四国総合通信局
若手職員からのメッセージ

や り が い は 、
こ こ か ら 。

ICTを活かした地域課題の解決
ICTによる四国の産業の高度化
豊かなライフスタイルのための生活支援
多様な働き方の実現
四国の未来を支える人づくり
安心して暮らせる環境づくり
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次の時代を見据えた
地域社会の実現へ

Shikoku Bureau of Telecommunications

体験を通して四国を支える
IoT・ICTや５Gなどの最先端の技術に触れながら仕事がで
きることや、採用３年目に総務本省で勤務を経験できること
に魅力を感じ、入局を決めました。
現在は、自治体の防災行政無線や消防無線の許認可を担当
しています。
平成30年の西日本豪雨では私の地元も住宅浸水など多くの
被害を受けました。その経験を踏まえ、防災行政無線担当と
して、「地域に必要な情報を届けることで、人々の生活を支
える」ことの重要性を感じています。迅速かつ正確に情報を
伝え、地域住民の安心安全を確保するという重要な役割を最
大限発揮できるようにすることが私の役目です。
無線局を運用するときに、法令に定められた基準を守って
無線通信部 陸上課
公共団体担当

いないと他の無線局の運用を妨害することがあるため、現地

沖嶋 聖雅

や川、海岸のほかダム、空港、高速道路のトンネル内など、

行政採用（文系）
平成 31 年 4 月

四国採用
現職

に行き、無線局の検査をすることがあります。検査では、山
四国各地どこへでも行きます。検査先では無線をどのように
利用しているか実際に見ることができるだけでなく、初めて
の景色やそこでしか食
べられない新鮮な食べ
物などを味わうことが
でき、仕事以外におい
ても新しい発見をする

One day schedule
▼

8：30 始業
メール・その日することの確認
9：00 自治体から提出された申請書の処理
12：00 お昼休み

ことができます。

Private time
休日には、テニスや野球、登山
など先輩方と共に汗を流すことで、
交流を深めるとともに心身のリフ
レッシュに努めています。西日本

13：00 防災無線の整備を検討している
自治体とのヒアリング

最高峰の石鎚山に登り、紅葉や山

15：00 ヒアリングの議事録作成

感動しました。また、地方局対抗

頂からの絶景パノラマにはとても
の野球大会では他局の方との交流

16：00 自治体から提出された申請書の処理、
検査資料の準備
17：15 退庁
ランニングなどで汗をかいて
リフレッシュ

のほか、各地にいる同期と再会で
き、この日を楽しみに仕事に励ん
でいます。
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Shikoku Bureau of Telecommunications

全国の仲間の存在が心強い
大学で何気なく参加した説明会で初めて総合通信局につい
て知り、「よく分からないけどICTやIoTって面白そう」と
思ったのが第一印象でした。話を聞いているうちに、最先端
の技術に触れられることや、採用3年目に東京で2年間勤務で
きることに魅力を感じたことが入局の決め手です。
現在は、携帯電話事業者などの電気通信事業者の監督や、
ICTを活用した地域活性化のための映像コンテストの開催など
の仕事をしています。
総合通信局と聞くと、理系っぽい職場だと感じられるかも
しれません。入局直後は専門的なことは何も分からなかった
のですごく不安でしたが、実際には法律に基づいて処理する
仕事も多く、大学時代に法律を学んでいたこともあり、初め
情報通信部
事業担当

電気通信事業課

江本 茉央
行政採用（文系）
平成 31 年 4 月

四国採用
現職

て読む電気通信に関する法令集にもあまり抵抗を感じずに取
り組むことができました。分からないことや判断に迷うこと
もありますが、気軽に質問できる環境なので安心して仕事が
できます。
採用後すぐの東京研修で出会った全国の同期とは、今でも
仕事上のちょっとした
疑問や悩みについて連
絡をとりあっており、
全国にも同じ仕事をし
ている仲間がいるとい

