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　沖縄総合通信事務所は、10月３日、県内のテレビジョン放送事業

者から申請のあった地上デジタルテレビジョン放送局（中継局19

局）の予備免許通知書を交付しました。 

　今回予備免許を交付した放送局は、本部、沖縄石川、久米島東及

び多良間（ＮＨＫのみ）、石垣（ＮＨＫのみ）の各放送局で、中でも石

垣局は八重山地区初の地上デジタルテレビジョン放送局となりま

す。運用開始は平成20年12月中の予定です。 

　また、総務省は、先

島地区におけるデジ

タル放送推進事業及

びデジタルテレビ中

継局整備事業につい

ても、それぞれ９月

19日、９月９日付け

で補助金の交付を決

定しました。 

　これにより、今年度

中に宮古・八重山地区

での、民放の地上デジ

タル放送番組が視聴

可能となります。 

地上デジタル放送エリアが 
さらに広がります！ 

地上デジタル放送エリアがさらに広がります！ 

「起業家経営塾 in 浦添」の開催
SCO P E説明会を開催
「条件不利地域におけるBB化促進のための調査研究会」を開催

6 
沖縄地方非常通信訓練を実施
読谷村のコミュニティFMに免許
知っていますか？ 「うるう秒」

沖縄県における主なICT関連指標
各種ご相談に関するお問い合わせ 編集後記

「起業家経営塾 in 浦添」 第３回の募集
「信書便事業説明会」開催のお知らせ
「デジタル映像祭2008」開催のお知らせ
電波利用料制度が変わりました

地デジ完全移行までラスト３年！
宜野座村のブロードバンド環境を整備

4 わかりやすい地デジ講座（第４回）

5 
・受信環境クリーン月間の実施
受信環境クリーン月間

・受信環境クリーン図案コンクール審査結果
ユビキタス特区実験局に予備免許

7 

8 

【日　　時】　第３回　11月12日（水）13：00～17：00   「事業計画の実践」 
【場　　所】　浦添市産業振興センター　３F　研修室　 
　　　　　　　（浦添市勢理客4－13－1　電話：098－870－1123） 
【申込み先】　情報通信課　電話：098－865－2304 

「起業家経営塾 in 浦添」　受講無料！ ３回目のみの受講も可能です。 

　沖縄総合通信事務所では、信書便制度のより一層の周知及び理解を図り、信書便事業へ
の円滑な参入を促進するとともに、信書便の活用による利用者の利便向上に資するため、
説明会を開催します。 
　信書便事業については、「民間事業者による信書の送達に関する法律（信書便法）」の施
行（平成15年４月１日）から５年が経過し、本年９月末現在で、全国で272者（沖縄管内４
者）が特定信書便事業に参入しています。 

【日　　時】　平成20年11月20日（木）10：30～15：30 
　　　　　　第一部（自治体等利用者向け）　 　 10：30～11：50 
　　　　　　第二部（運送事業者等事業者向け） 13：30～15：30 
【場　　所】　沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」３階研修室１（那覇市西3-11-1） 
【主な内容】　(1) 信書便事業の概要及び現状 
　　　　　　(2) 特定信書便事業の許認可（事業許可の申請から事業開始までの手続） 
　　　　　　(3) 信書便事業への参入状況、信書便の利用例など 
【問合せ先】　信書便監理官　電話：098－865－2388 
　　　　　　ＵＲＬ：http://www.okinawa-bt.soumu.go.jp/hodo/2008/08_10_22-05.html 

「信書便事業説明会」開催のお知らせ 

【日　　時】　平成21年１月23日(金) 14：00～ 
【場　　所】　　那覇会場　沖縄県立博物館・美術館　２階　講堂 
   　　　　　　名護会場　名桜大学多目的ホール 
　　　　　　　※那覇会場と名護会場を高速回線（JGN２plus）で接続し、 
　　　　　　　　同時進行形式で授賞式・上映会の開催を予定しています。 
【主　　催】　総務省沖縄総合通信事務所、沖縄情報通信懇談会、 
　　　　　　学校法人名護総合学園（名桜大学）、沖縄電力株式会社 

