■委員会(分科会等)開催状況
● 令和元年（平成31年)度委員会(分科会等)開催状況 （平成31年4月～令和2年3月）
委員会名
委員長
開催日
開催場所
主な審議事項
(分科会長等)
(分科会等名)
1 平成31年4月7日
事務局 電子QSL委員会
JF0JYR
システムの仕様と利用方法について
2 平成31年4月16日
事務局 会員増強組織強化委員会
JG1KTC
地方本部・支部会員増強企画の実施報告と総会表彰など
3 令和元年5月25日

「アマチュア無線のデジタル化技術の標準方式」の改正について（報
告）など
ハムフェア2019準備状況、出展申込団体の審査、会場使用計画など
システム仕様とその運用についてなど

事務局

D-STAR委員会

7M3TJZ

令和元年6月1日
令和元年6月13日
令和元年7月16日
令和元年7月24日
令和元年7月26日
令和元年7月27日
令和元年8月8日
令和元年8月9日
令和元年8月23日
令和元年9月13日
令和元年9月21日
令和元年10月29日

事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局

アマチュア無線フェスティバル実行委員会
電子QSL委員会
会員増強組織強化委員会
国際問題検討委員会
アマチュア無線フェスティバル実行委員会
コンテスト委員会審査分科会
ワイヤレスネットワーク委員会
アマチュア無線フェスティバル実行委員会
電子QSL委員会
会員増強組織強化委員会
コンテスト委員会審査分科会
アマチュア無線フェスティバル実行委員会

JE1KAB
JF0JYR
JG1KTC
JE1MUI
JE1KAB
JK2RCP
JH1BSJ
JE1KAB
JF0JYR
JG1KTC
JK2RCP
JE1KAB

16 令和元年10月30日

事務局

周波数委員会

JR1KHM

周波数再編アクションプランの1.9MHz帯バンドプラン等の見直し対応

17 令和元年11月1日
18 令和元年11月2日

事務局
事務局

会員増強組織強化委員会
コンテスト委員会審査分科会

JG1KTC
JK2RCP

地方本部・支部会員増強企画募集に関する施策など
第62回フィールドデーコンテストの書類審査

19 令和元年11月30日

事務局

コンテスト委員会

JR1LQK

20
21
22
23
24
25

事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局

アワード委員会
コンテスト委員会審査分科会
電子QSL委員会
周波数委員会
アマチュア無線フェスティバル実行委員会
会員増強組織強化委員会

JH1IED
JK2RCP
JF0JYR
JR1KHM
JE1KAB
JG1KTC

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

令和元年12月1日
令和2年1月11日
令和2年1月21日
令和2年1月29日
令和2年2月8日
令和2年2月10日

ハムフェア2019、今後の会員増強企画についてなど

ITU-R WP5A会合模様報告、ARISS代表者会合報告など
ハムフェア2019の進捗、次回のハムフェアについて
第61回フィールドデーコンテストの審査
D-STARレピータ局開設・変更要望等の審査と周波数選定など
ハムフェア2019の開催について（日程・会場）
システム仕様とその運用について
WAKAMONOアマチュア無線イベント、ハムフェア2019についてなど
第49回6m AND DOWNコンテスト書類審査会
ハムフェア2019の結果、ハムフェア2020基本構想の検討など

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催を記念した
事業の一環とした記念コンテスト等の開催についてなど
東京2020オリンピック・パラリンピック記念アワードについてなど
第40回全市全郡コンテスト審査会
前回検討事項(報告)、システムのセキュリティについて
使用区別見直しに関するパブリックコメントへの対応について
メインビジュアル並びに関連業者の選定についてなど
地方本部・支部会員増強企画募集の審査

備考

■委員会(分科会等)開催状況
● 平成30年度委員会(分科会等)開催状況 （平成30年4月～31年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成30年4月16日
事務局 会員増強組織強化委員会
2 平成30年5月18日
事務局 電子QSL委員会
3 平成30年5月26日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
4 平成30年7月29日
事務局 コンテスト委員会審査分科会
5 平成30年8月3日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
6 平成30年8月13日
事務局 国際問題検討委員会
7 平成30年9月20日
事務局 電子QSL委員会
8 平成30年9月27日
事務局 会員増強組織強化委員会
9 平成30年10月20日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
10 平成30年10月21日
事務局 コンテスト委員会審査分科会
11 平成30年11月8日
事務局 電子QSL委員会
12 平成30年11月10日
事務局 コンテスト委員会
13 平成30年11月20日
事務局 会員増強組織強化委員会
14 平成30年12月6日
事務局 電子QSL委員会
15 平成30年12月7日
事務局 国際問題検討委員会
16 平成31年1月5日
事務局 コンテスト委員会審査分科会
17 平成31年1月27日
事務局 アワード委員会
18 平成31年2月8日
事務局 会員増強組織強化委員会
19 平成31年2月9日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
20 平成31年3月9日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会

委員長
(分科会長等)

