
　髙井正和　免許・資格　履歴      ( * 印は新規取得資格 ) 　　　　　　　　　　　１／３

免許　・　資格  関 連 項 目  免許資格番号 取得年月日 交　付　機　関 有効期限 備 考 そ の 他

*    1 電話級アマチュア無線技士 EQN 　第968号 S41.8.1 郵政省　郵政大臣 終身

*    2 普通自動車運転免許 第62680491380号 S43.5.29 大阪府　公安委員会 後失効 更新日忘却　S52.8 失効

*    3 アマチュア無線局　JA3XSH 開局 近A第63497号 S44.10.2 郵政省　郵政大臣 S46.10.1 10W固定及び移動局

4 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第63497号 S50.5.19 郵政省　近畿電波監理局長 S55.5.18 10W固定及び移動局

*    5 普通自動車運転免許 二回目取得 第628002242120号 S55.3.3 兵庫県　公安委員会 直接受験

*    4 第2級船舶無線整備士 近B第148号 S56.10.28 社団法人　全国船舶無線工事協会 終身

7 アマチュア無線局　JA3XSH 再開局 近A第206796号 S60.9.10 郵政省　近畿電波監理局長 H2.9.10 10W固定及び移動局

*    8 第1級船舶無線整備士 近A第1006号 S60.10.25 社団法人　全国船舶無線工事協会 終身 旭機電分

*    9 電信級アマチュア無線技士 EAJL00987 S60.12.24 郵政省　近畿電波監理局長 終身

*  10 無線局認定点検員登録 海無検　第45-05号 S62.11.1 財団法人　海上無線協会 終身

*  11 一級小型船舶操縦士 第8100880196090号 S63.9.26 運輸省　運輸大臣 H5.9.25

*  12 自動二輪運転免許　 中型 第628002242120号 H1.9.29 兵庫県　公安委員会

*  13 大型自動車運転免許 第628002242120号 H1.10.12 兵庫県　公安委員会

*  14 高所作業車用機械運転 安全衛生教育 第900208号 H2.2.1 フジ建機リース(株) 終身

*  15 5トン未満移動式クレーン 特別教育 H2.7.21 愛知車両(株)  大阪支店 終身

16 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第206796号 H.2.9.10 郵政省　近畿電波監理局長 H7.9.9 10W固定及び移動局

*  17 第1級船舶無線整備士 近A第1058号 H3.1.21 社団法人　全国船舶無線工事協会 終身 下津電機工業所分

*  18 小型移動式クレーン運転 特例技能講習 第57号 H3.5.13 社団法人　大阪労働基準連合会 終身 会長

*  19 高所作業車運転 特例技能講習 第91号 H3.7.1 建設業労働災害防止協会　 終身 大阪府支部長

*  20 危険物取扱者免状 丙種 2079 H4.8.6 大阪府知事 H14.7.6

21 自動車運転免許 更新 第628002242120号 H4.7.13 大阪府　公安委員会 H7.8.6 大型・普通・自動二輪

*  22 第四級海上無線通信士 EAQD 13 H4.9.22 郵政省　郵政大臣 終身

*  23 特別教育講師証明書（高所作業車) 学科・実技 第92002号 H4.10.1 フジ建機リース(株) 終身 安全衛生協議会

*  24 第一級陸上特殊無線技士 EARJ00009 H5.4.26 郵政省　近畿電気通信監理局長 終身

25 一級小型船舶操縦士 更新 第8100880196090号 H5.7.28 運輸省　運輸大臣 H10.9.25

*  26 航空特殊無線技士 EART00118 H5.11.22 郵政省　近畿電気通信監理局長 終身

*  27 第一級アマチュア無線技士 EATH00011 H7.5.30 郵政省　郵政大臣 終身

28 自動車運転免許 更新 第628002242120号 H7.8.1 大阪府　公安委員会 H10.8.6 大型・普通・自動二輪

29 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第206796号 H7.9.10 郵政省　近畿電波監理局長 H12.9.9 10W固定及び移動局

*  30 玉掛 技能講習 第7-1479号 H7.10.31 新日本製鐵(株)　堺製鐵所 終身

*  31 フォークリフト運転 技能講習 第65494号 H10.2.22 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身

32 一級小型船舶操縦士 更新 第810088019609１号 H10.4.1 運輸省　運輸大臣 H15.9.25

33 自動車運転免許 更新 第628002242120号 H10.7.10 大阪府　公安委員会 H13.8.6 大型普通自動二輪

*  34 車両系建設機械運転　別表７－１－２ 技能講習 980402249 H10.12.6 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身 整地・運搬・積込・掘削用

*  35 車両系建設機械運転　別表７－３ 特別教育 H10.12.12 （株）タダノ　大阪支店 終身 アース・オーガー

*  36 車両系建設機械運転　別表７－６ 技能講習 990400142 H11.3.22 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身 解体用

*  37 研削砥石の取替え（自由） 特別教育 990400379 H11.9.11 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身



　　　　　　　　　　　２／３

免許　・　資格  関 連 項 目  免許資格番号 取得年月日 交　付　機　関 有効期限 備 考 そ の 他

*  38 第２種酸素欠乏危険作業 特別教育 990400055 H11.9.11 コマツ教習所（株）　大阪センタ

*  39 特定粉塵作業 特別教育 990400062 H11.11.3 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身