One day schedule
▼

8：30 始業
メール・郵便物のチェック
10：00 事業者からの問い合わせ対応
12：00 女性休憩室で先輩方とランチ
午後に備えてリフレッシュ

うのも心強く感じてい
ます。

Private time
休日や有給休暇を利用して旅行
に行き、その土地のおいしいもの
を食べることが好きです。直近で
は、四国局と他局の同期で台湾旅

13：00 届出書の処理。時期により
届出や申請が集中するので計画的に

行に行ってきました。小籠包やタ

15：00 課内打ち合わせ

とができ幸せでした。また、自分

ピオカミルクティーなど食べるこ
の知らない場所に行くと新たな発

15：30 資料を上司に確認してもらい修正
17：15 終業
同期とご飯に行ったり、
家でのんびり過ごしたり
3

見もあって楽しいです。プライ
ベートでリフレッシュして仕事に
臨んでいます。

Shikoku Bureau of Telecommunications

通信の仕事で地域貢献する
大学で開催された説明会で初めて総合通信局を知りました。
大学では通信系の研究室に入っていたこともあり、自分の知
識を活かせる職場であることや職場の良い雰囲気に惹かれ入
局を決めました。大学で学んだ知識を活かしつつ、経験を積
むことでさらに知識を深めることができるためとてもやりが
いを感じています。
私は現在、災害時に運用できるラジオ放送局である臨時災
害放送局を開設するための仕事を行っています。災害時にス
ムーズに放送局を開設できるように、自治体の方々と協力し
て放送機材の設営や周波数の調整などの事前準備をすること
を通して、地域の人々を守る仕事をしていることを実感でき
ました。実際に運用するとなると障害物によって電波が届か
情報通信部 放送課
第一放送担当

なかったり、他の放送と混信しそうになったりなどの課題が

山西 俊輝

広く素早く届けられるよう気を引き締めて業務に取り組んで

電気・電子・情報採用（理系）
平成 31 年 4 月

令和元年 8 月

四国採用
情報通信部
電気通信事業課
コンテンツ流通促進担当
現職

出てきます。これらの課題を解決し、災害時に有益な情報を
います。
些細なことでも気軽に上司や先輩方に聞くことができる良
い環境であることが一
番の魅力だと思います。
これからもさまざまな
業務について学び、通
信の仕事を通して地域

One day schedule
▼

8：30 始業
メール・スケジュールの確認
9：00 無線局申請書の処理
10：00 地域密着のローカル局開局相談の
打合わせ
12：00 昼休み

に貢献していきたい
です。

Private time
休日は職場の有志と野球部やテ
ニスサークルなどの活動を楽しん
でいます。運動不足も補えるので
仕事とプライベートをバランス良
く充実させることができています。
またスポーツ活動では職場であま

13：00 打合わせの議事録作成･資料整理

り関わりがない人とも話すことが
できるのでとても有意義な時間を

15：00 臨時災害放送局の周波数検討

過ごすことができます。

17：15 終業
家に帰ってのんびり
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Shikoku Bureau of Telecommunications

人々の生活につながる仕事
平成30年度採用で、放送に関する無線局の許認可を担当し
ています。
総合通信局では、テレビ・ラジオの映像や音声が電波に
よって各家庭へ届くまでに様々な審査を行います。
その観点は、使用する電波が他の無線局に干渉しないか、
災害時にも放送を継続できるように、災害に強い作りになっ
ているかなど、様々です。放送事業者に聞き取りを行ったり、
相談を受けながら、一つ一つ法令を確認し、申請の審査を進
めていきます。普段知ることのできないテレビ・ラジオの仕
組みや裏側を勉強できるのも、この仕事の面白いところです。
大学時代は法律が専門だったので、学んだ知識が業務で役
立つ場面もありました。かたや電波の知識は全くなかったの
情報通信部 放送課
第二放送担当

で、日々勉強で大変なこともありますが、上司や先輩方が優

門屋 ひなみ

テレビ・ラジオを見聞きするたび、自分の仕事が人々の生活

行政採用（文系）

しく教えてくれるので、安心して仕事に取り組めます。日頃
づくりにつながっていることを感じられます。
電波やICTのことをもっと知りたい方、専門的なことは詳し

平成 30 年 4 月 四国採用
情報通信部
情報通信振興課地域振興担当

くないけど興味がわい

平成 31 年 4 月 現職

です！みなさんと一緒

た方、どちらも大歓迎
に仕事ができる日を楽
しみにしています。

One day schedule
▼

8：30 始業
メールチェック
課内スケジュールの確認
9：00 無線局申請書の処理
放送事業者からの電話・メールでの
相談に対応
12：00 お昼休み
普段はお弁当、時々外で同期と
ランチ

土日や年次有給休暇を利用して
旅行に行くのが趣味です。大学の
ころから旅行が好きでしたが、社
会人になってからも引き続きいろ
んなところに出かけることができ
ています。むしろ、学生時代の貧

13：00 放送事業者の来局対応
申請相談や報告書の受取

乏旅行から、少しだけ豪華な旅行

15：00 打合せ議事録の作成

ら２年間は東京勤務なので、その

17：15 終業
明日の仕事を確認し、退庁
友人とご飯に行ったり、買い物したり
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Private time

