
  関 係 各 位 

 

地域 WiMAX 推進協議会事務局  

 

「地域 WiMAX 推進協議会」参加のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平成 20 年 10 月 16 日（木）に設立総会が開催され、「地域 WiMAX 推進協議会」が発足いたしま

した。 

 

 本協議会におきましては、地域 WiMAX の円滑な普及のために必要となる技術的事項の検討や、

関係機関間の連携、普及啓発活動等を通じ、地域 WiMAX の健全な発達に貢献することを目指して

います。地域 WiMAX にご関心のある多くの方々にご参加頂いて、地域 WiMAX の総合的な普及推進

を図っていきたいと考えております。 

 

 つきましては、「地域 WiMAX 推進協議会設立趣意書」及び「地域 WiMAX 推進協議会規約」をご参

照の上、地域 WiMAX 推進協議会入会申込書」により、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。              

敬具 

  

【添付資料】 

・資料 1 地域 WiMAX 推進協議会設立趣旨 

・資料 2 地域 WiMAX 推進協議会規約 

・資料 3 地域 WiMAX 推進協議会体制 

・資料 4 地域 WiMAX 推進協議会会員名簿（設立総会時点） 

・資料 5 地域 WiMAX 推進協議会入会申込書 

 

 

連絡先：地域 WiMAX 推進協議会事務局 

（社団法人電波産業会内） 

前田、宮部 

Tel: 03-5510-8595 

Fax: 03-3592-1103 

E-mail: chiiki-wimax@arib.or.jp

mailto:chiiki-wimax@arib.or.jp


地域 WiMAX 推進協議会 設立趣旨 

 

ブロードバンドは社会経済活動を支える重要な社会インフラで

地域においても、定住促進、企業誘致等の地域の活性化、防災、

支援等の福祉、医療体制の確保等の地域の安全・安心を実現する

に必要不可欠なものとなっています。特に無線によるブロードバ

システムは、地域の特性やニーズに応じてネットワークを柔軟か

率的に構築できることから、地域において、今後、ますます利活

進むことが期待されており、新しい技術の開発も進展しています

 

 地域 WiMAX は、このような無線によるブロードバンドを実現す

地域密着型のシステムとして、本年制度化され、一部地域におい

もなくサービスが始まろうとしています。こうした中で、地域に

るデジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービスの向上等、

の公共の福祉の増進に資する地域 WiMAX の普及促進を図るととも

術的諸課題について検討を行い、地域 WiMAX の健全な発展を推進

ため、この度、「地域 WiMAX 推進協議会」を設立することといたし

た。 

  

 本協議会の活動が、地域 WiMAX による地域における課題解決、

のポテンシャルの発揮に貢献していきたいと考えております。 

 皆様には、本推進協議会の活動の意義をご理解いただき、ご支

ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

平成 20 年 10 月 1

会長 土居
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資料２

地域 WiMAX 推進協議会規約 

 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条  本会は、地域 WiMAX 推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条  地域 WiMAX に関係する事業者、メーカー、地方公共団体等が広く参集し、デジタル・デ

ィバイドの解消、地域の公共サービスの向上等、地域の公共の福祉の増進を図るため、地域

WiMAX の普及促進を図るとともに、技術的諸課題について検討を行い、地域 WiMAX の健全な発

展を推進することを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条  協議会は、前条の目的を達するため、地域 WiMAX に関する次の活動を行う。 

（１） デジタル・ディバイドの解消等普及の促進 

（２） 地域 WiMAX の円滑な事業化のための技術的事項の検討 

（３） 情報の収集、交換及び提供 

（４） 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動 

 

第２章 会員 

（会 員） 

第４条  協議会の会員は、第２条の目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、団体及び学識経験

者等の個人とする。 

 

（入 会） 

第５条  協議会への参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、幹事会の承認を受けなけれ

ばならない。 

 

（退会及び除名） 

第６条  協議会からの退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。 

２ 会員が本会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさわしくない行為があった場

合は、幹事会の議決により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会

を与えなければならない。 

 

第３章 役員等 

（役 員） 

第７条 

（１） 協議会に、役員として会長１名、副会長１名を置く。 

（２） 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 



（３） 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。 

（４） 役員は、総会において会員の中から選任する。 

（５） 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。 

（６） 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行

わなければならない。 

 

