
目次 

 

1. 九州広告美術業組合連合会会長新年ご挨拶 ................................................... 2 

2. ２０２３九州サイン＆デザインディスプレイショウが開催されます .......... 3 

3. 長崎県屋外広告美術協同組合 ......................................................................... 4 

4. 熊本県広告美術協同組合 ............................................................................... 10 

5. 宮崎県広告美術協同組合 ............................................................................... 13 

6. 鹿児島県広告協会 .......................................................................................... 15 

7. 沖縄県広告美術協同組合 ............................................................................... 18 

8. 福岡県広告美術協同組合連合会・その他 ..................................................... 21 

第３１回屋外広告士試験について ................................................................... 23 

令和４年度 屋外広告物安全点検技能講習会 ................................................. 24 

第２８回 九州地区官民連絡会議 ................................................................... 25 

 

  



２０２３年 九広連 新年挨拶 

 

九州広告美術組合連合会 

波 田 英 次 

九広連の皆さん 新年明けましてお目出度うございます。 

本年もどうぞ宜しくお願いいたします  

 

コロナ禍でなかなか皆様にお会いする機会がありませんが、日頃から九広連の組合活動にご協力をい
ただきありがとうございます 

しかし なかなかリアルに皆様とお会いして行う事業は感染拡大の懸念から中止せざる得なくなりま
した 

１月の新年会 ５月の総会 そして 九広連熊本大会は残念ながら中止となりましたが看板コンクー
ルは今回は現地での審査と一部ＳＮＳを使用したハイブリッドでの審査を行い作品展示は叶いません
でしたが今回も九広連のホームページから作品・出品者・受賞者等を閲覧できるようにしています 

 

そのような中 九州サイン＆ディスプレショウ・屋外広告士直前講習会・屋外広告士の試験 官民連絡
会議 点検技能講習会とコロナ対策を行い無事に開催できた事業も多くありました 

特に 九州サイン＆ディスプレイショウはコロナ禍以前より多くの出展をいただきました 

また 官民連絡会議は３年ぶりの開催となり 各県の行政担当者がほぼ変わっていましたので心配を
していたのですが皆様のご協力をいただき無事に開催することができました 

 

さて 令和５年ですが 残念ながら佐賀で開催予定の新年会は中止となりましたが５月の総会 ６月
の九州サイン＆ディスプレショウ・九広連大会と看板コンクール 官民連絡会議が今年は福岡での開
催となります 多くの皆様のご参加を宜しくお願いいたします 

 

点検技能講習会修了者は全国で７０００名を超え九州でも７００名を超えました 

５年を経過した更新講習会も始まっています 

屋外広告士の試験は１０月２２日に開催が決まりました  日広連の全国大会は ６月１日に金沢での
開催です 今年は必ず開催すると地元北陸地区連は頑張っています 

 

毎年のお願いですが 私が日広連で担当しています  

組織振興委員会で組合員のアンケート調査が２月にあります 

毎年組合員の状況を把握するために実態調査を行うものです  

組合の実態を把握する資料として公に出て行く資料となりますので出来るだけ多くの方に答えていた
だき業界の正確な数字を集計しないと意味がありませんので実態調査書のアンケートの提出の方を宜
しくお願い致します 

 

今年も組合発展に尽くして参りますので皆様のご協力をお願いいたします 



　令和５年６月２，３日、福岡国際センターにて２０２３九州サイン＆デザインディスプレイショウが開催されます。

　今回も九州印刷情報産業展との併催にて開催されます。

　出展案内をHPにUPしていますのでお申し込みの際にご利用ください。また、セミナーも募集していますので

　ご希望などございましたら九広連事務局までお問い合わせください。

　多くのご出展、ご来場を心よりお願い申し上げます。

2022年の会場風景

２０２３九州サイン＆デザインディスプレイショウが開催されます



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 長崎県屋外広告美術協同組合 
 



Happy New Year 2023

■ 島原支部 

クリタ巧芸社

島原看板

しろはと工社

(株)ナカムラ広芸社

■ 賛助会員 

(株)キヌガワ福岡

(株)霜田塗料産業

(株)ジュリアン企画

(株)ニシケン

(有)山川塗装

■ 長崎支部 

(有)アート長崎

アド・ホリエ

てんねん企画(株)

