
 

令和５年度 特殊無線技士養成課程 受講のご案内 
  

 

公益財団法人 日本無線協会近畿支部 

〒540-0012 大阪市中央区谷町一丁目３番５号 

ＴＥＬ ０６－６９４２－８８８６ 

ＦＡＸ ０６－６９４１－６４３０ 

●募集する養成課程 

海上、航空及び陸上関係特殊無線技士養成課程の受講者を募集します。 

実施日程：別紙１をご覧ください。 

実施場所：公益財団法人 日本無線協会近畿支部 10階会議室 

募集定員：３５名（新型コロナウイルス感染防止対策のため、定員は当分の間、２０名以下としてい

ます。） 

 

●受付期間・方法 

受講申込みの受付期間は、講習日２ケ月前の月初めから１０日前までです。 

受講申込みは、①「インターネットによる申込」、②「書面による申込」又は「直接窓口に提出」され

た順に受け付け、募集予定人員に達した場合は、受付期間内であっても締め切らせていただきます。な

お、受付期間が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。電話による

申込みの予約、ＦＡＸによる申込みの受付けは行っておりません。 

 

●受講申込の方法 

受講申込は、インターネットによる申込を基本としますが、書面により申込むことも可能です。 

受付期間は、講習日２ケ月前の月初めから１０日前までとなっており、以下の「申込みの流れ」をご参

照ください。インターネット申込はこちら 

書面申込による受講希望者は、「養成課程受講申込書」に必要事項を記入の上、次の書類を添えてお

申し込みください。 

（受講申込書様式はここをクリック） 

 

【送付先】支部の住所等 

    〒５４０―００１２ 大阪市中央区谷町一丁目３番５号 

     公益財団法人 日本無線協会 近畿支部 

 TEL０６―６９４２―８８８６ FAX０６―６９４１―６４３０ 

https://www.nichimu.or.jp/kousyu-yousei/e-entry/e-entry.html
https://www.nichimu.or.jp/vc-files/kousyu-yousei/pdf/kinki/yomoshiko_kinki.docx


 また、インターネットによる申込についても同様に準備をお願いいたします。 

 

(1) 写真 縦 30ｍｍ、横 24ｍｍ ３枚（裏面に氏名を記入してください。） 

   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 

  ケ月以内に撮影したもの。 

    右の写真を参考にして提出してください。（出典：総務省 HP） 

(2) 氏名及び生年月日を証する書類（これらの書類は、無線従事者免許申請に   

必要なものです。） 

(ァ) 住民票 １通（コピー不可、個人番号（マイナンバー）が記載されてい

ないものに限る。） 

又は、次のものの何れか１通をコピー 

・無線従事者免許証  ・電気通信主任技術者資格者証  ・工事担任者資格者証（Ａ４用紙の中央

部にコピーしたもの） 

(ィ) また、本人の１１桁の住民票コードを利用されることで住民票又は無線従事者免許証等のコピ

ーの提出を省略することができます。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。開講初日に無線従事者免許申請書に記入しますので、コード番号を控えてき

てください。 

(3) 証明書 １通 

第二級海上特殊無線技士（短縮コース）の申込者及び第一級陸上特殊無線技士の申込者は、その資

格を有していることを証明するもの（卒業証明書、履修証明書、経歴証明書及び無線従事者資格者証

の写し等）が必要です。受講要件等については、別紙１欄外の注１～４をご覧ください。 

(4) 切手等 

修了試験に合格された方は、総務省から無線従事者免許証が郵送されますので、郵送用切手が必要

です。普通郵便を希望される方は８４円切手、又は一般書留（５１９円）、簡易書留（４０４円）など

を希望される方は、相当額の切手を同封してください。 

また、インターネットによる申込の場合は封筒を送付していただきます。 

 

●受講料（消費税を含む）、免許申請手数料等及びその支払い 

  受講料等は、別紙１をご覧ください。 

 インターネットによる申込の場合は、選択した銀行振込やコンビニ払等の方法により支払いください。 

 書面による申込の場合は、以下の近畿支部の口座に振込ください。 

(1) 受講料等（受講料及び免許手数料等を合計した金額）は、原則として、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。（振込み手数料はご負担ください。） 

 

【振込先は、ゆうちょ銀行です。】 

(ァ) ゆうちょ銀行窓口での振込の場合（ゆうちょ銀行備付用紙をご使用ください。） 

ゆうちょ銀行振替口座 口座番号 ００９６０－９－１５２８６４ 

加入者 「公益財団法人 日本無線協会近畿支部」 

通信欄には、『受講者氏名、受講資格、受講年月日』を記入してください。 

(ィ) 他の金融機関からゆうちょ銀行に振込の場合 

口座番号 〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９） 当座 ０１５２８６４ 

加入者 「公益財団法人 日本無線協会近畿支部」 

通信欄には「受講者氏名又は勤務先」を記入してください。 

 