JG1KTC
JF0JYR
JA1SLS
JM1LRQ
JH1BSJ
JE1MUI
JF0JYR
JG1KTC
JE1KAB
JK2RCP
JF0JYR
JR1LQK
JG1KTC
JF0JYR
JE1MUI
JK2RCP
JH1IED
JG1KTC
JE1KAB
JH1BSJ

主な審議事項
地方本部・支部会員増強企画の実施報告と総会表彰など
システムの仕様とデータの利用など
ハムフェア2018準備状況、出展申込団体の審査、会場使用計画など
第60回ALLJAコンテスト審査
D-STARレピータ局開設・増設・変更要望の審査と周波数選定など
IARU第3地域総会への対応方針打ち合わせなど
システム仕様の総括、今後の工程など
今後の進め方、 「WAKAMONO(22歳未満)アマチュア無線イベント」など

ハムフェア2018結果報告会、ハムフェア2019基本構想の検討など
第61回フィールドデーコンテストの審査
システムの仕様と利用方法など
フィールドデーコンテスト開催日時など
地方本部・支部会員増強企画募集に関する施策など
システムの仕様と利用方法など
IARU第3地域総会の報告、ARISS代表者会合の報告など
第39回全市全郡コンテストの審査
アワード発行状況報告、今後のアワード、アワード規約など
地方本部・支部会員増強企画募集に関する施策など
メインビジュアル並びに関連業者、出展参加要項、事故防止策など
D-STAR･アナログレピータ局開設・増設・変更要望の審査など

備考

● 平成29年度委員会(分科会等)開催状況 （平成29年4月～30年3月）
開催日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

平成29年4月14日
平成29年4月27日
平成29年5月27日
平成29年6月2日
平成29年6月7日
平成29年6月17日
平成29年7月5日
平成29年7月14日
平成29年7月22日
平成29年7月27日
平成29年7月28日
平成29年9月13日
平成29年9月14日
平成29年9月24日
平成29年9月27日
平成29年10月14日
平成29年10月22日
平成29年10月25日
平成29年11月6日
平成29年11月2日
平成29年11月27日
平成29年12月8日
平成29年12月15日
平成30年1月6日
平成30年2月3日
平成30年2月9日
平成30年2月10日
平成30年2月11日

開催場所
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
文書による
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
文書による
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局
事務局

委員会名
(分科会等名)

委員長
(分科会長等)

会員増強組織強化委員会
JG1KTC
電子QSL委員会
JF0JYR
アマチュア無線フェスティバル実行委員会 JA1SLS
会員増強組織強化委員会
JG1KTC
電子QSL委員会
JF0JYR
ARDF委員会
JG2GFX
理事重任並びに年齢制限検討ワーキンググループ
(JA4DLF)
ワイヤレスネットワーク委員会
JH1BSJ
コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
電子QSL委員会
JF0JYR
会員増強組織強化委員会
JG1KTC
電子QSL委員会
JF0JYR
理事重任並びに年齢制限検討ワーキンググループ
(JA4DLF)
コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
会員増強組織強化委員会
JG1KTC
アマチュア無線フェスティバル実行委員会 JA1SLS
コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
国際問題検討委員会
JA1KAB
ワイヤレスネットワーク委員会
JH1BSJ
会員増強組織強化委員会
JG1KTC
周波数委員会
JR1KMH
電子QSL委員会
JF0JYR
電磁環境委員会
JA1LAS
コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
アマチュア無線フェスティバル実行委員会 JA1SLS
会員増強組織強化委員会
JG1KTC
ワイヤレスネットワーク委員会
JH1BSJ
アワード委員会
JH1IED

主な審議事項

備考

ハムフェア特設コーナー、H28地方本部・支部会員増強企画報告など
システムの仕様・機能、ジェネラルフローなど
ハムフェア2017出展団体の審査など
会員増強の取組､ビギナー&ニューカマーイベント､会員特典など
システムの仕様、ログソフトとの連携など
ハンドブック電子版(追補版）の確認､2017年全日本大会､R3大会など
他団体の状況、理事重任・年齢制限の検討
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
ALL JAコンテストの審査
システムの仕様、ログソフトとの連携など
社員総会で出された意見等、新パンフレット、ニューカマーイベントなど
システムの仕様、利用方法など
ワーキンググループとしての意見の取りまとめ、理事会への提案書
6m AND DOWNコンテストの審査
次年度以降の地方会員増強企画募集、WAKAMONOイベントなど
ハムフェア2017結果報告、ハムフェア2018基本構想の検討など
フィールドデーコンテストの審査
APG19-2・ARISS代表者会議報告､ITU-R WP5A審議の見通しなど
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
WAKAMONOイベント次回以降への課題、地方会員増強企画募集など
バンドプラン、狭帯域デジタル区分の動向など
システムの資料の検討など
最近の電磁環境の動向など
全市全郡コンテストの審査
メインビジュアルの選定、出展参加要項など
地方本部・支部会員増強企画の審査など
D-STARレピータ局の開設・増設要望についてなど
「D-STAR」の特記について、新アワードの検討についてなど