（顧 問） 

第８条 

（１） 協議会は、顧問を置くことができる。 

（２） 顧問は、会長が委嘱する。 

 

第４章 総会、幹事会等 

（総 会） 

第９条 

（１） 総会は、会員をもって構成する。 

（２） 総会は、定期総会を年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。 

（３） 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。 

（４） 総会は、委任状による出席も含めて、総会員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

（５） 総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することが

できる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。 

（６） 総会の議長は、会長が務める。 

（７） 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

（８） 総会は、協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 

① 本規約の改正 

② その他協議会の運営に関して重要な事項 

 

（幹事会） 

第１０条 

（１） 協議会に、幹事会を置く。 

（２） 幹事会は、幹事をもって構成する。 

（３） 幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。 

（４） 幹事会の幹事長は、会長が幹事の中から指名する。 

（５） 幹事会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。 

（６） 幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。 

（７） 幹事会は、協議会への入会申し込みを承認するほか、協議会の運営に関して重要な事項に

ついて総会に提案し、また会長が必要と認めた事項について決定する。 

（８） 第７条（５）及び同条（６）の規定は、幹事に準用する。 

 



（部 会） 

第１１条  協議会の運営上必要があるときは、幹事会の議決により、部会の設置及び部会長の選

任を行うことができる。 

 

（事務局） 

第１２条 

（１） 協議会の会務を処理するために事務局を置く。 

（２） 協議会の事務局は、社団法人電波産業会に置く。 

 

（経 費） 

第１３条 

（１） 会員は、原則、年会費の納入を要しない。 

（２） 協議会の第３条に定める活動に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措

置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費

を賛同が得られた会員から徴収することができる。 

（３） （２）の徴収は、幹事会の議決によるものとする。 

 

第５章 雑則 

第１４条  この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとす

る。 

 

附  則 

（１） この規約は、平成２０年１０月１６日から施行する。 

（２） 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本会の会員になったものとする。 

（３） （２）は、設立総会の日以前から入会希望を書面をもって表明していた者に準用する。 

（４） 設立総会においては、第１０条及び第１１条に基づき幹事会で議決する事項も議決するこ

とができる。 

 



地域WiMAX推進協議会の設立について

【目的】
地域WiMAXに関係する事業者、メーカー、地方公共団体等が広く参集し、デジタル・ディバイドの解消、
地域の公共サービスの向上等、地域の公共の福祉の増進を図るため、地域WiMAXの普及促進を図ると
ともに、技術的諸課題について検討を行い、地域WiMAXの健全な発展を推進することを目的とする。

【活動内容・
推進体制】

総 会
会長：土居範久（中央大学理工学部教授）
副会長：三友仁志（早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授）
会員：地域WiMAX事業者（免許人、予備免許を受けた者）、

免許申請予定者、ベンダー、通信事業者、学識経験者、
地方公共団体、関係団体

幹事会

顧問

安田靖彦
早稲田大学名誉教授

技術部会 普及促進部会

（検討事項例）
・ネットワーク接続技術

・端末接続技術
・干渉回避技術 等

（検討事項例）
・地域WiMAXを活用したデジタル・ディバイド
解消方策
・普及啓発 等

幹事長：三友仁志（早稲田大学大学院
国際情報通信研究科教授）

他１２名

部会長：山辺幸保
（（株）ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾜｲ

取締役技術部長）

部会長：伊藤直人
（（株）ﾊｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾒﾃﾞｨｱ事業局長）

オブザーバ：総務省

資料3



資料４ 
 
 

地域 WiMAX 推進協議会会員名簿 
 

（五十音順 敬称略 145団体・個人） 

 

株式会社アイティービー 株式会社キャッチネットワーク 

株式会社秋田ケーブルテレビ 株式会社協和エクシオ 

アジレント・テクノロジー株式会社 群馬県桐生市 

株式会社アッカ・ネットワークス 銀河ネットワーク株式会社 

アルバリオン株式会社 群馬県六合村 

アンリツ株式会社 熊本県 

伊藤忠ケーブルシステム株式会社 群馬県 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ＫＤＤＩ株式会社 