(2) 請求書（見積書）が必要な場合は、関係書類の送付の際に申し出てください。 

(3) 領収書は、銀行振込依頼書の控えをもって代えさせて頂きますが、当方の領収書が必要な場合は、

ご連絡ください。 

(4) 免許申請手数料等（免許申請手数料 1,750 円及び免許証郵送用切手。以下同じ。）については、当



方において修了試験合格者の免許申請手続きを一括して行うため、あらかじめ受講料と一緒にお預

かりしています。このため、修了試験に不合格の場合や受講を取り止めた場合には、免許申請手数料

等はお返しします。 

(5) 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、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。 

 

●修了試験の結果通知 

修了試験の結果につきましては、結果通知書を受講者のご自宅あて郵送します。 

結果通知書を受講者のご自宅以外に郵送を希望される方は、受講申込みの際に申し出てください。 

 

●受講上の注意 

(1) 申込み受付後に送付された（仮）受講票は、講習日には必ずご持参ください。 

(2) 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。 

(3) 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。） 

(4) 講習会場には駐車場・駐輪場がありません。公共交通機関をご利用ください。 

(5)  車椅子をご利用の方は、あらかじめご連絡ください。 

 

  



別紙１ 受講者を募集する養成課程（時間割は別紙２をご覧ください。） 

 

資格 実施予定日 受講料等 備考 

 

第二級海上特殊無線技士 

令和５年 ４月１９日（水） 

～ ４月２０日（木） 

41,350 円 

内訳 

 受講料 36,000 円 

   消費税 3,600 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

 

令和５年 ７月２７日（木） 

～ ７月２８日（金） 

令和５年１０月３１日（火） 

～１１月 １日（水） 

令和６年 １月３１日（水） 

～ ２月 １日（木） 

第二級海上特殊無線技士 

（短縮コース） 

注２ 

令和５年１２月 １日（金） 

33,430 円 

内訳 

 受講料 28,800 円 

   消費税 2,880 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

当該コースは、受

講要件がありま

す。欄外の注１を

ご覧ください。 

第三級海上特殊無線技士 令和５年 ９月２９日（金） 

21,550 円 

内訳 

 受講料 18,000 円 

   消費税 1,800 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

 

航

空 
航空特殊無線技士 

令和５年 ６月 ７日（水） 

～ ６月 ９日（金） 

41,350 円 

内訳 

 受講料 36,000 円 

   消費税 3,600 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

 

令和５年 ９月 ６日（水） 

～ ９月 ８日（金） 

令和５年１２月 ６日（水） 

～ １２月 ８日（金） 

令和６年 １月２４日（水） 

～ １月２６日（金） 

令和６年 ３月 ５日（火） 

～ ３月 ７日（木） 



 

陸

上 

第一級陸上特殊無線技士 

（土日の講習はありません。） 

令和５年 ５月１６日（火） 

～ ５月２５日（木） 

68,850 円 

内訳 

 受講料 61,000 円 

   消費税 6,100 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

当該コースは受

講要件がありま

す。欄外の注２を

ご覧ください。 令和５年 ８月 １日（火） 

～ ８月１０日（木） 

令和５年１１月 ７日（火） 

～１１月１６日（木） 

第二級陸上特殊無線技士 

令和５年 ５月 ９日（火） 

～５月１０日（水） 

30,350 円 

内訳 

受講料 26,000 円 

   消費税 2,600 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

 

令和５年 ６月２２日（木） 

～ ６月２３日（金） 

令和５年 ８月１５日（火） 

～ ８月１６日（水） 

令和５年１０月１２日（木） 

～１０月１３日（金） 

令和５年１２月１４日（木） 

～１２月１５日（金） 

令和６年 ２月 ６日（火） 

～ ２月 ７日（水） 

第三級陸上特殊無線技士 

令和５年 ４月１４日（金） 22,650 円 

内訳 

 受講料 19,000 円 

   消費税 1,900 円 

 免許申請手数料 

         1,750 円 

 

令和５年 ４月２５日（火） 

令和５年 ５月１２日（金） 

令和５年 ５月３０日（火） 

令和５年 ６月２０日（火） 

令和５年 ６月２９日（木） 

令和５年 ７月１９日（水） 

令和５年 ７月２５日（火） 

令和５年 ８月１８日（金） 

令和５年 ８月２９日（火） 

令和５年 ９月２０日（水） 

令和５年 ９月２６日（火） 

令和５年１０月 ４日（水） 

令和５年１０月１９日（木） 

令和５年１１月２１日（火） 

令和５年１１月２８日（火） 

令和５年１２月１２日（火） 

令和５年１２月１９日（火） 

令和６年 １月１０日（水） 

令和６年 １月３０日（火） 

令和６年 ２月１４日（水） 

令和６年 ２月２７日（火） 

令和６年 ３月２２日（金） 

令和６年 ３月２６日（火） 



 

注１：第二級海上特殊無線技士（短縮コース）を受講できる方は、以下のとおりです。 

第三級海上特殊無線技士の資格を有する者又はその資格の国家試験に合格若しくは養成課程を修了した者 

 