● 平成28年度委員会(分科会等)開催状況 （平成28年4月～29年3月）
開催日
1 平成28年4月20日
2 平成28年4月26日
3 平成28年5月15日
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

平成28年5月28日
平成28年6月17日
平成28年7月13日
平成28年7月23日
平成28年9月9日
平成28年9月24日
平成28年10月1日
平成28年10月18日
平成28年10月21日
平成28年10月23日
平成28年11月4日
平成28年12月8日
平成29年1月7日
平成29年1月20日
平成29年1月21日
平成29年1月31日
平成29年2月4日
平成29年2月10日
平成29年2月12日
平成29年3月4日
平成29年3月9日
平成29年3月12日
平成29年3月12日

開催場所
事務局
事務局

委員会名
(分科会等名)
会員増強組織強化委員会
電子QSL分科会

委員長

主な審議事項

(分科会長等)

JA9BOH
(JG1KTC)
JS1OYN・
事務局 コンテスト委員会・電子ログ分科会
(JF1SQC)
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会 JA1SLS
事務局 国際問題検討委員会・CEPT相互運用分科会
(JA9AMR)
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
JH1BSJ
事務局 コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
事務局 国際問題検討委員会・CEPT相互運用分科会
(JA9AMR)
事務局 コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会 JA1SLS
事務局 電子QSL委員会
JF0JYR
事務局 国際問題検討委員会
JA1KAB
事務局 コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
事務局 会員増強組織強化委員会
JG1KTC
事務局 電子QSL委員会
JF0JYR
事務局 コンテスト委員会・審査分科会
(JM1LRQ)
事務局 電子QSL委員会
JF0JYR
名古屋市 ARDF委員会
JG2GFX
事務局 理事重任並びに年齢制限検討ワーキンググループ
(JA4DLF)
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会 JA1SLS
事務局 会員増強組織強化委員会
JG1KTC
事務局 アワード委員会
JH1IED
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
JH1BSJ
事務局 電子QSL委員会
JF0JYR
事務局 コンテスト委員会
JS1OYN
事務局 コンテスト委員会・電子ログ分科会
（JR1LQK）

備考

地方本部･支部会員増強企画の結果、委員会活動の報告など
システムの仕様、分科会中間報告など
電子審査の方向性など
ハムフェア2016出展団体の審査など
「電波政策2020懇談会報告書(案)」への意見提出など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
ALL JAコンテストの審査
東京オリンピックでのCEPT相互運用実現への提言など
6m AND DOWNコンテストの審査
2016ハムフェア結果報告、2017基本構想の決定など
電子QSL分科会の報告確認、本委員会の目的など
CEPT相互運用に関する分科界報告､ITU-R WP5A審議事項など
フィールドデーコンテストの審査
前期委員会・実施中のキャンペーンの説明、今後の方針など
システムの仕様、搭載機能など
全市全郡コンテストの審査
システムの仕様・機能、ジェネラルフローなど
2017年全日本ARDF競技大会、2017 Reg.3 ARDF大会など
覚書制定の経緯、今後の検討方針など
メインビジュアル選定、出展参加要項など
地方本部支部会員増強企画の審査､理事会からの検討依頼事項など※
D-STARアワード､特記の見直し､委員会Webページの見直しなど
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
システムの仕様、搭載機能など
審査工程の改善、FDについての意見募集、規約改善検討など
審査の分担、DB化、Webでのログ提出方法など

● 平成27年度委員会(分科会等)開催状況 （平成27年4月～28年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成27年4月13日
事務局 電磁環境委員会
2 平成27年4月17日
事務局 マイクロ波委員会
3 平成27年4月17日
文書による 会員増強組織強化委員会
4 平成27年5月13日
事務局 CEPT相互運用に関する分科会
5 平成27年5月22日
文書による 会員増強組織強化委員会
6 平成27年5月30日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
7 平成27年6月1日
事務局 周波数委員会
日本橋浜
8 平成27年6月5日
D-STAR委員会
町
9 平成27年6月23日
事務局 会員増強組織強化委員会
10 平成27年6月29日
事務局 国際問題検討委員会
11 平成27年7月3日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
江東区有
12 平成27年8月23日
電子QSL分科会
明
13 平成27年9月1日
事務局 会員増強組織強化委員会
14 平成27年9月2日
事務局 CEPT相互運用に関する分科会
15 平成27年9月25日
事務局 国際問題検討委員会
16 平成27年10月2日
事務局 電子QSL分科会
17 平成27年10月3日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
18 平成27年10月8日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
19 平成27年10月20日
事務局 会員増強組織強化委員会
20 平成27年11月25日
事務局 電子QSL分科会
21 平成27年12月10日
事務局 CEPT相互運用に関する分科会
22 平成27年12月18日
事務局 会員増強組織強化委員会
23 平成28年1月20日
事務局 電子QSL分科会
24 平成28年1月27日
事務局 国際問題検討委員会
25 平成28年1月23日
名古屋市 ARDF委員会
26 平成28年1月24日
事務局 コンテスト委員会
27 平成28年2月6日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
28 平成28年2月7日
事務局 アワード委員会
29 平成28年2月9日
事務局 会員増強組織強化委員会
30 平成28年2月20日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
31 平成28年3月2日
事務局 CEPT相互運用に関する分科会
32 平成28年3月8日
事務局 電子QSL分科会
33 平成28年3月12日
事務局 コンテスト審査分科会・電子ログ分科会

