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令和４年新春を迎えるに当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げますと共に、日頃は  

九広連の組合活動にご協力ご理解、またご支援をいただきありがとうございます。 

 

しかしながら一昨年以来コロナ禍の影響で、集団で行う事業におきましては、ほとんどが 

中止または延期せざるを得なくなり、皆様方とお目にかかる機会も減ってしまい残念でし
かたありません。 

 

そのような中、九広連沖縄大会は残念ながら中止になりましたが、看板コンクールは開催
をしました。初めての試みで ＳＮＳ、メール、Zoom会議を使用しテレワークによる審
査を行い、開催地での屋外展示はできなかったものの、九広連ホームページから出品作
品・出品者・受賞者等を閲覧できるようにし、今後の組合 PRの新たな可能性が出てきま
した。 

 

そのほかには、屋外広告士の直前講習会・屋外広告点検技能講習会はコロナ対策を行い無
事開催ができた一方で、総会を始め官民連絡会議・新年会・九州サイン＆デザインディス
プレイショーは残念ながら中止または延期となってしまいました。  

 

さて令和４年度ですが、コロナウイルスの予防接種も行われ感染も沈静化してきていま
す。大分での新年会は残念ながら延期となりましたが、感染拡大に注意し対策を講じなが
ら、少しずつ通常活動を初めて行きたいと思います。 

  

点検技能講習会も開催から５年が経過し、更新講習が始まります。 

２月１９日に点検技能講習会と更新講習集会を福岡商工会議所で開催いたします。 

 

 



５月には総会、６月には九州サイン&ディスプレイショーと日広連の全国大会が、北海道
で開催されます。九州地区・東海地区と２年連続で中止となりましたので、全国の方と久
しぶりにお会いできる機会となります。 

 

地元では九広連大会と九広連の看板コンクールが熊本での開催となります。平成２８年新
春懇親会の折、ＫＫＲホテル熊本の窓から見えていた熊本城は、４月の熊本地震で被害を
受けてしまいました。 

まだまだ再建途中ではありますが天守閣の復旧は終了しています。きれいになった熊本城
に会いたいものです。 

 

２年連続で延期となった官民連絡会議が長崎で、屋外広告士の講習会も開催予定です。 

今年はいろいろな場所で皆さんとお会いしたく思います。   

 

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を行います。 

毎年組合員の状況を把握するために行う実態調査です。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、出来るだけ正確な数字を集計しないと意味がありませ
ん。実態調査書のアンケートの提出を宜しくお願い致します。 

また落ち着きを取り戻してきていますが、昨年に引き続きコロナ禍の影響で２年連続の中
止になっています日広連大会の、今後の開催に関するアンケートも同封してありますので
こちらの提出もよろしくお願いいたします。 



　令和４年６月２４，２５日、福岡国際センターにて２０２２九州サイン＆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。

