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年度替わりの手続きについて 

新年度の季節になりましたので、次の各手続

きをとられるようお願い致します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金には、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

なお、振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さ

い。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

銀行名：ゆうちょ銀行 

金融機関コード：9900 

店番：119 

店名（カナ）：一一九店（イチイチキュウ店） 

預金口座：当座 

口座番号：01150-9-026261 

カナ氏名（受取人名）：ゼンコクハチヨンアイコ

ウカイ 

 

FM 放送の開設者を摘発 

警視庁日野警察署が東京地方検察庁に身柄

送致 

総務省関東総合通信局（吉崎 正弘局長）は、電波

監視システムによる電波監視などにより不法無線局

の運用を突き止め、平成 23 年 7 月 17 日、不法無線

局（FM 放送）を開設・運用していた下記の 1 名を、電

波法第 4 条違反の疑いで警視庁日野警察署に告発

しました。 

警視庁日野警察署は被疑者を現行犯逮捕し、7 月

18 日、電波法第 4 条の違反容疑で東京地方検察庁

に身柄送致しました。 

このような無線局は、一般に「ミニ FM 局」と称されるも

ので、通常は電波法に基づく無線局の免許を要しな

い著しく微弱な電波の範囲で学園祭やコンサート会

場等のイベントで運用されていますが、被疑者は、そ

の微弱な電波（※）の範囲を大きく逸脱し、再三の行

政指導に従わず不法無線局を開設・運用していたも

のです。 

放送局は、電波の公平で効率的利用のための電波

法に基づく無線局免許のほか、広く視聴者に情報を

伝達することから、放送法により公共の福祉に適合す

るように規律し、健全な発達が図られております。 

不法無線局（FM 放送）は、健全な放送の発展を阻害

し、また、地域住民のテレビ・ラジオ等の電波障害の

原因となるなど、電波利用環境を乱す原因となって

います。  当局は、今後もこのような違法行為に対し

ては、厳格に対処していきます。  

被疑者  容疑の概要  

 東京都日野市在住の男性 （45 歳）  不法無線局

の開設  

※ 著しく微弱な電波の無線局 （免許を要しない無

線局）    

電波法施行規則 第 6 条 （抜粋）    無線局の無

線設備から 3ｍの距離において、その電界強度が毎

メートル 500 マイクロボルト以下 （周波数帯：322MHz

以下の場合） 

・電波法第 110 条 （罰則）  「次の各号のいずれか

に該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。  第 1 号 法第 4 条の規定による免

許がないのに、無線局を開設した者 （一部 略）  

第 2 号 法第 4 条の規定による免許がないのに、無

線局を運用した者 （一部 略）  （第 3 号以下 略）」  

 

家庭における具体的な節電方法 

 

エアコン      

 

夏の日中、 も大

きな消費電力を占めるエアコン。設定温度を高

めにしたり、扇風機を積極的に使うと効果的で

す。 



 2011 年 08 月 01 日 発行 第 02 号   通刊 299 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page２ 

 
室温は 28°Ｃを目安に 

設定温度は高めに。ドア・窓の開閉を

少なくしてください。 

設 定 温 度 を

2℃上げた場

合

 

 

〝すだれ〝や〝よしず〝などで日差し
をカット 

窓からの日差しを和らげることで、冷

房効率がアップします。カーテンやグ

リーンカーテンもお勧めします。 

 

 

無理のない範囲でエアコンを消して扇
風機のご使用を 

エアコンの代わりに扇風機を使用す

ることで、大幅な削減につながりま

す。ただし、エアコンの控え過ぎによ

る熱中症などに気をつけて、無理の

ない範囲で節電にご協力ください。 

 

 
フィルターのこまめなお掃除を 

フィルターの目づまリは、エアコンの効率を悪くしま

す。こまめなお掃除が節電につながります。 

 

 
冷房は、必要なところに必要なときだけ

お出かけ前は早めに切ったり、タイマーを上手に使う

と効果的です。家族で集まって過ごすことも、有効な

節電方法の一つです。 

※除湿運転やエアコンの頻繁なオンオフは電力の増

加につながるので注意が必要です。 

 