委員長
(分科会長等)

JA1LAS
JA1MTL
JA9BOH
JA9AMR
JA9BOH
JA1SLS
JA3OZ
7M3TJZ
JA9BOH
JA1KAB
JH1BSJ
(JG1KTC)
JA9BOH
JA9AMR
JA1KAB
(JG1KTC)
JA1SLS
JH1BSJ
JA9BOH
(JG1KTC)
JA9AMR
JA9BOH
(JG1KTC)
JA1KAB
JG2GFX
JS1OYN
JA1SLS
JH1IED
JA9BOH
JH1BSJ
JA9AMR
(JG1KTC)
JS1OYN・

主な審議事項
WPT作業班の検討状況など
マイクロ波を取り巻く環境など
会費取扱業務代行店手数料など
日本がCEPT T/R 61-01に参加するための課題と日本の関連法令
青少年助成対象入会者への入会金免除キャンペーンなど
ハムフェア2015出展団体の審査など
非常通信周波数など
D-STARシステム仕様書の改訂検討など
今後の検討方針など
第3地域総会へのJARL寄与文書の審議
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
既存システム等についての情報交換
個人賛助会員の募集、会員増強の方策など
IARU R1規制問題コーディネータの見解と日本の法改正作業
第3地域総会でのJARL提出文書の説明担当分担など
想定する機能、権利関係など
2015ハムフェア結果報告、2016基本構想の決定など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
平成28年度地方本部・支部の会員増強企画募集など
既存システムの特許権など
国際問題検討委員会への中間答申案
青少年育成プロジェクトなど
システムの仕様など
IARU R1総会･WRC-15･CEPT相互運用分科会の報告
2016年全日本ARDF競技大会など
コンテスト規約 改正など
メインビジュアル選定、出展参加要項など
新規アワードの発行など
地方本部・支部の会員増強応募企画の審査など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
総務省「2020年に向けた電波政策に関する意見募集」への意見
システムの仕様・特許関係など
審査方法・工程の見直しなど

備考

● 平成26年度委員会(分科会等)開催状況 （平成26年4月～27年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成26年4月4日
事務局 電磁環境委員会
2 平成26年5月21日
事務局 ARDF委員会
3 平成26年5月30日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
4 平成26年5月31日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
5 平成26年7月22日
事務局 周波数委員会
江東区有
6 平成26年8月24日
会員増強組織強化委員会
明
7 平成26年8月20日
文書による D-STAR委員会
8 平成26年9月9日
事務局 会員増強組織強化委員会
9 平成26年9月11日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
10 平成26年9月28日
事務局 アワード委員会
11 平成26年10月4日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
12 平成26年10月8日
事務局 会員増強組織強化委員会
13 平成26年10月9日
事務局 電磁環境委員会
14 平成26年11月12日
事務局 会員増強組織強化委員会
15 平成26年11月15日
福山市 ARDF委員会
16 平成26年12月5日
事務局 D-STAR委員会
17 平成27年1月14日
事務局 周波数委員会
18 平成27年1月26日
事務局 電磁環境委員会
19 平成27年2月4日
事務局 会員増強組織強化委員会
20 平成27年2月7日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
21 平成27年2月8日
事務局 アワード委員会
22 平成27年2月20日
事務局 国際問題検討委員会
23 平成27年2月25日
文書による マイクロ波委員会
24 平成27年2月28日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
25 平成27年3月14日
事務局 コンテスト委員会
26 平成27年3月14日

事務局

コンテスト審査分科会・電子ログ分科会

27 平成27年3月25日

事務局

会員増強組織強化委員会

委員長

主な審議事項

(分科会長等)

JA1LAS
JA2HDE
JH1BSJ
JE1KAB
JA3OZ
JA9BOH
7M3TJZ
JA9BOH
JH1BSJ
JH1IED
JA1SLS
JA9BOH
JA1LAS
JA9BOH
JG2GFX
7M3TJZ
JA3OZ
JA1LAS
JA9BOH
JA1SLS
JH1IED
JA1KAB
JA1MTL
JH1BSJ
JS1OYN
(JM1LRQ・
JF1SQC)
JA9BOH