になったかも（笑）採用３年目か
時には東日本を攻めたいですね！

Shikoku Bureau of Telecommunications

日々発達する通信分野の仕事
「ICTや４K・８Kってなんか響きがかっこいい。」これが
総合通信局に興味を持ったきっかけでした。何度か説明会に
参加していくうちに、職場の和やかな雰囲気が肌に合うと感
じ、入局を決めました。
現在、アマチュア無線や列車無線、ドローン等の許認可を
担当しています。働いてみて感じることは、「文系の知識も
理系の知識も必要」ということです。申請書は法令に基づい
て処理しますが、申請書の内容をきちんと理解するには無線
に関する技術的な知識も必要です。入局当初はどちらの知識
もなく分からないことだらけでしたが、法律や無線技術に関
する専門的な研修制度は充実しており、また職場も質問しや
すい環境なので、日々成長を感じながら楽しく仕事に臨んで
無線通信部 陸上課
公共事業 / 私設無線担当

います。

深水 遼太郎

てきましたが、通信の分野は日々発達しており、どんどん新

行政採用（理系）

平成 30 年 4 月 四国採用
無線通信部
陸上課公共団体担当
平成 31 年 4 月 現職

陸上課の経験も2年目となり、自分一人でできることも増え
しいハードやソフトができて、新しいルールや仕事も出てき
ます。令和2年度からは総務本省での勤務となり、新しいハー
ドやソフトに沿った制
度作りをすることにな
るので、新しい環境で
初心に返って頑張りた
いと思います。

One day schedule
▼

8：30 始業
メールの確認、１日の予定の確認
9：00 アマチュア無線の申請書の処理

Private time
社会人になると自由にできる時
間は減るのかな？と考えていまし
たが、そんなことはありませんで

12：00 昼ご飯
弁当を持参するか同期と外でランチ
13：00 免許人からの電話問合せ対応
16：00 無線局検査の準備
（データや日程の確認）
17：15 終業
（残業することもあります）

した。むしろ土日に部活やバイト
がない分、予定も立てやすいです。
松山近辺は「イチゴ狩り」「なし
狩り」「ブドウ狩り」や美味しい
パン屋、夏はかき氷屋などがたく
さんあり、食べることが大好きな
私には魅力的なまちです。
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ICT の普及で四国を活性化
最先端の分野で四国の活性化のために仕事ができることや、
基本的には松山勤務だけというところに魅力を感じ、入局する
ことを決めました。
現在、人口減少や少子高齢化、防災対策等、地域が抱える
様々な課題に対して、ICT利活用の普及促進活動をしたり、
ICTの導入を希望する団体への財政支援やアドバイザーを派遣
したりするなど、ICTを活用した地域課題解決のサポートを
行っています。
普及活動の一環としては、ICTの活用事例等を紹介するため、
セミナーを開催したり、自治体を訪問したりしています。ICT
を活用した働き方や生産性の向上等の事例、財政支援の施策等
を紹介し地域課題解決の糸口を提供することで、四国の活性化
情報通信部 情報通信振興課
地域振興担当

を目指しています。

横田 朱音

ら仕事をしたいと思い、国家公務員を選びました。セミナーの

行政採用（文系）

平成 30 年 4 月 四国採用
情報通信部
電気通信事業課
コンテンツ流通促進担当
平成 31 年 4 月 現職

私は、一部の地域だけではなく、より広い地域と関わりなが
開催や自治体訪問等を通して四国の様々な自治体とつながりを
持ちながら仕事ができ、国家公務員を選んでよかったと感じて
います。今後は、課題
に合わせた解決策を提
案できるように知識を
蓄え成長しながら働い
ていきます。

One day schedule
▼

8：30 始業
メールチェック
スケジュールの確認
9：00 セミナー関係者からの
問い合わせのメール対応

毎年、７月～９月には３日間
夏季休暇が与えられます。私は
毎年夏季休暇を使って旅行に

12：00 お昼休み
女性職員でお昼ご飯を食べています

行っており、令和元年度は２泊

13：00 課内打合せ

などを観光してきました。旅行

13：30 セミナー資料の作成
16：00 自治体訪問資料の作成
17：15 終業
外食したり、家でのんびりしたり
しています
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Private time

