
無線従事者および電気通信主任技術者の申請について(ver.2.3) 
2005年 4月 21日改訂 

１． 無線従事者の申請 
１.１ 申請有資格者   

所定の単位を取得し，卒業した者．該当資格は，第１級陸上特殊無線技士，第２級海上特殊無

線技士および第３級海上特殊無線技士である．（注１） 

１.２ 必要書類   
・資格毎に申請を行うこととなる。 

・申請手数料は各申請書に所定金額分の国が発行している収入印紙を貼付。 

・申請時の添付書類は以下のとおり。 

H15.3.20公布の無線従事者規則改正により，免許申請書中，国家試験合格受験番号記載欄右の＊
欄に「無線従事者規則第四十五条第一項各号の該当の有無」を記載することとし，医師の診断

書の添付は不要となりました． 
(1) 写真２枚（縦３０mm、横２４ｍｍ） 

(2) 氏名及び生年月日を証する書類（住民票等） 

(3) 医師の診断書（無線従事者規則で定める所定の様式、電気通信振興会等で販売） 

(3) 卒業証明書 

(4) 科目履修証明書（成績証明書等で可） 

(5) 科目履修内容証明書（あらかじめ確認を受けた学校の部科については添付不要） 

 (6) 返送用の封筒（免許証の送付先を記載したもの） 

１.３ 必要書類の入手先 
  申請書：電気通信振興会，  卒業証明書，成績証明書：本学教務課 

１.４ 申請時期   
卒業後任意の時期（忘れないうちに申請した方がよい．） 

１.５ 申請先  
各自の現住所（住民票が取得できる住所）を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長あて 