WPT作業班の検討状況など
世界大会関連など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
2014出展団体の審査など
バンドプラン改正案など
委員会の任務と審議の方針など
D-STARシステム仕様書の改訂検討など
会員増強の方策など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
アワード規約の見直しなど
2014ハムフェア結果報告、2015基本構想の決定など
会員増強の方策など
ワイヤレス電力伝送システムの検討状況など
会員増強の方策など
Reg.3 ARDF競技大会など
D-STARレピータのプロトコルの制定など
今後のバンドプラン関連作業など
WPT作業班の検討状況など
地方本部・支部の会員増強企画の審査など
メインビジュアル選定、出展参加要項など
JARL創立90周年アワード規約など
CEPT相互運用に関する分科会の設置など
マイクロ波を取り巻く環境について
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
新規約への対応、D-STARコンテストなど
審査と電子ログ受付に関する課題など
会員増強の施策など

備考

● 平成25年度委員会(分科会等)開催状況 （平成25年4月～ 26年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成25年4月11日
事務局 マイクロ波委員会
2 平成25年5月31日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
3 平成25年6月1日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
4 平成25年6月6日
事務局 電磁環境委員会
5 平成25年6月9日
事務局 コンテスト委員会
6 平成25年6月30日
事務局 アワード委員会
7 平成25年7月20日
事務局 コンテスト審査分科会
8 平成25年9月5日
事務局 周波数委員会
9 平成25年9月21日
名古屋市 ＡＲＤＦ委員会
10 平成25年9月30日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
11 平成25年10月5日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
12 平成25年10月6日
事務局 コンテスト審査分科会
13 平成25年10月11日
事務局 D-STAR委員会
14 平成25年10月18日
事務局 国際問題検討委員会
15 平成25年10月22日
事務局 機構改革ワーキンググループ(1)
16 平成25年12月12日
事務局 機構改革ワーキンググループ(2)
17 平成25年12月16日
事務局 電磁環境委員会
18 平成26年1月11日
事務局 コンテスト審査分科会
19 平成26年1月22日
事務局 周波数委員会
20 平成26年1月28日
事務局 機構改革ワーキンググループ(3)
21 平成26年2月8日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
22 平成26年2月1日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
23 平成26年3月4日
事務局 不法局対策委員会
24 平成26年3月18日
事務局 機構改革ワーキンググループ(4)

委員長
(分科会長等)

JA1MTL
JH1BSJ
JE1KAB
JA1LAS
JS1OYN
JH1IED
(JM1LRQ）
JA3OZ
JA2HDE
JH1BSJ
JE1KAB
(JM1LRQ）
7M3TJZ
JA1KAB
(JA3HXJ)
(JA3HXJ)
JA1LAS
(JM1LRQ)
JA3OZ
(JA3HXJ)
JH1BSJ
JE1KAB
JA3HXJ
(JA3HXJ)

主な審議事項
マイクロ波帯を取り巻く環境、普及策検討など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
2013出展団体の審査など
電磁環境の現状等についてなど
意見募集結果のまとめなど
アワード発行状況による今後の推移などの検討など
第55回ALL JAコンテストの書類審査
バンドプラン改正案に対する意見のとりまとめ作業など
平成26年開催ARDF全国大会についてなど
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
2013ハムフェア結果報告、2014基本構想の決定など
第56回フィールドデーコンテスト書類審査ほか
D-STARシステムの改善検討など
5MHz帯でのアマチュア業務への2次分配の検討状況など
理事選任方法、監査指導体制等の連盟組織の見直しなど
理事選任方法、監査指導体制等の連盟組織の見直しなど
電波環境問題の現状
全市全郡コンテスト書類審査
使用区別改正に関するとりまとめ作業ほか
理事選任方法、監査指導体制等の連盟組織の見直しなど
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
ハムフェア2014メインビジュアル、出展参加要領等の確認など
不法局対策委員会の答申についてなど
理事選任方法、監査指導体制等の連盟組織の見直しなど

備考

● 平成24年度委員会(分科会等)開催状況 （平成24年4月～ 25年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成24年4月11日
事務局 不法局対策委員会
2 平成24年5月20日
事務局 コンテスト委員会
3 平成24年6月9日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
4 平成24年6月20日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
5 平成24年6月21日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(10)
6 平成24年6月26日
事務局 電磁環境委員会
7 平成24年6月27日
事務局 周波数委員会
8 平成24年7月6日
事務局 国際問題検討委員会
9 平成24年7月22日
事務局 コンテスト審査分科会
10 平成24年8月6日
事務局 国際問題検討委員会
11 平成24年9月6日
事務局 財政・機構検討ワーキンググループ(1)
12 平成24年9月30日
事務局 コンテスト審査分科会
13 平成24年10月17日
事務局 国際問題検討委員会
14 平成24年10月20日
名古屋 ＡＲＤＦ委員会
15 平成24年10月20日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
16 平成24年10月23日 文書による ワイヤレスネットワーク委員会
17 平成24年10月24日 文書による コンテスト委員会
18 平成24年11月5日
事務局 電磁環境委員会
19 平成24年11月7日
事務局 財政・機構検討ワーキンググループ(2)
20 平成24年11月10日
事務局 コンテスト審査分科会
21 平成24年11月16日
事務局 周波数委員会
22 平成24年12月14日
事務局 D-STAR委員会
23 平成25年1月12日
事務局 コンテスト審査分科会
24 平成25年1月27日
事務局 アワード委員会
25 平成25年2月2日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
26 平成25年2月6日
事務局 財政・機構検討ワーキンググループ(3)
27 平成25年2月9日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
28 平成25年3月8日
事務局 D-STAR委員会