沖 縄 県 に お け る 主 な ＩＣＴ 関 連 指 標

受信環境クリーン月間（～31） 

受信環境クリーン図案コンクール入賞作品
展示会（～17　南風原町） 

条件不利地域におけるブロードバンド化促
進のための調査研究会 

受信障害防止等に関するセミナー 

起業家経営塾 in 浦添（第１回） 

受信環境クリーン図案コンクール入賞者表
彰式（南風原町） 

受信障害防止相談（南風原町） 

受信環境クリーン図案コンクール入賞作品
展示会（～31　うるま市） 

定例記者会見 

受信障害防止相談（南風原町） 

起業家経営塾 in 浦添（第２回） 

 

 

起業家経営塾 in 浦添（第３回） 

信書便事業説明会 

定例記者会見 

 

 

地上デジタル放送エリア拡大（金武、本部、
久米島、八重山） 

暮らしの総合行政相談（電波に関すること） 

起業家講演会 

定例記者会見 

http ://www.ok inawa-bt .soumu .go . jp/ 
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「沖縄デジタル映像祭200 8」 開催のお知らせ 

　電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を無線局の免許人等の方々に公
平に分担していただく制度で、使途および料額等について３年ごとに見直すこととして
おります。 
　平成20年は、この見直し時期にあたり、電波法の一部を改正する法律（平成20年法律第
20号）が平成20年５月30日に公布され、同年10月１日から施行されました。 
　詳しい内容については、次のところへお問い合せ下さい。 
 
【問合せ先】　　電波利用料制度全般について 
　　　　　　　　無線通信課　企画・電波利用状況調査担当　電話：098－865－2315 
　　　　　　　電波利用料納付について 
　　　　　　　　総務課　財務係　電話：098－865－2303 
　　　　　　　　ＵＲＬ：http://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/index.htm 