冷蔵庫   

 

 

 

 

 

 

エアコンの次に電力を消費している冷蔵庫。設定

温度の変更や使用方法を工夫することが効果的

です。 

冷蔵庫の設定を「強」から「中」に 

設定を「強」から「中」にすれば、節電

効果があります。庫内温度は上昇しま

すので、食品の傷みにご注意くださ

い。 

 

 

つめこみ過ぎにご注意 

つめこみ過ぎず食品をコの字型に置

きます。そうすることで探しものが見

つけやすく、ドアの開閉時間も短くな

ります。しかも、冷気の循環もよくなり

効率よく冷やすことができます。 

 3 つに取
り組んで 

 

ドアの開閉は、回数も時間も少なめに 

お買い物から帰ってきたら、まず、冷

蔵室、冷凍室など、どこに入れるもの

かを分類してからつめるようにするの

も効果的です。 

 

 

壁から離して配置を 

壁にぴったりつけてしまうと放熱ができず、電気をたく

さん消費します。 

冷蔵庫は周回の壁に接することなく、空間が取れるよ

うに配置してください。 

 

熱いものは冷ましてから 

いきなり熱いものを入れると庫内の温度が上がってし

まい、設定温度まで下げるために電気をたくさん消

費することから、ある程度冷ましてから冷蔵庫に入れ

てください。 

 

テレビ    

 

 

見ないときは消す 

 標準→省
エネモードの
設定し、使用時
間を 2/3 に減
らした場合 
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省エネモードに設定するとともに画面の
輝度を下げる 

音を大きくしたり、画面の輝度を上げ

ると、たくさんの電気を消費します。 

省エネモードに設定することで、電気

の消費を抑えることができます。 

 

 

 
こまめなお掃除で画面を明るく 

テレビが暗いと感じたら、輝度を上げるのではなく、ま

ず、画面を掃除します。 

静電気の影響でホコリがたまりやすいのでこまめに掃

除してください。 

 

 
主電源オフを習慣に 

寝る前や外出時は、主電源を切ってください。 

ビデオやゲーム機の主電源を切ることも効果的で

す。 

旅行などの長期の外出時には、プラグを抜いてくだ

さい。 

照明   

 

 
照明はこまめに消灯を 

日中はこまめに消灯し、照明をでき

るだけ減らしてください。家族で集

まって過ごし、誰もいない部屋の照

明は、消してください。 

 

 
こまめなお掃除でいつも明るく 

電球にホコリがたまっていると明るさが落ちてしまいま

す。１週間に一度は、電球と一緒にカバーも拭いてく

ださい。 

 

 
照明器具は取り替えが大切 

白熱電球を、電球型蛍光ランプやＬＥＤ電球に取
り替えると大きな節電効果があります。蛍光ラン
プの場合、寿命に近づき一定の明るさを保てなく
なると、たくさんの電気を消費することがありま
す。両端が黒ずんできたら取り替えどきです。 

その他   

 普段の生活の中でも、使い方を気にしたり、工

夫することで消費電力を抑えることができます。 

 

【温水洗浄便座】便座暖房のスイッチオフ

便座保温・温水のオフ機能、タイマ

ー節電機能があれば利用してくださ

い。機能がなければ、コンセントから

プラグを抜くことも有効です。 

 

【炊飯器】長時間保温は避ける 

ごほんを炊飯器で保温するのは、４

時間が目安です。タイマー機能を活

用して早朝に一日分をまとめて炊き、

冷蔵庫に保存します。 

 

【掃除機】かける前にお部屋の整理整頓
を 

お部屋の整理整頓をすることで、一気に掃除機をか

けることができ、使用時間を短くすることができます。 

 

【掃除機】ゴミパックはいっぱいになる前
に取り替えを 

ゴミパックがいっぱいになってしまうと、吸引力が下が

ってしまいます。ゴミの吸い取り口やローラーのお掃

除もこまめにお願いします。 

 