１.６ 制度に関する問い合せ先 

中国総合通信局 航空海上課検定担当（082-222-3353） 

申請書の入手方法他、不明な点は、以下の電気通信振興会に問い合わせること。 
 
本部 〒１７０－８４８０ 東京都豊島区駒込２－３－１０ 

Web Page：http://www.dsk.or.jp/  

電話 ０３－３９４０－３９５１ 

ＦＡＸ ０３－３９４０－４０５５ 

北海道支部 〒００３－０８０１  札幌市白石区菊水一条３丁目１番５号 メ

ディア・ミックス札幌 ３階 

電 話  ０１１－８１１－４３３４ 

ＦＡＸ ０１１－８１１－４３３６ 

東北支部 〒９８０－００１４ 

仙台市青葉区本町３－２－２６ コンヤスビル３階 

電話 ０２２－２６５－３１７８ 

ＦＡＸ ０２２－２６５－９０４７ 

信越支部 〒３８０－０８３６ 

長野市南県町６９３－４ 共栄火災ビル５階 

電話 ０２６－２３４－２４０２ 

ＦＡＸ ０２６－２３４－２１７４ 

東海支部 〒４６１－００１１  名古屋市東区白壁１－１５－１ 名古屋合

同庁舎３号館７階 

電話 ０５２－９６１－２５１５ 

ＦＡＸ ０５２－９５１－３３９１ 

北陸支部 〒９２０－０９１８ 

金沢市尾山町１－１０ 東邦生命金沢ビル４階 

電話 ０７６－２６３－６２４３ 

ＦＡＸ ０７６－２６３－０４２５ 

近畿支部 〒５４０－００３６  大阪市中央区船越町１－３－５ ザ・マー

キュリー愛晃ビル１階 

電話 ０６－６９４２－０５９８ 

ＦＡＸ ０６－６９４１－６７８６ 

中国支部 〒７３０－０００４ 

広島市中区東白島町２０－８ 川端ビル５階 

電話 ０８２－２２３－３５００ 

ＦＡＸ ０８２－２２３－７７００ 



四国支部 〒７９０－０８１４ 

松山市味酒町１－１０－２ ゴールドビル味酒４階 

電話 ０８９－９４１－０９５７ 

ＦＡＸ ０８９－９４５－３９２２ 

九州支部 〒８６０－０８０４ 

熊本市辛島町５－１ 日本生命熊本ビル６階 

電話 ０９６－３２４－１３５５ 

ＦＡＸ ０９６－３５４－０３７４ 

沖縄支部 〒９００－００２５ 

那覇市字壷川１６５番地 壷川ビル３階 

電話 ０９８－８３１－９０００ 

ＦＡＸ ０９８－８３１－９００２ 
 
参考：総合通信局又は沖縄総合通信事務所とその管轄区域． 

   総合通信局担当部課名及び所在地  管 轄 轄 区 域 

北海道総合通信局 無線通信部航空海上課 北海道 

〒060-8795 札幌市北区北８条西２－１－１  

東北総合通信局 無線通信部航空海上課 青森県、秋田県、岩手県 

〒980-8795 仙台市青葉区本町３－２－２３ 山形県、宮城県、福島県 

関東総合通信局 無線通信部航空海上課 茨城県、栃木県、群馬県 

〒100-8795 千代田区大手町２－３－２ 埼玉県、千葉県、東京都 

 神奈川県、山梨県 

信越総合通信局 無線通信部航空海上課 新潟県、長野県 

〒380-8795 長野市旭町１１０８  

北陸総合通信局 無線通信部航空海上課 富山県、石川県、福井県 

〒920-8795 金沢市広坂２－２－６０  

東海総合通信局 無線通信部航空海上課 岐阜県、静岡県、愛知県 

〒461-8795 名古屋市東区白壁１－１５－１ 三重県 

近畿総合通信局 無線通信部航空海上課 滋賀県、京都府、大阪府 

〒540-8795 大阪市中央区大手前１－５－４４ 兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国総合通信局 無線通信部航空海上課 鳥取県、島根県、岡山県 

〒730-8795 広島市中区東白島町１９－３６ 広島県、山口県 

四国総合通信局 無線通信部航空海上課 徳島県、香川県、愛媛県 

〒790-8795 松山市宮田町８－５ 高知県 

九州総合通信局 無線通信部航空海上課 福岡県、佐賀県、長崎県 

〒860-8795 熊本市二の丸１－４ 熊本県、大分県、宮崎県 

 鹿児島県 

沖縄総合通信事務所 情報通信部電波課 沖縄県 

〒900-8797 那覇市東町２６－２９  

 
注１：平成 13 年度以降の入学者のみならず，平成９年度～12 年度入学生についても，所定の単位を修

得していれば，第２級海上特殊無線技士の資格が与えられる．各自確認されたし． 

島根大学 総合理工学部 電子制御システム工学科 担当：中村 



２． 電気通信主任技術者の受験について 
 
２.１ 資格 
本学科で所定の単位を取得した者は，電気通信主任技術者の試験において，試験科目（電気通信シス

テム、専門的能力、設備概要及び設備管理、法規）のうち、電気通信システムが免除となる． 
注：認定校でない場合は，電気通信関係の大学卒業資格＋実務経験によって，同じ科目免除が得られる． 

２.２ 受験方法 
  （財）日本データ通信協会から申請書を取り寄せ，必要事項記入の後，所定の添付書類を添えて，同協

会に郵送する．その場合，電気通信システムの受験コードに，認定校卒業者による免除科目であることを示

すコード番号を記入する．詳細は，試験申請書の記述に従うこと．申請書の入手方法や試験情報はテレホ

ンサービスで提供されている． 
２.３ 必要添付書類 
 卒業証明書，科目履修証明書（成績証明書等で可）：いずれも本学教務課で入手のこと． 
２.４ 受験時期   

卒業後任意の時期（試験は，通常毎年１月と７月に実施される．） 

（財）日本データ通信協会連絡先 （Web Pageアドレス：http://www.dekyo.or.jp/） 

主 な 担 当 業 務 部   名 電話番号 テレホンサービス 

『電気通信主任技術者』及び 
『工事担任者』の試験事務 

電気通信 
 国家試験センタ

03-5814-1181 03-5814-0700 

〃 北海道 支部 011-820-2117 011-816-0904 

〃 東 北 支部 022-217-2239 022-261-8990 

〃 信 越 支部 026-235-6025 026-235-3537 

〃 北 陸 支部 076-234-6527 076-223-6551 

〃 東 海 支部 052-939-1274 052-932-2509 

〃 近 畿 支部 06-6946-1046 06-6946-8452 

〃 中 国 支部 082-223-8847 082-223-0135 

 同 住所 730-0017 広島市中区鉄砲町 1-18 佐々木ビル 8F

〃 四 国 支部 089-946-4160 089-945-1443 

〃 九 州 支部 096-311-1893 096-355-6191 

〃 沖 縄 支部 098-836-0520 098-836-4669 

日本データ通信協会 電気通信国家試験センター
TEL：03-5814-1181，FAX：03-5814-0660  

 
担当教官 電子制御システム工学科  

中村和歌子，wakako@riko.shimane-u.ac.jp，32-6065 
 

 

http://www.dekyo.or.jp/
mailto:wakako@riko.shimane-u.ac.jp
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