
Chugoku Bureau of Telecommunications

●総務省中国総合通信局庁舎
昭和４０年４月に宇品から東白島町の現庁舎へ移転し、昭和４７年には当時米子に

あった監視部を広島に統合することに伴い、庁舎東側に新館を増設しました。
平成２６年度に耐震工事を実施し、現在の外観となりました。写真に写っている鉄塔

が目印です。

HP : https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/



沿革・組織

組織図

年 月 概 要

昭和２４年６月
電気通信省が設置され、その外局である電波庁の地方機関
として中国電波管理局が設置される。

昭和２５年６月

電波三法（電波法、放送法、電波監理委員会設置法）の施行に
伴い電波監理委員会が設置され、同委員会の事務局として、

電波庁は電波監理総局となり、その地方機関としての中国電波
監理局となる。

昭和２７年８月
電波監理委員会設置法が廃止され、電波監理委員会は郵政省
の内局として電波監理局となり、これに伴い郵政省の地方機関
となる。

昭和４０年４月 東白島町の現庁舎へ移転。

昭和６０年４月
電気通信事業法の施行に伴い、中国電気通信監理局に名称
変更する。

平成１３年１月
中央省庁再編で総務省が設置されたことに伴い、中国総合
通信局に名称変更する。

沿革
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中国総合通信局について

中国総合通信局は、総務省の情報通信行政の一翼を担う地方支分部局として、
全国の１１の地域ごとに設置されている総合通信局の一つで、中国５県（鳥取、
島根、岡山、広島、山口）を管轄しています。

中国総合通信局では、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した地域の情報化や新
しい放送システムの整備・促進、放送局や携帯電話・防災行政無線など様々な
無線局の免許、電波の監視などの所管業務を通じて、ＩＣＴ利活用による地域
の活性化、ＩＣＴを利用した国民生活の安心・安全の確保、ＩＣＴ利用環境の
整備など、中国５県における情報化を推進しています。

鳥取県

岡山県

島根県

広島県

山口県
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業務の内容

部 署 業務内容

総務部

総務課
福利厚生、服務管理、給与計算、人事・採用など、

組織が円滑に業務を行えるよう支えています。

企画広報室
広報の窓口として報道発表や報道機関への対応の

ほか、情報公開窓口、ホームページや局内ＬＡＮシス
テムの管理などを行っています。

財務課
庁舎の保守管理、予算管理、経費の支出、電波利用

料の徴収などの会計事務を担っています。

信書便監理官
信書便制度の周知や事業者の新規参入の促進など、

信書便事業の普及促進を図っています。

総括調整官 情報通信行政全般にかかる重要事項の調査・企画を行っています。

防災対策推進室 ＩＣＴを利用した防災・減災のための施策を推進しています。

情報通信部

電気通信事業課

電気通信事業の監督や電気通信サービスに対する
相談対応、電気通信設備の運用等に必要な「電気通信
資格」の管理を行っています。

また、インターネットなどの危険性を正しく理解し、より
安心安全に利用するための出前講座「ｅ－ネットキャラ
バン」を実施しています。

情報通信連携
推進課

ＩＣＴに関わるビジネスや人材育成を支援するため、

ＩＣＴ利活用の最新動向や事例を紹介する講演会などを
実施したり、地域の産業振興や生活向上などを目的と
して、地域の大学や企業が取り組んでいるＩＣＴを活用
した研究開発の支援を行っています。

情報通信振興課

自治体による光ファイバ網の整備や、自治体が抱え
ている医療・介護・福祉・防災・教育などさまざまな分野
における諸課題を、自治体や関係団体などと連携しな
がら、ＩＣＴの利活用による解決の支援をするなど地域
情報化の推進を行っています。

放送部

放送課

テレビ・ラジオの放送局の免許や監督、放送の受信
障害にかかる相談受付を行っています。
また、新４K８K放送など新しい放送システムの普及・

促進を図っています。

有線放送課

ケーブルテレビ施設など有線放送にかかる設備の

許可や監督のほか、地上デジタル放送が良好に受信
できない地区における「共同受信施設」を設置・改修
するための支援などを行っています。
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業務の内容