【掃除機】吸いこめない大きなゴミは先
に拾う 

大きなゴミがホースやフィルターにつまってしまうと、

吸引力が落ちるだけでなく、故障の原因にもなりま

す。 

【洗濯機】まとめ洗いを 

わずかな量の洗濯物で洗濯機を使うのは非効率で

す。できるだけまとめて洗うようにしてください。水も電

気も節約できます。ただし、洗注意しましょう。入れ過

ぎると回転が悪くなり、十分な洗剃洗濯は洗濯機の

能力に見合った量にしてください。 



 2011 年 08 月 01 日 発行 第 02 号   通刊 299 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page４ 

 
【食器洗い乾燥機】食器はまとめて 

少しの食器を洗うと洗剤やお水を余分に使用し、さら

に洗で電気をたくさん消費します０ある程度まとめて

洗うと効果的です。 

 

 
待機電力を減らす 

リモコンの電源ではなく、本体の主電

源を切ってください。長使わない機

器はコンセントからプラグを抜くように

してください。スイッチ付きタップを利

用するとプラグの抜き差しがなく便利

です。 

 

 
使う時間をずらす 

平日の日中、特に１３時～１６時の電化製品の使用を

控え、使う時間をずらしてください。タイマー機能があ

るものは、ご活用いただくと便利です。 

 

 

省エネ家電に替える 

新型の電化製品は消費電力が少

なく、買い替えると大きな節電効果

があります。ご購入の際には、統一

省エネラベルを参考にしてください。

（ただし、お使いの電化製品をより大

型のものに替えると、消費電力が増

えることもありますのでご注意くださ

い。 

 

節電のポイントは 

減らす ずらす 替える

電化製品の設定
変更などを通じ
て、使い方を工
夫していただく
方法。 

電化製品のご使
用時間をシフト
していただく方
法 

より省エネ性・
節電効果の高い
機器に切り替え
ていただく方法 

 

右折信号 転回可能へ 

右折指示の青信号、ＵターンＯＫ 

 右折を指示する青色の矢印信号について、警察庁

は１４日、現在は禁止されている転回（Ｕターン）を認

めることを決めた。道路交通法の施行規則を改正し、

来年４月に施行する。  

 右折信号には対向車との事故を回避するとともに、

車が確実に曲がれるので渋滞を防ぐ効果がある。同

規則では、矢印の方向にだけ進めると定めていて、

転回は禁止している。  

 しかし、実際には、禁止と知らずに転回するドライバ

ーも目立つといい、同庁は、右折信号で転回しても

対向車は停止しているため、事故が起きる危険性は

低いと判断した。  

 一方、今回の

規則改正では、

乗用車に限られ

ている重度聴覚

障 害 者 の 運 転

免 許 の 取 得 に

ついて、大型ミ

ラーの設置など

を条件に、トラックや大型オートバイなどの車種にも

拡大する。 

 

自転車の一方通行導入へ 

標識標示令を改正し、年内にも導入する。 

 警察庁は２１日、自転車道や歩道上の自転車通行

部分で一方通行規制の導入を決めた。自転車が擦

れ違う際の接触事故の危険性をなくし、多くの道路に

自転車の通行可能なスペースを設けるのが狙い。国

民の意見を募った上で、年内の標識標示令改正を

検討している。 

 警察庁と国土交通省は２００８年、全国でモデル地

区を選定し、縁石や柵で車道と分離する自転車道な

どの整備事業を始めた。しかし、住民の合意形成の

難しさや道幅の狭さから事業は難航。目標期間とし

た今年３月末を過ぎても、計画の約８割しか整備は進

んでいない。 

 同庁は、道幅の狭い道路に自

転車道などを設置しやすいように

一方通行規制の導入を決定。こ

れまでは自転車同士が擦れ違う

際の接触事故を防ぐため、幅を２

～３．５メートルとする必要があっ

たが、狭くすることが可能になれ

ば、より多くの道路に設置できる

としている。 

 規制は、新たに設置する自転車道などで導入する

方針で、規制標識も新設。規制区間は、道路を管理

する地方自治体などと協議して決める。通行規制に

従わない場合は道交法違反となり、３カ月以下の懲

役または５万円以下の罰金の対象となる。  

 