注２：第一級陸上特殊無線技士受講資格については、以下のとおりです。 

※受講資格について 

 次のいずれかに該当する者であること（いずれも証明書が必要です。） 

(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年次以上終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年次以上終了した者 

(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、又は終了した者（「修了した者」について

は、１年以上を終了した者に限る。） 

(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に準ずる者は、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（合格通知書が必要

です。）（選抜試験はここをクリック） 

 

注３：受講者が一定の要件を満たしているときは、養成課程の一部の科目が免除される場合があります。 

   （科目が免除される場合は、ここをクリック） 

不明な点は、０６－６９４２－８８８６までお問い合わせください。 

  

https://www.nichimu.or.jp/vc-files/kousyu-yousei/pdf/honbu/keireki_honbu.pdf
https://www.nichimu.or.jp/vc-files/kousyu-yousei/pdf/honbu/senbatsu.pdf
https://www.nichimu.or.jp/vc-files/kousyu-yousei/pdf/honbu/menjo.pdf


別紙２ 時間割表 

受付は、受講初日の０８：１５～０８：４５の間に行います。 

講義は１時間又は１時間半単位で行い、講義と講義の間は１０分の休憩をとります。お昼休みは５０分で

す。（以下同じ。） 

 

１ 第二級海上特殊無線技士 

期   間 時間 授業科目 

１日目 

0850-0900 開講の注意 

0900-1410まで 4H 法  規 

1420-1740まで 3H 無線工学 

２日目 

0900-1410まで 4H 法  規 

1420-1630まで 2H 無線工学 

(修了試験) 法  規 

無線工学 1640-1810 

補習・追試験 1000-1100(法規) 【補習】 

法規・工学 

別途の日 

1110-1210(工学) 

1300-1430 
【追試験】 

法規・工学 

第二級海上特殊無線技士（短縮コース）の方の講習期間は１日です。（修了試験含みます。） 

 

２ 第三級海上特殊無線技士   

期   間 時間 授業科目 

実施日  

0850-0900 開講の注意 

0900-1410まで 4H 法  規 

1420-1630まで 2H 無線工学 

(修了試験) 法  規 

無線工学 1640-1740 

補習・追試験 1000-1100(法規) 【補習】 

法規・工学 

別途の日  

1110-1210(工学) 

1300-1400 
【追試験】 

法規・工学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 航空特殊無線技士 

期   間 時間 授業科目 

 １日目 

0850-0900 開講の注意 

0900-1410まで 4H 法  規 

1420-1520まで 1H 電気通信術 

1530-1740まで 2H 無線工学 

 ２日目 
0900-1110まで 2H 無線工学 

1120-1630まで 4H 法  規 

３日目  

0900-1110まで 2H 法  規 

1120-1220まで 1H 電気通信術 

1310-1410まで 1H 法  規 

1420-1520まで 1H 無線工学 

(修了試験) 修了試験は、①受話、②法規・無

線工学、③送話の順に実施しま

す。 
1530-1800 

補習・追試験 1000-1100(法規) 【補習】 

法規・工学・電気通信術 

 別途の日 

1110-1210(工学) 

1300-1400(電気通信術)  

1300-1430(法規・工学) 

1430- 電気通信術 

【追試験】 

法規・工学・電気通信術 

 

 

４ 第一級陸上特殊無線技士 

期   間 時間 授業科目 

１日目 
0850-0900 開講の注意 

0900-1740まで 7H 無線工学 

２・３日目 0900-1740まで 7H 無線工学 

４日目 
0900-1410まで 4H 無線工学 

1420-1740まで 3H 法  規 

５・６日目 0900-1740まで 7H 無線工学 

７日目 
0900-1410まで 4H 無線工学 

1420-1740まで 3H 法  規 

８日目 

0900-1520まで 5H 無線工学 

(修了試験) 法  規 

無線工学 1530-1750 

補習・追試験 0900-1000(法規) 
【補習】 

法規・工学 

別途の日 

1010-1110(工学) 

1120-1220(工学) 

1310-1530 
【追試験】 

法規・工学 

 

 

 

 

 



５ 第二級陸上特殊無線技士 

期   間 時間 授業科目 

１日目 

0850-0900 開講の注意 

0900-1220まで 3H 法  規 

1310-1630まで 3H 無線工学 

２日目 

0900-1110まで 2H 法  規 

1120-1220まで 1H 無線工学 

(修了試験) 法  規 

無線工学 1310-1440 

補習・追試験 1000-1100(法規) 【補習】 

法規・工学 

別途の日 

1110-1210(工学) 

1300-1430 
【追試験】 

法規・工学 

 

 

６ 第三級陸上特殊無線技士 

期   間 時間 授業科目 

実施日 

0850-0900 開講の注意 

0900-1410まで 4H 法  規 

1420-1630まで 2H 無線工学 

(修了試験) 法  規 

無線工学 1640-1810 

補習・追試験 1000-1100(法規) 【補習】 

法規・工学 

別途の日 

1110-1210(工学) 

1300-1430 
【追試験】 

法規・工学 

 

 

 