*  40 大型特殊自動車運転免許 第628002242120号 H12.1.20 大阪府　公安委員会 H14.8.6

*  41 巻き上げ（ウインチ）取扱い 特別教育 [000400013] H12.3.16 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身

*  42 床上操作式クレーン運転 技能講習 [000400046] H12.3.20 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身

*  43 クレーン運転業務 (5t未満) 特別教育 [000400067] H12.3.26 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身

*  44 締固め用機械　(無制限) 特別教育 [001000006] H12.5.13 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

45 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第206796号 H12.9.10 郵政省　近畿電波監理局長 H17.9.9 10W固定及び移動局

*  46 不整地運搬車運転 技能講習 [001000001] H12.7.23 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  47 シャベルローダ等運転 技能講習 [001000001] H12.7.30 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  48 職長安全衛生教育 安全衛生教育 [001000020] H12.12.11 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  49 伐木等作業者の業務 特別教育 [011000008] H13.4.8 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  50 刈払機作業者安全衛生教育 安全衛生教育 [011000029] H13.5.1 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  51 低圧電気　(交流600V以下) 特別教育 [011000015] H13.9.1 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  52 アーク溶接等の業務 特別教育 H14.7.12 H13.9.15 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  53 普通救命講習 住　第7471号 H14.4.27 大阪市消防局

*  54 無線局認定点検員登録 近二第0071号 H14.6.25 社団法人　全国船舶無線工事協会 終身

55 自動車運転免許 更新 第628002242120号 H14.7.12 大阪府　公安委員会 H17.9.7 大型・大特・普通・自二

56 危険物取扱者免状 丙種　更新 [02079] H4.8.6 大阪府知事 H24.7.6

*  57 ゴンドラ取扱い業務 特別教育 [020400001] H14.11.22 コマツ教習所（株）　大阪センタ 終身

*  58 建設用リフトの運転 特別教育 [021000001] H14.12.23 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

*  59 振動工具の取扱い 安全衛生教育 [021000032] H14.12.24 コマツ教習所（株）　京都センタ 終身

60 一級小型船舶操縦士 更新 第0408030058840号 H15.6.25 国土交通省　国土交通大臣 H20.9.25 一般・特殊・特定

*  61 アマチュア無線局　JA3XSH 設置場所開局 近A第552304号 H15.10.24 総務省　近畿総合通信局長 H20.10.23 100W固定局

62 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第206796号 H17.9.10 総務省　近畿総合通信局長 H22.9.9 10W固定及び移動局

63 自動車運転免許 更新 第628002242120号 H17.7.22 兵庫県　公安委員会 H20.9.7 大型・大特・普通・自二

*  64 モールス電信技能総合1級認定 第FA167号 H18.2.1 社団法人　日本アマチュア無線連盟 終身

*  65 モールス電信技能認定試験員証明 No.163 H18.3.1 社団法人　日本アマチュア無線連盟 終身

66 アマチュア無線局　JA3XSH 指定事項変更 近A第206796号 H18.8.4 総務省　近畿総合通信局長 H22.9.9 50W固定及び移動局

*  67 気象検定４級認定 H19.10.14 天気検定協会 終身 個人として認定

68 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第552304号 H19.11.8 総務省　近畿総合通信局長 H25.10.23 100W固定局

69 一級小型船舶操縦士 更新 第0408030058841号 H20.4.11 国土交通省　国土交通大臣 H25.9.25 一般・特殊・特定

70 自動車運転免許 更新(優良） 第628002242120号 H20.7.8 兵庫県　公安委員会 H25.9.7 大型・大特・普通・自二

*  71 身体障害者手帳（５級第２種） 視野障害 神戸市第１６５７９７号 H20.11.20 神戸市 終身

72 アマチュア無線局　JA3XSH  １００Ｗ局 指定事項変更 近A第552304号 H21.1.22 総務省　近畿総合通信局長 H25.10.23 100W固定局 

73 アマチュア無線局　JA3XSH　　５０Ｗ局 近A第206796号 H21.8.31 総務省　近畿総合通信局長 廃局 50W固定及び移動局

*  74 書道二段認定 H23.8.20 書道研究書学会 終身 理事長 清水研石
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免許　・　資格  関 連 項 目  免許資格番号 取得年月日 交　付　機　関 有効期限 備 考 そ の 他

*  75 書道準三段認定 H23.12.19 書道研究書学会 終身 理事長 清水研石

*  76 武田流花押認定登録 「髙 正」原形として 「００３２０」 H24.3.4 武田流花押伝承会 終身 理事長 清水研石

77 アマチュア無線局　JA3XSH 更新 近A第552304号 H24.11.27 総務省　近畿総合通信局長 H30.10.23 100W固定局

*  78 運転経歴証明書 運転免許返納の為 第628002242120号 H25.8.7 兵庫県　公安委員会 終身 大型・普通・大特・普自ニ

*  79 書道三段認定 H25.10.1 書道研究書学会 終身 理事長 清水研石

*  80 書道準四段認定 H26.1.13 書道研究書学会 終身 理事長 清水研石

*  81 書道四段認定 H27.4.10 書道研究書学会 終身 会長 清水研石