平成20年10月１日から電波利用料制度が変わりました 

　沖縄の「エイサー」は、旧盆に祖先を供養するために各地

域で踊られている。

　最近では、夏から秋にかけて、イベントとして「エイサー

大会」が開催され、各地域のエイサーを堪能することがで

きる。参加団体の中には、大人に混じって子供を中心にし

たグループもあり、エイサーが着実に後世に受け継がれて

いる。また、沖縄の「エイサー」は、国内のみならず、諸外国

で開催されるイベント等へも招待され、沖縄をアピールす

る機会も増えた。

　併せて、地元沖縄からの情報発信も心がけていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集担当）

「エイサー」 

http://www.okinawa-bt.soumu.go.jp/ 

　沖縄総合通信事務所は、沖縄県における主なＩＴ関連指標（３月末又は６月末現在）をまとめました。沖縄管

内でのブロードバンド（DSL、CATV、FTTH及びＦＷＡ）加入率は約39％で昨年同期から２ポイント増と

なっています。

ＳＣＯＰＥ説明会を開催

　沖縄総合通信事務所は、９月11日、那覇市内において、戦略的情報通信研究開発推進制度（Ｓ

ＣＯＰＥ）における研究開発課題の公募説明会を開催しました。

　ＳＣＯＰＥとは、ＩＣＴ分野のイノベーションを生み出すことを目指し、総務省が定めた戦

略的な重点研究開発目標を実現するための研究開発を支援する競争的資金制度です。説明会で

は、ＳＣＯＰＥの概要、平成21年度の公募提案要領について説明を行いました。説明会終了後、

沖縄情報通信懇談会ＪＧＮ２Ｐｌｕｓ利用連絡会が開催され、独立行政法人情報通信研究機構

（ＮＩＣＴ）からの研究開発テストベットネットワーク（ＪＧＮ２Ｐｌｕｓ）の説明及び、研究機関

からの報告が行われました。

　ＳＣＯＰＥの５つのプログラムのうち、

「地域ＩＣＴ振興型研究開発」は、地域社会・

経済活動を活性化することを目的としてお

り、県内では、平成19年度、平成20年度にそ

れぞれ１件採択され、現在研究開発が行われ

ています。

　沖縄総合通信事務所では、今後とも沖縄県

内の情報通信に係る研究開発を支援し、地域

の情報通信利用の高度化を目指します。

「条件不利地域におけるブロードバンド化促進のための調査研究会」を開催
～小規模離島地域（屋我地島他３島）～ 

　沖縄総合通信事務所では、ブロードバンド・ゼロ地

域の解消策を探ることを目的に、地理的特性等によ

り条件不利地域である小規模離島地域（名護市屋我

地島、宮古島市大神島、渡嘉敷村前島及び多良間村水

納島）を対象に「条件不利地域におけるブロードバン

ド化促進のための調査研究会」第１回会合を10月８

日に開催しました。

　当該地域における固有の実状を反映したブロード

バンド環境整備促進のため、効果的な整備モデルの

検討等、ブロードバンド・ゼロ地域の解消策について

調査研究を行い、平成21年２月までに報告書を取り

まとめる予定です。

「起業家経営塾 in 浦添」の開催
～情報通信ベンチャーの創業・経営を支援～ 

　沖縄総合通信事務所は、独立行政法人情報通信研究

機構（ＮＩＣＴ）と連携し、浦添市との共催により、沖縄

地域の情報通信ベンチャーの創業・経営支援を目的に、

「起業家経営塾 in 浦添」を10月から11月にかけ３回シ

リーズで開催しています。

　第１回目は、10月15日に開催され、先端起業科学研

究所所長の竹内裕明氏から「事業計画の立案」をテーマ

に、事業計画を立案する上での基礎知識についての講

義がありました。

沖　縄 全　国 
データの出所・ 
調査年月等 

人口

　　　　　　　　　　（全国比）

1,361,594

（1.1％）

211,550

（39.1％）

541,444

（1.0％）

－

－

住民基本台帳に基づく世帯数

（Ｈ20．３末現在）

総務省データ(H20.6末)

平成19年「通信利用動向調査」

(H20.4発表)

総務省データ

（H20.6末）

127,767,994

52,324,877

88,110,000

（69.0%）

29,341,909

（56.1%）

96,161

（17.8％）

12,289,972

（23.5%）

89,000

（16.4％）

13,082,699

（25.0%）

25,803

（4.8％）

3,956,096

（7.6%）

586

（0.1％）

13,142

（0.0%）

960,049

（70.5％）

103,648,472

（81.1%）

45,899

（3.4％）

4,614,797

（3.6%）

979,172

（0.9％）

108,531,111

総務省データ

（H20.3末）

64,130

（11.8％）

13,423,417

（25.7％）

総務省データ

（H20.3末）

100,523

（18.6％）

23,805,626

（45.5％）

総務省データ

（H20.3末）

33

41

（80.5％）

1,707

1,816

（94.0％）

72,870,000

平成17年国勢調査

（Ｈ17年10月確定値）

世帯数

　　　　　　　　　　（全国比）

インターネット利用者数

　　　　　　　　（人口普及率）

ブロードバンド契約数合計

　　　　　　　　（世帯普及率）

DSLサービス契約数

　　　　　　　　（世帯普及率）

FTTHサービス契約数

　　　　　　　　（世帯普及率）

CATVインターネット

サービス契約数　（世帯普及率）

FWAサービス契約数

　　　　　　　　（世帯普及率）

携帯電話契約数

　　　　　　　　（人口普及率）

PHS契約数

　　　　　　　　（人口普及率）

無線局数

　　　　　　　　　　（全国比）

市町村防災行政無線整備数

　　　　　　　　（全市町村数）

　　　　　　　　　　（整備率）

NHK衛星放送受信契約数

　　　　　　　　（世帯普及率）

CATV加入者数（自主放送を行う許可施設）

　　　　　　　　（世帯普及率）

モバイルインターネット

利用者数

地上デジタル放送に関する 

携帯電話契約数 

（
人
口
普
及
率
） 

DSLサービス契約数 

（
世
帯
普
及
率
） 

FTTHサービス契約数 

（
世
帯
普
及
率
） 

CATVインターネット契約数 

（
世
帯
普
及
率
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沖縄 70.5％ 
960,049 

全国 81.1％ 
103,648,472 

沖縄 16.4％ 
89,000 

全国 25.0％ 
13,082,699 

沖縄 4.8％ 
25,803 

全国 7.6％ 
3,956,096 

沖縄 17.8％ 
96,161 

全国 23.5％ 
12,289,972 