部 署 業務内容

無線通信部

電波利用企画課

電波を有効に活用するため、電波の利用状況の

調査及び評価、新たな電波の利用方法やその技術的
条件についての調査検討、周波数の割り当てにかか
る業務等を行っています。
また、無線局監理システムの管理や、電子申請の

普及を促進するための周知活動を行っています。

航空海上課

航空機や船舶が、運航の安全を確保するために
開設する無線局などの免許や監督を行っています。

また、無線設備の操作や監督を行う「無線従事者」
の資格に関する業務を行っています。

陸上課

災害時の避難や復旧に必要な防災行政用無線局、
携帯電話、消防、警察、鉄道などの重要無線のほか、
バス・タクシー、アマチュア無線など陸上に開設される
各種無線局の免許や監督を行っています。

また、重要無線通信の伝搬路の保護や、携帯電話
のエリア整備支援などを行っています。

電波監理部

電波利用環境課

電波の安全性（電波が人体に与える影響）について、
地域住民の方に正しく理解してもらうための説明会の
開催、無線局への混信妨害や電波利用環境にかかる
相談受付、電波利用環境保護についての周知・啓発
活動などを行っています。

監視課

消防、警察、航空無線などの重要無線通信や、民間
で活用されているさまざまな無線通信に対して混信

妨害を与える不法に開設された無線局の探査・排除
のほか、開設された無線局が適切に管理・運用される
よう指導を行っています。

調査課

住民の生活に影響を与える「不法市民ラジオ」や「不
法パーソナル無線」などの不法無線の取締りを警察
や海上保安庁などの捜査機関と共同で行っています。

また、電波を有効活用する資料とするための電波の
発射状況調査や、電波監理システムの保守管理も
行っています。

総合通信相談所
情報通信行政全般についての、ご相談やご意見・ご質問などの総合窓口

です。

サイバー
セキュリティ室

情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティの確保に関する仕事を
行っています。
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← 災害対策用移動電源車
災害で重要通信設備等の電源が途絶えた場合に
備えて移動電源車を配備しています。平成30年西
日本豪雨の際には、倉敷市真備支所の電源確保
のため、現地へ派遣されました。

↑５G利活用セミナーの開催
5Gの実用化により実現する様々な可
能性を探り、電波の有効活用による
地域活性化等の促進を目的にセミ
ナーを開催しています。

↑共同取締りの実施
電波利用環境保護のため、テレビ・ラジオ
の受信、重要無線通信等への混信を与え
る不法無線局の取締りを、捜査機関の協
力を得て共同で実施しています。

こんな仕事をしています

↑電波監視システム（DEURAS（デューラス））
DEURAS（DEtect Unlicensed Radio Stations）は、各地

に設置されたセンサ局や車両に搭載されたセンサ
局を、総合通信局に設置されたセンタ局から遠隔操
作することにより、電波発射源の方位等を測定して、
不法無線局の位置等を特定するためのシステムで
す。写真は中国総合通信局のセンタ局です。

↑無線局の検査
航空機が運航の安全を確保するための
無線局は、実際に無線設備の周波数等
を測定し検査しています。
このほか、航空機以外に船の検査等も
行っています。
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勤務条件等①

(1) 勤務地 広島市中区東白島町１９－３６

(2) 勤務時間・休日
勤務時間は、１日７時間４５分、午前８時３０分～午後５時１５分（休憩１時間）です。

8:30           12:00   13:00 17:15  

土曜・日曜及び祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は原則として休みです。

(3) 休暇
・年次休暇（有給休暇）
年間２０日（採用の年は１５日（４月採用の場合））

・その他の休暇
病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・ボランティアなど）があります。

(4) 給与
給与法に基づき、一般職（大卒）試験採用の場合の初任給は、基本給として行政職俸

給表(一)１級２５号俸（１８２，２００円）が支給され、原則として年１回、昇給が実施されま
す。

なお、大学院修了者や民間・自治体等に勤務した経験のある方は、勤務期間に応じて
初任給への加算があります。

(5) 諸手当
通勤手当、住居手当、超過勤務手当、扶養手当、特殊勤務手当、期末・勤勉手当（ボー

ナス 年２回）支給されます。

(6) 採用後の配属先、転勤、昇進等について
出先機関はありませんので、採用後の勤務地は広島市となります。配属についても、

中国総合通信局内の部署となり、概ね２年～３年程度のサイクルで他部課への配置換が
行われます。
なお、採用後３年目に一定期間（昨年度については２年間）の本省勤務があります。
昇進の流れは、係員→主任→係長→課長補佐→課長→部長となっており、上位ポストへ