愛媛県今治市 ケーブルテレビ株式会社 

今治シーエーティーブィ株式会社 株式会社ケーブルテレビ可児 

伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 ケーブルテレビ無線利活用促進協議会 

富山県射水市 株式会社ケーブルネット鈴鹿 

入間ケーブルテレビ株式会社 株式会社ケーブルワン 

岩田 健二 株式会社ケンウッド 

岩手県 有限責任中間法人広帯域無線共通基盤促進協会 

インターニックス株式会社 石川県小松市 

株式会社ウィルコム 株式会社コミューチュア 

株式会社上田ケーブルビジョン 株式会社コミュニティネットワークセンター 

株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ 佐賀シティビジョン株式会社 

香川県宇多津町 茨城県桜川市 

株式会社ＡＩＣ サムスン・テレコム・ジャパン株式会社 

株式会社エヌ・シィ・ティ 山陰ケーブルビジョン株式会社 

株式会社ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ 株式会社三技協 

株式会社愛媛ＣＡＴＶ 三省電機株式会社 

株式会社えむぼま 三洋電機株式会社 

エルシーブイ株式会社 株式会社ＣＡＣ 

尾道ケーブルテレビ株式会社 ＣＴＢメディア株式会社 

広島県尾道市 株式会社シー・ティー・ワイ 

株式会社帯広シティーケーブル シスコシステムズ合同会社 

香川テレビ放送網株式会社 鹿児島県志布志市 

鹿児島県 島田理化工業株式会社 

笠岡放送株式会社 上越ケーブルビジョン株式会社 

鹿児島県加治木町 住友商事株式会社 

金沢ケーブルテレビネット株式会社 住友電工ネットワークス株式会社 

鹿児島県鹿屋市 セコム株式会社 

株式会社唐津ケーブルテレビジョン 財団法人全国地域情報化推進協会 

河口湖有線テレビ放送有限会社 秋田県大仙市 

川越ケーブルビジョン株式会社 香川県多度津町 

株式会社関電工 多摩ケーブルネットワーク株式会社 

北上ケーブルテレビ株式会社 玉島テレビ放送株式会社 

  

 



 
丹南ケーブルテレビ株式会社 笛吹きらめきテレビ株式会社 

知多メディアスネットワーク株式会社 福井ケーブルテレビ株式会社 

鹿児島県知名町 株式会社フジクラ 

株式会社中海テレビ放送 富士通株式会社 

財団法人テレコムエンジニアリングセンター 株式会社富士通ゼネラル 

株式会社テレビ小松 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 

株式会社テレビ鳴門 船井電機株式会社 

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 古河電気工業株式会社 

電気興業株式会社 株式会社ブロードネットマックス 

ＮＰＯ法人電子自治体アドバイザークラブ 本庄ケーブルテレビ株式会社 

社団法人電波産業会 松坂ケーブルテレビ・ステーション株式会社 

土居 範久（中央大学理工学部教授） 三菱電機株式会社 

東京ケーブルネットワーク株式会社 
三友 仁志（早稲田大学大学院国際情報通信研究科教

授） 

東北インテリジェント通信株式会社 群馬県みなかみ町 

徳島中央テレビ株式会社 鹿児島県南さつま市 

豊島ケーブルネットワーク株式会社 株式会社南東京ケーブルテレビ 

となみ衛星通信テレビ株式会社 矢掛放送株式会社 

株式会社ドリームウェーブ静岡 安田 靖彦（東京大学名誉教授、早稲田大学名誉教授） 

富山県南砺市  山口ケーブルビジョン株式会社 

愛媛県新居浜市 
山崎 潤（モトローラ株式会社、ＷｉＭＡＸフォーラム日本オ

フィス地域ＷＧ主任） 

日本アンテナ株式会社 ＵＱコミュニケーションズ株式会社 

社団法人日本ケーブルテレビ連盟 株式会社ユビテック 

日本テレビ放送網株式会社 株式会社ラッキータウンテレビ 

日本電気株式会社 ルート株式会社 

日本電業工作株式会社 株式会社嶺南ケーブルネットワーク 

株式会社日本ネットワークサービス  

社団法人日本農村情報システム協会  

日本放送協会  

日本無線株式会社  

株式会社ニューメディア  

株式会社ハートネットワーク  

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 

浜松ケーブルテレビ株式会社  

ビーム計画設計株式会社  

東松山ケーブルテレビ株式会社  

株式会社日立国際電気  

株式会社ひのき  

ひまわりネットワーク株式会社  

兵庫県  

華為技術日本株式会社  

 

 

 