西英工芸

(有)美愛工芸

(有)フジヰ広告社

(株)松 匠

■ 佐世保支部

(有)井上プラスチック

(株)カワハラネオン広告

(有)工芸プロ

(有)古賀広告美術社

(株)寿社

(有)ダイワ工芸

(有)ビコー

(有)町田美装工芸社

(有)万年堂

Room

■ 諫早支部

(有)天寿工芸社

(有)ナカムラ広芸社

(株)マツウラ工房

(株)ヤマモト

ヨシトメ工芸(株)

(株)ワタセ

　新年明けましておめでとうございます。

　今尚、新型コロナウイルス感染者数が一向に減少しない中４年目を迎えよう

としております。そんな中ではございますが昨年は3年ぶりに九州地区で官民連

絡会議を長崎にて開催いたしました。また、長崎新幹線が開業し利用者が増え、

長崎市内はホテル・飲食業が活性化しております。

　今年も県の新年会を開催予定しております。新年度を迎えるにあたり役員の

新しい体制づくりを考えており、会員増強のために賛助会員として関連する企業

を増やしていきたいと考えております。

　今年はこのコロナで逆境する中、企業人としてプラス発想でどう立ち向かって

いくかが問われます。今後ピンチをチャンスに変え、ノアの箱舟に乗れる人間に

なる必要があります。九広連が一丸となって日広連に対して良い手本を示してい

きたいと思っています。

　結びに、今年も幸福な一年であります様に心よりご祈念申し上げ新年の挨拶

に代えさせていただきます。

長崎県屋外広告美術協同組合　理事長　川原 四志和



Happy New Year 2023

2022年1月26日（水）
厚生労働省委託

令和3年度 目指せマイスタープロジェクト ～夢・憧れ・志～

「ものづくり体験授業」 時津町立時津東小学校

　佐世保支部 古賀マイスターの講話からスタート。屋外広告物、デザイン、ものづくりに関

して、実際の施工事例等を織り交ぜながらお話して頂きました。寒い体育館の中ではありま

したが、生徒の皆さん、真剣に耳を傾けていました。その後、立看板製作体験として、木枠の

組立てから、生地の張り込み、筆での書き文字体験を行いました。（製作本数：6本）みなさん

初めての体験でしたが、「卒業式」、「入学式」で実際に立てられるという思いから、テンショ

ンも高く、細かい所まで一生懸命仲良く筆を動かしていました。



Happy New Year 2023

2022年9月25日（日）
厚生労働省委託事業

若年技能者人材育成支援等事業

「ものづくり体験イベント」長崎高等技術専門校

　毎年恒例のイベントで、浜の町アーケードにて開催しており、リピーター参加の方もいらっしゃ

るのですが、去年に引き続き今年もコロナ禍により会場、内容の変更を行い開催されました。

　「オリジナルクリアファイルを作ろう」という体験コーナーをハロウィンも近いという事で

モチーフにして開催しました。予約制で限られた人数でしたが、小さなお子様からおじいちゃ

んまで参加して頂きました。なかなか好評で「また来ます！」というお子様もいらっしゃって、

とても嬉しかった事を思い出します。



Happy New Year 2023

2022年10月28日（金）～29日（土）
長広美青年部主催

業界並びに青年部員全体の更なる技術力のレベルアップのために！

「カーラッピング講習会」 株式会社ホーセイ 大塔工場

　日広青連の先輩でもあり、日本を代表するラッパーであります、株式会社 デザインラボ 

代表取締役 苅谷  伊 氏をお招きして「技術力アップのためのカーラッピング講習会」を2日

間に及び開催いたしました。シートの特性や種類に関しての座学から始まり、様々な道具の使

い方、三次元曲面へのシート貼り、実演、練習と、とても濃厚で勉強になる2日間となりました。

　アンケートの結果、「是非また開催して頂きたい」という意見を多数を頂いたので、時期を

改めて「第2回 カーラッピング講習会」を開催したいと思っております。



Happy New Year 2023

2022年12月7日（水）
【主催】長崎県屋外広告美術協同組合 【共催】長崎県 【後援】国土交通省 【協力】長崎県ディスプレイ協同組合

「第8回 ながさきサインフォーラム in 長崎県庁」

　昨年はコロナ禍により開催出来ませんでしたが、今年は無事に8回目を迎える事が出来ま

したこのイベント。回を重ねるごとに行政側の参加者が増えており、五島、対馬の離島からも

駆けつけて頂きました。景観課から河川公園課に異動になった方もエントリー頂きました。

　県、市の担当者より、屋外広告物行政についてご報告を頂き、その後、4チームに分かれて、

長崎駅周辺をサインウォッチング。その後のワークショップにて各コースの現状を発表して頂

きました。実際に見て触れてという調査を行い、担当行政も大変勉強になるとお話しされてお

りました。また、特に危険な物に関しては、翌日直接出向いて指導を行ったという事です。



 