３日で三重県に行き、伊勢神宮
へ行ってリフレッシュしながら、
仕事もプライベートも充実させ
ています。

Shikoku Bureau of Telecommunications

情報化社会を守る電波監視
「電波の監視」と聞いて、どのような仕事をイメージしますか。
電気通信や放送業務、人命・治安維持や電気供給、公共交通に
欠かせない重要無線と呼ばれる通信に障害が生じた場合に、そ
の原因を排除したり、不法に開設された無線局の調査を行いま
す。私たちの業務は、貴重な有限資源である電波が、法令に
則った運用がなされているかを監理・監督することです。例え
ば、電波障害の申告があった場合は、聞き取りや電波監視施設
を用いた調査を行い、必要があれば現地に赴き、専用の機材や
車両を使って、問題の解決を図ります。また、G20労働雇用大
臣会合やラグビーワールドカップといった国際イベントでも特
別電波監視を実施し、会場周辺における電波妨害に対応できる
体制を強化しました。さらに、東京オリンピック・パラリン
電波監理部 監視調査課
混信調査担当

ピックでも大会運営をサポートします。

立花 大輔

底から守る仕事に、やりがいと責任を感じる毎日です。着任し

行政採用（文系）

平成 26 年10 月 信越総合通信局採用
平成 29 年 4 月

総務本省大臣官房会計課

平成 30 年 8 月

総務本省情報流通行政局
情報通信振興課情報活用支援室

平成 31 年 4 月

現職

専門性や即応性が求められますが、情報化社会のくらしを根
た当初は、電波監視に関する経験がほとんどありませんでした
が、分らないことは気軽に上司や先輩方に質問したり、問題意
識を自由に主張できる
職場環境に恵まれて、
業務に必要な専門知識
や知見を習得できてい
ます。

One day schedule
▼

8：30 始業
9：00 監視システムで管内の状況を確認

Private time
月に数回、職場の人たちと趣味
のテニスをして汗を流します。時

10：00 違法電波の発射推定場所に出動

間を忘れて、ついつい夢中になっ

12：00 出先でお昼ご飯

は全国各所で頑張っている総合通

てしまうことも。大会では、普段
信局の仲間と懇親を深めることも

15：00 電波の発射源を特定

できます。有給休暇を取りやすい
職場ですので、ワークとライフの

16：00 帰局して報告書の作成
17：15 退庁

バランスがとりやすいのも、当局
の良いところです。
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ダイレクトに伝わる住民の声
総務本省では政府のサイバーセキュリティ戦略策定に係る業
務に携わり、セキュリティ関係の事案が発生すると、地方から
情報を集めて情報連絡を行う連絡係としての役割を果たしてい
ました。現在は四国で、消費者を悪質商法等から守る施策や携
帯電話事業者やインターネット接続事業者などの電気通信事業
者を監督する業務を担当しています。
四国に異動してからは、地域住民をより身近に感じられる機
会が多くなりました。小中高生や保護者、教職員を対象として、
ネットの安心・安全な使い方について啓発を行う「e-ネット
キャラバン」の講師として講演した際には、フィルタリングの
設定や危険なアプリを見抜くにはどうしたらよいか、などの質
問をよく頂き、ネット依存やＳＮＳとの向き合い方について、
情報通信部
事業担当

電気通信事業課

田村 日奈
行政採用（文系）
平成 29 年 4 月

総務本省採用
情報流通行政局
衛星・地域放送課国際放送推進室

平成 30 年 7 月 サイバーセキュリティ統括官付
平成 31 年 4 月 現職

生徒や保護者の抱える悩みがダイレクトに伝わる貴重な機会で
した。
文系出身ということで、通信の専門的な知識がより求められ
るのではないかと感じていた総合通信局への異動は期待半分、
不安半分でしたが、研修が充実しているので必要な知識は後か
らゆっくりと身につけ
ることができます。ま
た、法律や文書を正確
に読み取る力が求めら
れるので、日々ガイドラ

One day schedule
▼
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8：30 始業
メールのチェック、TODO の整理

イン等を読み込んで自
己研鑽に励んでいます。

Private time
私は赴任するまで一度も四国を

10：00 事業者から提出された届出について
上司に相談

訪れたことがなかったので、休日

12：00 お弁当を持参し休憩室で食べる
たまにランチ

おいしいものを探しに行くのが楽

13：30 青少年の安心・安全なネット利用に
ついて関係団体と打合せ

開拓することにしています。また、

16：00 決裁した書類をファイリング

くれて、一緒に道後温泉や松山城

17：15 終業
手帳に業務を記録して退庁
週２回ジムに通う

伝統ある町並みが広がる松山をど

は毎回観光気分で出かけています。
しみで、週に１回は新しいお店を
家族が何度か東京から会いに来て
などを観光しました。住みやすく
んどん好きになっています。

採用から半年間の歩み 〉〉〉〉
4月

6月

5月

▶
採用後、全国の同期と共に、総務
本省や研修所で約1か月間研修を受け
ます。無線技術や電波法などの基礎
的な知識の習得からビジネスマナー
の講義まで幅広い研修があります。