は本人の努力、勤務成績等により昇進していきます。
なお、昇進により、本省や他の総合通信局へ異動することがあります。

勤務 昼休み 勤務
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勤務条件等②

(7) 福利・厚生
・共済組合
職員及び家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するために共済制度があり、本人や

その被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、災害などの場合の給付金制度や、退職した際
の退職年金制度などがあります。

また、結婚資金や育英資金、住宅新築資金の貸付制度があります。
その他、全国の国家公務員共済組合の施設が格安で利用できるほか、共済組合と契

約した全国のホテル等の関連施設が割引価格で利用できる制度もあります。

・健康管理
職員の健康管理のため、全職員を対象とした定期健康診断を年１回実施しています。

(8) 研修
・新規研修
採用後、全国の地方総合通信局新規採用職員等とともに、情報通信政策研究所（東

京都国分寺市）において約１ヶ月間の集合研修（新規科研修）が実施され、公務員として
の心得、 また、情報通信行政に従事する職員としての必要な基礎的知識、一般的知識
を習得します。

・その他研修
例年、新規研修終了後、中国総合通信局において約１週間、局の所掌事務等に関す

る研修が行われます。各職場に配属後は、マンツーマンによる実務指導を行います。
また、それぞれの業務に応じた専門的な知識を修得するための各種専門研修や、役

職者に必要なスキルを身につけるための役職者研修等も、情報通信政策研究所におい
て行われています。
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Q&A（よくある質問）

Ｑ 採用後の勤務地はどこになりますか？

Ａ 当局は中国５県を管轄していますが、出先機関がないので、勤務地は広島市となります。
ただし、採用後３年目から総務省本省（霞ヶ関）で一定期間（２年間の予定）の勤務してい
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
です。

Ｑ 職員の人数は何人ですか？

Ａ 中国総合通信局では、現在常勤で９３名の職員が働いています。そのうち女性職員は１０
名です。近年の女性受験者増加により、毎年女性職員数も増えています。

Ｑ 採用は、技術系の方が有利ですか？

Ａ 行政試験区分、技術系試験区分を問わず採用しています。

Ｑ 総合通信局の業務は専門的なイメージがありますが、知識がなくても大丈夫でしょうか？

Ａ 総合通信局は、幅広い業務を行っていますが、採用後の新規研修や各分野の専門研修
があり、さらには職場において、先輩職員が指導しますので、本人の熱意と意欲さえあれ
ば業務の修得に心配はいりません。もちろん、無線に関する資格や通信工学など工学の
基礎的知識はすぐに業務に活かすことができます。

Ｑ 男女とも働きやすい職場ですか？

Ａ 仕事と家庭生活の両立を図ることができるようテレワーク、早出・遅出勤務などにより、自
己啓発や趣味・スポーツの時間を有効に持つことができるよう、ワークライフバランスの推
進に取り組んでいます。

Ｑ 子育てに関してどのような支援がありますか？

Ａ 女性職員の産前・産後休暇や男性職員の配偶者出産休暇のほか、子供が３歳になるま
で育児休業を取得することができます。また、働きながら育児をするための各種制度も用
意されています。
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アクセス

・ＪＲ（山陽本線・可部線）
⇒新白島駅から

徒歩約１０分

・アストラムライン
⇒城北駅から

徒歩約７分

ア
ス
ト
ラ
ム
ラ
イ
ン

ＪＲ（山陽線・可部線）
← 横川駅

広
島
電
鉄
白
島
線

白島電停

（城北通り）

（城南通り）

バス停

合同庁舎

裁判所

広島
逓信
病院

中国総合
通信局

新白島駅
広島駅 →

白島
小学校

基町
高校

広島城

城
北
駅

家庭裁判
所前電停

場所・アクセス

住所・連絡先 ・広島市中区東白島町１９－３６
・０８２－２２２－３３０６（総務課職員係）

・広島電鉄路面電車(白島線）
⇒家庭裁判所前電停から

徒歩約３分

・広電バス
(牛田～江波線(６号線))
⇒逓信病院前バス停から

徒歩約２分
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