 

 

 

 

 

 

4. 熊本県広告美術協同組合 
 



理事長新年あいさつ 

 

 

 

２０２３新年明けましておめでとうございます。 

数年来から新型コロナ感染と共存しながら昨年は感染対策を施しながら組合事業に取り組
んでまいりました。 

 

令和４年１１月には当組合が加入しております熊本県技能士会連合会主催の 2022くまも
と技能フェスタ３０団体が加入に参画し広告美術のモノづくりの楽しさを多数のお子さん
が体験され将来の技能士育成に向け取り組みました。「モノづくり会場の模様添付」 

又、九広連熊本大会は開催間近に新型コロナの感染拡大によりや苦渋の決断を迫られてや
むを得ず中止しましたが、もう一つの全九州広告美術コンクールのみ開催いたしました。
各県より多数応募頂き無事コンクールが開催でき盛会裏に終わりました。受賞された各組
合員の皆様方には心よりお慶び申し上げます。その受賞作品を九広連ホームページで展示
致しました。 

 

末筆ながら各県の理事長様のひと方なるご努力と組合員様の協力により多忙の作品を応募
いただき誠に有難く衷心より御礼申し上げます。 

 

本年は屋外広告物条例を見据えながら様々の事業に取り組み業界はもとより組合活動を行
い、組合員一同、更なる希望と飛躍に満ちた新年をスタートしたいと思います。 

 

 

 

 

令和 5年１月元旦 

 

 

熊本県広告美術協同組合 

      理事長 川口 耕司 

  



  
 

  
 

  
 

オリジナル壁掛け 

熊本県広告美術組合ブース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 宮崎県広告美術協同組合  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 鹿児島県広告協会 
  



6月11日（土） 鹿児島県市町村自治会館

7月13日（水） かごしま国際交流センター

新年あけましておめでとうございます。
暗いニュースが多かった昨年までとは違い、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。令和５年が九広連の皆様にとって素晴らしい年になることを祈念いたします。

一般社団法人鹿児島県広告協会
会長 前田 恭央 協会員一同

【活動報告（令和4年1月～12月）】

「令和４年度 第４９回 一般社団法人鹿児島県広告協会 通常総会」開催
5月17日（火）に、通常総会をホテルレクストン鹿児島にて開催。今年度はコロナ対策を

前年度以上に対策を取り、懇親会も3年ぶりに開催できました。

「屋外広告物点検技能講習 新規講習・更新講習」開催

「第6回かごしま景観広告フォーラム」開催

「屋外広告の日 違反広告物一斉除去作業」実施
9月2日（金）と12月16日（金）の2回、鹿児島市と共に実施しました。



「屋外広告士試験事前講習会」開催

「技能検定 事前講習会」実施
10月28日（金）に、勤労者交流センター会議室にて実施しました。

「令和4年度 鹿児島県技能まつり」ブース運営
鹿児島県と鹿児島県職業能力開発協会が共催の「鹿児島県技能まつり」が11月13日（日）に

かごしま県民交流センターにて開催されました。「広告美術ブース」の運営を当協会の青年部
が中心となって行い、子供に対して「ものづくり体験教室」を体験してもらいました。

「インボイス制度 講習会」開催
令和5年10月に施行される「消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）」を見据え、
税務署より講師をお呼びしての協会員向け講習会を12月2日（金）にかごしま県民交流センター
にて開催しました。約20名が参加し、制度を理解してもらうと同時に準備や対応を行うため
の良い機会となりました。

「鹿児島県との意見交換会」開催
12月16日（金）に、鹿児島県庁内会議室にて3年ぶりに鹿児島県との意見交換会を開催し、

質問や要望事項をしっかり確認し合い、協業事業実施の可否についても話し合うことができ、
有意義な意見交換会となりました。

令和４年度「黄綬褒章受章」2名受章
美坂正幸氏（当協会元副会長、（株）美光社 取締役会長）と塩津洋一氏（当協会理事、（有）
トータルサインシオツ 代表取締役）の2名が受章されました。