委員長
(分科会長等)

JA3HXJ
JS1OYN
JE1KAB
JH1BSJ
(JA3HXJ)
JA1XF
JA3OZ
JA1KAB
(JM1LRQ）
JA1KAB
(JA3HXJ)
(JM1LRQ）
JA1KAB
JA2HDE
JE1KAB
JH1BSJ
JS1OYN
JA1XF
(JA3HXJ)
(JM1LRQ）
JA3OZ
7M3TJZ
(JM1LRQ)
JH1IED
JH1BSJ
(JA3HXJ)
JE1KAB
7M3TJZ

主な審議事項
不法・違法局情報収集システムなど
ドナー制度改正再度提案など
2012出展団体の審査など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
WGとしてのとりまとめなど
屋外PLC、アマチュア無線を取り巻く電磁環境など
意見募集取りまとめ、作業スケジュールなど
IARU第3地域の財務、第3地域総会への対応について
第54回ALL JAコンテスト書類審査
第15回IARU第3地域総会への寄与文書の審議
活動方針協議、会費前納者の取扱いなど
第42回6m & downコンテスト書類審査
IARU第3地域総会への対応について
平成25年開催ARDF全国大会についてなど
2012ハムフェア結果報告、2013基本構想の決定など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
新楯制度、紙ログの取扱いについて
直面する電磁環境問題の整理と対処方針ついてなど
会費前納者の取扱い、ライフメンバーについてなど
第55回フィールドデーコンテスト書類審査
周波数使用区別の改正に関する意見の整理など
検討課題の整理、D-STARシステムの改善方向など
全市全郡コンテスト書類審査
アワード規約の移動範囲の解釈について
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
会費前納者の取扱い、組織の仕組みとしてのJARL機構など
ハムフェア2013メインビジュアル、出展参加要領等の確認など
D-STARシステムの改善検討など

備考

● 平成23年度委員会(分科会等)開催状況 （平成23年4月～24年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成23年4月9日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
2 平成23年4月22日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(4)
3 平成23年5月21日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
4 平成23年6月28日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(5)
5 平成23年7月5日
事務局 電磁環境委員会
6 平成23年7月17日
事務局 コンテスト審査分科会
7 平成23年7月29日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
8 平成23年8月5日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(6)
9 平成23年10月1日
事務局 コンテスト審査分科会
10 平成23年10月4日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(7)
11 平成23年10月22日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
12 平成23年11月12日
事務局 コンテスト審査分科会
13 平成23年11月13日 文書による アワード委員会
14 平成23年11月24日 文書による 周波数委員会
15 平成23年11月25日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(8)
16 平成23年12月16日 文書による ワイヤレスネットワーク委員会
17 平成24年1月14日
事務局 コンテスト審査分科会
18 平成24年1月15日
事務局 コンテスト委員会
19 平成24年1月27日
事務局 マイクロ波委員会
20 平成24年2月4日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
21 平成24年2月7日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ(9)
22 平成24年2月21日
事務局 電磁環境委員会
ワイヤレスネットワーク委員会・ワイヤレス
24 平成24年3月3日
事務局 ネットワーク委員会デジタル専門小委員会
合同会議

委員長
(分科会長等)

主な審議事項

JH1BSJ
(JA3HXJ)
JE1KAB
(JA3HXJ)
ＪＡ１ＸＦ
(JM1LRQ)
JH1BSJ
(JA3HXJ)
(JM1LRQ)
(JA3HXJ)
JE1KAB
(JM1LRQ)
JA1COP
JA3OZ
(JA3HXJ)
JH1BSJ
(JM1LRQ)
JS1OYN
JA1MTL
JE1KAB
(JA3HXJ)
ＪＡ１ＸＦ

D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
理事会への中間報告(案)検討など
2011出展団体の審査など
機械化事務費、役員社員の会議交通費支給の考え方など
屋外PLC、アマチュア無線を取り巻く電磁環境など
ALL JAコンテスト書類審査
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
JARL事業計画の見直し、次年度予算編成の考え方など
6m & downコンテスト書類審査
機械化事務費の動向、会費前納者の取扱いなど
2011ハムフェア結果報告、2012基本構想の決定など
フィールドデーコンテスト書類審査
RTTY特記をDigital特記に統合することなど
意見等の現状、作業スケジュールなど
機械化事務費の動向、会費前納者の取扱いなど（継続）
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
全市全郡コンテスト書類審査
コンテスト規程・規約の改正案など
マイクロ波帯の周波数共用問題の対応に付いて、普及策など
2012メインビジュアルの決定など
機械化事務費の動向、会費前納者の取扱いなど（継続）
屋外PLC、アマチュア無線を取り巻く電磁環境など