▶

▶
6月1日は「電波の日」。電波法施行を
記念した式典にスタッフとして参加し、
情報通信の歴史の重みを感じます。

四国に戻ってからも職場研修を行い
ます。局内研修で各課の業務を学ぶほ
か、無線局を実際に運用する施設とし
て、放送局のスタジオを見学します。

7 ～9 月

採用

▶

10 月

▶
条件付任用期間が終了し、正式な通信局
の一員となりました。これから、様々な業
務を意欲的に取り組んでいきましょう！

採用から6か月間は条件付任用期間と
して、指導員のもと様々な実務指導を受
けながら、徐々に仕事を習得します。

Q. 勤務地はどこですか。
A. 当局は四国４県を管轄していますが、出先機関がないので愛媛県松山市勤務となります。ただし、採用後
３年目からの２年間は総務本省（東京）で勤務をしていただく機会があります。また、キャリアアップの
ため、本省での勤務を希望することも可能で、海外勤務も夢ではありません。

Q. 電波の知識はありませんが、技術的なことに対応できるでしょうか。
A. 当局は行政、技術系の試験区分にとらわれず人物本位の採用をしています。採用後、本省や情報通信政策

研究所（東京都国分寺市）において約１か月間の新規採用者研修があるほか、各種業務に直結した専門的な
研修を20コース以上準備しています。

Q. 採用人数はどれくらいですか。
A. 過去5年間の採用状況は以下のとおりです。
平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

男

女

男

女

男

女

男

女

行政

1

2

1

1

2

1

1

技術系

1

令和2年度
男

女
2

1

Q. 採用後はどのような業務を経験できますか。
A. 本人の希望や、適性などを考慮して、より多くの部署での業務経験を積んでもらうことを目的に、おおむ
ね２～３年ごとに担当業務が変更となり、無線局の許認可やICT利活用の推進など様々な部署を担当しても
らいます。配属先や業務内容について、行政と技術系の区別はありません。
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各課の主な業務
総

務
総

部

務

課

局全体の総合調整をしています。広報
活動や行政文書の管理のほか、職員の
人事や福利厚生の事務などをしてい
ます。

情

報

通

信

財

務

室

会計管理全般、庁舎管理、資材・財産
の調達・契約・管理を行うほか、電波
利用料の徴収事務をしています。

情報通信振興課

電気通信事業の監督、青少年のネット
利用環境の整備、大学等の研究開発の
推進、地域コンテンツの流通促進など
をしています。

Wi-Fi環境の整備、オープンデータ利
活用の推進、テレワークの普及等、
ICT/IoT利活用を推し進めて地域の活
性化に取り組んでいます。

線

通

信

四国の周波数割当状況の管理や電波の
利用状況の調査、地域のための電波利
用の利活用の促進をしています。

波

監

理

放

送

課

放送局、CATVの許認可、テレビ・ラ
ジオの受信障害相談の対応、臨時災害
放送局の開設支援などをしています。

部

電波利用企画課

電

信書便事業者の参入支援のための周知
活動や四国の信書便事業者の許認可及
び監督をしています。

部

電気通信事業課

無

信 書 便 監 理 官

航

空

海

上

課

飛行機や国際・国内船舶など上空や海
上で使用する無線局の許認可や無線従
事者免許の交付をしています。

陸

上

課

警察無線や消防無線のほか携帯電話や
アマチュア無線など陸上で使用する無
線局全般の許認可をしています。

部
監

電波利用環境課
電波適正利用のための周知広報や電波
の安全性に関する説明会を開催してい
ます。

視

調

査

課

不法・違法電波の監視や混信妨害源の
調査、警察・海上保安庁との共同取締
りなどをしています。

Shikoku
Bureau of
Telecommunications

総合通信相談所

防災対策推進室

サイバーセキュリティ室

情報通信行政に関する相談窓口です。

ICTを活用した防災・減災のための対
策を推進しています。

サイバーセキュリティ政策の推進をし
ています。

四国総合通信局
総務部総務課人事係

〒790-8795 松山市味酒町２-1４-４
T E L 089-936-5012
四国総合通信局

採用

令和2年3月版