令和４年度「鹿児島市技能功労者等表彰」
「鹿児島市技能功労者表彰」の技能功労者として当協会会員の大徳隆志氏（（株）ステップサ
イン）が、青年優秀技能者として神薗一基氏（（株）インタック）が表彰されました。

令和４年度「鹿児島県優秀技能者等表彰（知事表彰）」
県産業の発展に寄与した優秀技能者を表彰する「優秀技能者等表彰（知事表彰）」の技能検定
功労団体の部において当協会が表彰され、11月29日（火）にかごしま県民交流センターで表彰式
が行われました。

9月11日（日） かごしま県民交流センター



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 沖縄県広告美術協同組合 
 



第 32回沖縄県広告美術コンクール 
【テーマ】 「人とまちをつなぐかんばん屋さん」 

沖縄県広告美術協同組合 

 

 

 

 

目  的 ：   今回のコンクールでは看板の役割や、全国でも問題となっている看板の落下や倒壊事故

を未然に防ぐための定期的な看板の点検の周知、広告物の許可申請、得意とする仕事な

ど、沖広美会員が自社看板の制作で表現し「かんばん屋さんの仕事」をより多くの方へ

知ってもらうことを目的とする。 

開催日時 ：   令和４年９月１１日(日) １０：００～２０：００ 

展示会場 ：   イオンモール沖縄ライカム１F イベントスペース 

出 展 数 ：   ４５作品 

作品審査 ：   展示をご覧のお客様による投票にて行い、上位得票の３作品を 

入賞とする。(最優秀賞・優秀賞・理事長賞) 

総投票数 ：   ４７３票 

今回のコンクールの特徴  

・来場のお客様に良いと思う作品番号にシールを貼ってもらう形 

の作品審査(１人１枚)。 

・作品の制作は、沖広美事務局に保管されていた昨年の第６３回 

 全九州広告美術コンクール（沖縄開催）作品のうちテーマ提供 

 先への寄贈ができなかった４５点の再利用、または各社にある 

端材を使用することで SDGsを意識した取り組みを行った。 

・作品審査に投票された方へは各社で持ち寄ったカラーシートや 

  アルミ複合版など看板の端材や手作りのマジックアートのペー 

パークラフトを景品として進呈した。 

・沖広美では初となるショッピングモールでの作品展示。 

 ・景品の使用法などお客様から質問や感想を聞く機会となった。 

  

最優秀賞作品  工匠 金城 清さん 



第 32回沖縄県広告美術コンクール              
沖縄県広告美術協同組合 

 

   
 

   
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 福岡県広告美術協同組合連合会 

 ・その他 
 



福岡県広告美術協同組合連合会筆供養祭祀
と　き：令和4年9月4日(日）
ところ：櫛田神社（福岡市博多区）

福岡県にて技能検定が実施されまし
た。今回は1級5名の受験となりまし
た。
本制度は技能を一定の基準により検
定し、国として証明する国家検定制度
です。
「屋外広告士」と併せて技能士資格も
取得していただきますようよろしくお願
いいたします。

と　き：令和4年1月14日(金）
ところ：福岡人材開発センター

福岡県広告面粘着シート仕上げ作業技能検定（実技）

福岡県広告美術協同組合連合会活動報告

福岡県筆供養祭祀

　第４９回目となる屋外広告の日（９月１０日）のキャンペーンが全国的に実施されまし
た。福岡県の取り組みや、その他の活動を一部ご紹介いたします。



なお次年度の福岡会場での試験は令和4年10月16日(日）、福岡ファッションビルにて予定されています。

福岡会場

また、次回の屋外広告士試験は令和5年10月22日（日）に予定されています。
事前講習会は福岡商工会議所（福岡市博多区博多駅前）を予定しています。

講師に㈱ハダ工芸社、伴様（デザイン）、輿儀様（設計・施工）をお迎えし事前講習会を実施しました。試験対策をしっ
かり行うことが合否の鍵を握っており、結果となって現れています。また、「屋外広告の知識」（㈱ぎょうせい発行）の内
容が試験問題として出題されますので最新刊の購入をお勧めします。