JH1BSJ

D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設及びD-STARの
改善方向の検討など

備考

● 平成22年度委員会(分科会等)開催状況 （平成22年4月～23年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成22年4月21日
事務局 国際問題検討委員会
2 平成22年4月30日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
3 平成22年5月12日
事務局 電磁環境委員会
4 平成22年5月14日
事務局 マイクロ波委員会
5 平成22年5月19日
事務局 周波数委員会
6 平成22年5月24日
事務局 技術政策委員会
7 平成22年6月5日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
8 平成22年7月10日
事務局 アワード委員会
9 平成22年7月13日
事務局 定款・規則等改正審議委員会
10 平成22年7月19日
事務局 コンテスト審査分科会
11 平成22年7月23日
事務局 定款・規則等改正審議委員会
12 平成22年8月2日
事務局 定款・規則等改正審議委員会
ビッグサイ
13 平成22年8月21日
ＡＲＤＦ委員会
ト
14 平成22年8月24日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
15 平成22年9月18日
事務局 アワード委員会
16 平成22年10月2日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
17 平成22年10月3日
事務局 コンテスト審査分科会
18 平成22年10月26日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ
19 平成22年11月1日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会デジタル専門小委員会
20 平成22年11月5日
事務局 国際問題検討委員会
21 平成22年11月14日
事務局 コンテスト審査分科会
22 平成22年11月25日 文書による ワイヤレスネットワーク委員会
23 平成22年12月2日
事務局 電磁環境委員会
24 平成22年12月10日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ
25 平成22年12月17日
事務局 マイクロ波委員会
27 平成23年1月16日
事務局 コンテスト審査分科会
28 平成23年1月29日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
29 平成23年2月8日
事務局 財政問題検討ワーキンググループ

委員長
(分科会長等)

JA1KAB
JH1BSJ
ＪＡ１ＸＦ
ＪＡ１ＭＴＬ
ＪＡ３ＯＺ
ＪＡ１ＺＵ
JE1KAB
JA1COP
JA3HXJ
(JM1LRQ)
JA3HXJ
JA3HXJ
JA2HDE
JH1BSJ
JA1COP
JE1KAB
(JM1LRQ)
(JA3HXJ)
(JS1CYI)
JA1KAB
(JM1LRQ)
JH1BSJ
ＪＡ１ＸＦ
(JA3HXJ)
ＪＡ１ＭＴＬ
(JM1LRQ)
JE1KAB
(JA3HXJ)

主な審議事項
IARU第3地域の財務に関するコメントのとりまとめ
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
電磁環境問題の現状と対応など
マイクロ波帯に関する利活用動向など
バンドプランに対する意見などの現状、中長期的計画など
新しい無線システムの動向など
2010出展団体の審査など
JCC800アワードの発行番号抽選
定款・規則等の改正案の修正など
ALL JAコンテスト書類審査
定款・規則等の改正案の修正（継続）など
役員の定年及び重任の規定方法、とりまとめ
各種ARDF競技大会の分析など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
廃止するアワードの検討など
2010ハムフェア結果報告、2011キャッチフレーズの決定など
第40回6m AND DOWNコンテスト書類審査会
WGの方向性の確認など
小委員会の構成、D-STARログ参照システムなど
IARU第3地域の財務に関する意見照会への回答案
第53回フィールドデーコンテスト書類審査会
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
今後予測される電磁環境問題など
実施項目の検討、スケジュールの整理など
マイクロ波委員会の今後の活動など
全市全郡コンテストの審査
2011メインビジュアルの決定など
H23(JARL)予算案の検討、機械化事務費についてなど

備考

● 平成21年度委員会(分科会等)開催状況 （平成21年4月～22年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成21年4月24日
事務局 公益法人改革実務委員会
2 平成21年5月17日
事務局 アワード委員会
3 平成21年5月30日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
北海道総
4 平成21年6月17日
不法局対策委員会
通
ﾜｲﾔﾚｽﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ専門小委員
5 平成21年6月22日
事務局
会
6 平成21年6月27日
事務局 公益法人改革実務委員会
7 平成21年6月30日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
8 平成21年7月20日
事務局 コンテスト審査分科会
9 平成21年7月23日
事務局 周波数委員会
10 平成21年7月28日
事務局 不法局対策委員会
11 平成21年8月7日
事務局 公益法人改革実務委員会
12 平成21年9月26日
事務局 公益法人改革実務委員会
13 平成21年9月29日
事務局 国際問題検討委員会
14 平成21年9月30日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会
15 平成21年10月18日
事務局 コンテスト審査分科会
16 平成21年10月26日
事務局 国際問題検討委員会
17 平成21年10月30日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
18 平成21年11月14日
事務局 アワード委員会
19 平成21年11月23日
事務局 コンテスト審査分科会
20 平成22年1月17日
事務局 コンテスト審査分科会
21 平成22年1月23日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
22 平成22年1月30日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
23 平成22年2月6日
事務局 コンテスト審査分科会
24 平成22年2月15日
事務局 電磁環境委員会
25 平成22年3月20日
事務局 アワード委員会

