上げとなる。阪神高速も同様の仕組みだ。 

Ｑ 民主党は「原則無料化」を掲げていたはずだ。 

Ａ 鳩山政権は、「原則無料化」の看板を下ろしてい

ないが、実質的には、無料化できる一部の路線と、上

限料金を定める路線の二本立ての料金体系が定着

しそうだ。 

 

新常用漢字改訂 

「碍」常用漢字見送り…漢字小委最終案 

 文化審議会国語分科会の漢字小委員会は 1３日、

新常用漢字を２1３６字とする 終案をまとめた。 

 現行の 1９４５字から５字削除し、新たに 1９６字を追

加するもので、昨年 1０月に示した第２試案とほぼ同

様になった。６月にも文部科学相に答申、秋以降の

内閣告示を目指す。 

 同小委は、一般からの追加要望が多かった障碍(し

ょうがい)の「碍」の追加について検討したが、「障が

い者制度改革推進本部」（本部長・鳩山首相）が「障

害」という表記の見直しを検討しているため、今回は

見送った。三鷹の「鷹(たか)」なども常用漢字としな

いことで一致した。一方、「剥(はく)」に二通りの訓読

みを追加するなどの修正を加え、大阪の「阪(さか)」、

愛媛の「媛(ひめ)」の読みは備考欄で示すことにし

た。 

 この日の同小委には、追加される字を読む場合に

「漢字のみ」「振り仮名付き」「仮名書き」のどれが望ま

しいかなどを聞いた文化庁の調査結果も示された。

語彙(ごい)の「彙」など 1０字は５０％以上の人が振り

仮名を付けてほしいとした。「鍋(なべ)」は９５・０％、

元旦(がんたん)の「旦」は９４・８％の人が、漢字表記

の方が分かりやすいとの意見だった。同小委はこうし

た調査結果も踏まえた。 

常用漢字から削除される予定の 5 字 

2859 勺 中学 2 級 シャク 

3178 錘 中学 2 級 スイ・つむ 

3313 銑 中学 2 級 セン 

3617 脹 中学 3 級 チョウ 

4472 匁 中学 2 級 もんめ 

 

 