　３．受験者：福岡会場　１０７名、鹿児島会場　３５名、沖縄会場　２５名

ました。残念であった皆様には本年実施の試験にて合格されますようお祈りいたします。

　２．試験場所：福岡会場　福岡ファッションビル（福岡市博多区博多駅前２－１０－１９）

　１．試験日時：令和４年１０月１６日（日）

　　　　　　　　　　鹿児島会場　サンプラザ天文館（鹿児島市東千石町２－３０）

　３．受講者：３５名（うち９名合格）

　２．講習会会場：福岡会場　福岡商工会議所（福岡市博多区博多駅前２－９－８）

屋外広告士試験事前講習会の実施

　１．実施日時：令和４年９月２４日（土）

　　　　　　　　　　沖縄会場　浦添市産業振興センター（浦添市勢理客4丁目13-1）

第３１回屋外広告士試験について

　屋外広告業の登録制施行以来、屋外広告士の役割が大変重要な地位を占めることとなり、本年度も
全国で１，１３２名の方が申し込まれ、１，０５３名の方が受験されました。
　令和３年１２月１７日に合格発表が行われました。合格された皆様には屋外広告士の称号が与えられ



熊本会場
　会　期：令和４年４月１６日（土） 
  会　場：県民交流館パレア（熊本市中央区手取本町8-9））

鹿児島会場
　会　期：令和４年６月１１日（土） （午前更新講習、午後新規講習）
  会　場：鹿児島県市町村自治会館（鹿児島市鴨池新町7-4）

福岡会場
　会　期：令和４年８月６日（土） （午前更新講習、午後新規講習）
  会　場：福岡商工会議所（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

大分会場
　会　期：令和４年９月１６日（金） （午前更新講習、午後新規講習）
  会　場：コンパルホール大分（大分市府内町1-5-8）

沖縄会場
　会　期：令和４年１１月４日（金） （午前更新講習、午後新規講習）
  会　場：沖縄県職業能力開発協会（那覇市西3-14-1）

福岡会場

２０１５年２月に札幌において発生した屋外広告物の落下事故を受け、屋外広告物の製作・設置を行う当業
界では、点検に関する技術基準の普及を図るため、業界団体では「屋外広告物点検技能講習」を開催して
います。
　当講習は、屋外広告業の事業者団体である、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が、公益目的事
業として、平成28年４月28日付で国土交通省より一部改正が発表された「屋外広告物条令ガイドライン（案）」
第19条の２並びに、同運用上の参考事項第８の３に規定された内容を満たす講習として開催されています。

令和４年度　屋外広告物安全点検技能講習会



　第２８回目の九州地区官民連絡会議が令和４年１０月２０日（木）、長崎県長崎市
「長崎県庁」にて開催されました。
　九広連においては、関東、東海に続く全国で３番目と早くから開催されており、後発の開催地区連からの
モデルケースとなっています。

長崎県土木部都市政策課　課長　田坂朋裕様 国土交通省　都市局公園緑地・景観課　下平弘和様

■と    き 令和４年10月20日（木）
■と こ ろ 長崎県庁　1階大会議室　ABC

長崎県長崎市尾上町3-1
■講　 演 「国土交通省からの情報提供・情報共有」

国土交通省　都市局公園緑地・景観課　下平弘和様
■議   題 ○屋外広告業登録制施行後の現状について

○令和4年度の行政施策及び業界への要望について
○屋外広告物行政に対する業界からの要望について
○グループディスカッション
　テーマ①条例上での点検方法の充実について
　テーマ②屋外広告物のオーナーに向けた屋外広告物制度・点検の重要性の周知について

第２８回　九州地区官民連絡会議

　今回は業界側１６名と各県、政令市、中核市より行政側担当者２９名の参加にて業界、行政が提起する問題
などについて議論が交わされました。

　波田会長の主催者挨拶に続き、長崎県土木部都市政策課　田坂朋裕課長からご挨拶を戴きました。今回
は、国土交通省都市局公園緑地・景観課、下平弘和様より国土交通省からの情報提供・情報共有と題した報
告を行って戴きました。その後、例年の議事に入り、本年は出席者を５班に分け、グループディスカッションを
行いました。例年開催していた、地区別意見交換会は今回は見送ることとなりました。
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