委員長
(分科会長等)

JA7AIW
JA1COP
JH１HNH
JA3HXJ
JS1CYI
JA7AIW
JH1BSJ
(JM1LRQ)
ＪＡ３ＯＺ
JA3HXJ
JA7AIW
JA7AIW
JA1KAB
JH1BSJ
(JM1LRQ)
JA1KAB
JH１HNH
JA1COP
(JM1LRQ)
(JM1LRQ)
JH1BSJ
JH1HNH
(JM1LRQ)
JA1XF
JA1COP

主な審議事項
一般社団法人と公益社団法人の比較など
新設アワードの検討、JARL NEWS記事など
2009出展団体の審査など
不法・違法局対応の意見交換など
D-STAR海外接続の改良など
認定等委員会事務局の指摘事項への対応方法の諸検討など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
ALL JAコンテスト書類審査
バンドプランについて、新しい通信方式の問題点の検討など
不法・違法局情報収集システムの実用化への運用指針など
認定等委員会事務局の指摘事項への対応方法、諸検討
公益法人改革に際し決定すべき重要項目
第14回IARU第3地域総会への対処について
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
6m&DOWNコンテストの審査
第14回IARU第3地域総会の結果について
2009実施報告 2010基本構想など
新設アワード（WAKU)、東京都の特別区のJCCへの対応など
フィールドデーコンテストの審査
全市全郡コンテストの審査
ﾚﾋﾟｰﾀ関係規程・規約等改正案、ｱﾅﾛｸﾞﾚﾋﾟｰﾀ局の開設など
メインビジュアルの決定 業者選定 出展参加要項など
All Asian DX コンテストの審査
電磁環境問題の現状と対応など
運用場所制限の撤廃に関するアワード規約改正など

備考

● 平成20年度委員会(分科会等)開催状況 （平成20年4月～平成21年3月）
委員会名
開催日
開催場所
(分科会等名)
1 平成20年4月8日
事務局 公益法人改革実務委員会
2 平成20年5月21日
文書による レピータ委員会
3 平成20年6月1日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
4 平成20年7月14日
事務局 公益法人改革実務委員会
5 平成20年7月21日
事務局 コンテスト審査分科会
6 平成20年8月8日
文書による レピータ委員会
7 平成20年8月8日
事務局 公益法人改革実務委員会
8 平成20年9月27日
事務局 コンテスト委員会
9 平成20年10月4日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
10 平成20年10月19日
事務局 コンテスト審査分科会
11 平成20年11月22日
事務局 コンテスト審査分科会
12 平成20年11月24日
事務局 マイクロ波委員会
13 平成20年11月26日
事務局 電磁環境委員会
14 平成20年11月30日
事務局 アワード委員会
15 平成20年12月6日
事務局 ワイヤレスネットワーク委員会
16 平成20年12月22日
事務局 公益法人改革実務委員会
17 平成21年1月12日
事務局 ＡＲＤＦ委員会
18 平成21年1月18日
事務局 コンテスト審査分科会
19 平成21年1月31日
事務局 アマチュア無線フェスティバル実行委員会
20 平成21年2月15日
事務局 コンテスト審査分科会
21 平成21年2月19日
事務局 不法局対策委員会
22 平成21年3月12日
文書による ワイヤレスネットワーク委員会

委員長
(分科会長等)

JA7AIW
JH1BSJ
JH１HNH
JA7AIW
(JM1LRQ)
JH1BSJ
JA7AIW
JS1OYN
JH１HNH
(JM1LRQ)
(JM1LRQ)
JA1MTL
JA1XF
JA1COP
JH1BSJ
JA7AIW
JA8ATG
(JM1LRQ)
JH１HNH
(JM1LRQ)
JA3HXJ
JH1BSJ

主な審議事項
規則等の検討など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
特別催事の検討など
制度改革の動向など
第50回ALL JAコンテスト書類審査
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
ガイドライン追加・修正にともなう説明など
電子化の推進など
2008実施報告 2009基本構想など
第38回6m&Downコンテスト書類審査
第51回フィールドデーコンテスト書類審査
マイクロ波帯の活性化の施策案など
長波帯の新規分配など
新設アワードの検討など
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など
一般社団法人と公益社団法人の比較など
機材の補強についての検討など
第29回全市全郡コンテスト書類審査
2009メインビジュアル並びに関連業者の選定など
第49回ALL ASIAN DX CONTEST(電信/電話)書類審査会
新年度の不法局に対する取り組みなど
D-STARレピータ、アナログレピータ局の開設増設など

備考