　２０２０年，２０２１年と2年続けての中止となりましたが、万全を期して今回は開催できるように進めてまいります。

　多くのご出展、ご来場を心よりお願い申し上げます。

2019年の会場風景

２０２２九州サイン＆デザインディスプレイショウが開催されます



長崎県屋外広告美術協同組合

【叙勲・褒章】

　令和3年春の叙勲・褒章において川原四志和理事長が日広連の推薦により旭日双光章を受

章されました。誠におめでとうございます。コロナ禍において暗いニュースばかりでしたが、理事

長受章の一報を聞いて一気に視界が明るくなり、うっすら涙した事を覚えています。受章パー

ティーも未だ開催出来ておりませんが、これからも変わらずイケイケの理事長、組合員一同ますま

すのご活躍を願っております。

【活動報告】

　長崎県職業能力開発協会主催による「長崎県の技の祭典! 技能まつり」が10月31日（日）に

長崎県立総合体育館にて開催され、我々組合も「長崎県屋外広告美術協同組合」として参加致し

ました。このイベントは毎年開催されており、会場は長崎市の中心部「浜の町アーケード」でし

た。しかし、このコロナ禍において昨年は中止、今回はなんとか開催出来る見通しの中、人と人と

の接触を最小限にするため、会場を体育館へ変更、参加者も事前申込の限定という形で開催い

たしました。

　通常はライブカッティング形式で我々の仕事を理解体験して頂けるように、アクリル板やステ

ンレス板、塩ビシート等を使用して、表札やイラストプレートを大人から子供まで手取り足取り、

和気藹 と々一緒になって製作しておりましたが、今回は個々にて製作出来るよう、またハロウィン

当日という事もあり「オリジナルハロウィンクリアファイルを作ろう」に変更しました。ソーシャル

ディスタンス、時間制限もある中での開催でしたが、参加された皆さんには大変楽しんで頂けま

した。

　新年あけましておめでとうございます。

輝かしい新年を皆様お揃いでお迎えのこととお慶び申し上げます。2022年が九広連の皆様に

とって笑顔あふれる幸せな年となりますよう祈念いたします。

「オリジナルハロウィンクリアファイル」



長崎県屋外広告美術協同組合

　このイベントは、看板製作、会場のレイアウトから設営、備品の調達まで組合員で行っており、

毎年一緒に汗を流す大切な時間でもあります。今回は体育館内に武道場があり、畳256枚を運

ぶ作業から始まり、今回は特にコロナ禍という事もあり、ソーシャルディスタンスを守るべくブー

ス、机やイスのレイアウト方法、消毒アルコールや除菌シートなどの用意、2フロアに股がるため

どのような経路で案内するかなど、色 と々工夫しなければならない場面が多々ありました。何度

も打合せを行い、図面を製作し、計算し。しかし、ご来場頂いた家族連れ、お子様達の楽しそう

な表情や声を聞かせて頂くと、やはりやりがいのあるイベントだなとつくづく思いました。次回は

何も気にする事無く、通常通り開催出来るよう祈るばかりです。そしてもっと身近に我々サイン業

界に触れて知って感じて頂きたいと思います。

　今後は、このようなイベントを通じて屋外広告物の「安心・安全」についても考えて頂けるよう

な内容を企画し、発信していきたいと思います。また、次世代を担う子供達には特に、我々サイン

業は「街を彩り、まちとつながる素敵な仕事」という事をもっと伝えていきたいと思います。

長崎県屋外広告美術協同組合コーナー現場っぽさを出すためにコーンとトラバーにて誘導

ソーシャルディスタンスが守られた受付最初の難関!　畳256枚との戦い

長崎県屋外広告美術協同組合  青年部  田中 剛生









新年 明けましておめでとうございます。 

 今年こそは、九広連会員の皆様と、お会いできると楽しみにしております。 

 本年も、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

一般社団法人鹿児島県広告協会の活動報告（令和 3年 1月～12月） 

 

「第 31回技能グランプリのペイント仕上げ」大工園望氏が金賞受賞 

 鹿児島県「さつまの名匠」に認定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和 3年度 第４8回 一般社団法人鹿児島県広告協会 通常総会」開催 

昨年度は新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑み、「書面評決」にて実施しましたが、
本年度は 5月 18日（火）にコロナ対策をしっかり行い通常総会を開催し、新年度スタート
となりました。 

リニューアルした協会ホームページの「説明会」と、賛助企業等による「企業説明会」も
併せて開催しました。 

 

 

 

「鹿児島市との意見交換会」開催 

毎年行っている鹿児島市との意見交換会を、今年度は 7月 29日（木）に、鹿児島市役所
内会議室にて開催しました。鹿児島市からは都市景観課の課長と課員の方々に出席いただ
き、条例についての要望事項の昨年からの進捗状況の確認や更なる検討事項について活発
に意見を交換し、安全面を軸とした鹿児島市と業界発展への方向性を確認し合いました。 



屋外広告の日 違反広告物一斉除去作業」実施 

年に 2回実施している屋外広告の日 違反広告物一斉除去作業ですが、今年度は 1回目を
予定していた 9 月 3 日（金）はコロナ感染拡大状況が思わしくなかったことから中止とな
りました。2回目の 12月 17日（金）は、予定通り実施し、鹿児島中央駅周辺の違反広告物
除去作業を会員企業の従業員に協力いただきながら行い、鹿児島市への報告まで無事終了
しました。 

 

「屋外広告士試験事前講習会」開催 

屋外広告士試験合格へ向けての事前講習会を、9月 12日（日）に、かごしま県民交流セ
ンターにてコロナ対策をしっかりと講じた上で開催しました。「関係法規」も要点を押さえ
て学んでもらい、苦手意識の高い「設計・施工」と、「デザインと実技試験」は時間を多め
に割いて実施しました。 

 

「技能検定 事前講習会」実施 

10月 8日（金）と、12月 3日（金）に、技能検定実技試験に向けての事前講習会を勤労
者交流センター会議室にて実施しました。実際の試験同様の課題を練習し、試験合格へ向け
て取り組みました。 

 

 

「令和２年度 鹿児島県技能まつり」ブース運営 

鹿児島県、鹿児島県職業能力開発協会が行っている「鹿児島県技能まつり」が、11月 14

日（日）に、かごしま県民交流センターにて開催され、「広告美術ブース」の運営を、当協
会の青年部中心で行いました。 

子供に対して「ものづくり体験教室」を体験してもらい、「技能」のすばらしさや「もの
づくり」の楽しさを体験してもらうとともに、広告協会及び業界の PRを行いました。 

昨年同様、イベントも新型コロナウィルス感染拡大防止の為、少人数に時間を区切ってのブ
ース運営となり、「看板相談コーナー」等は実施しませんでした。 

 

 

「屋外広告物点検技能講習」開催 

11月 27日（土）に、ポリテクセンター鹿児島にて「屋外広告物点検技能講習 新規講習
会」を開催しました。点検業務には欠かせない講習と位置付けているこの講習会、受講者は
真剣に講習に取り組んでおり、今後の点検業務に活かされることが期待される講習会とな
りました。 

今年度で鹿児島会場での開催は 5年目で、次年度からは「新規講習会」だけでなく「更新
講習会」も開催することとなります。日程を考えて実施していきたいと考えます。 



令和３年度「国土交通大臣表彰」、「黄綬褒章受章」、「卓越した技能者（現代の名工）表彰」 

 

・令和３年度の「建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰」に当協会推薦によって美坂正
幸氏（当協会元副会長、㈱美光社 取締役会長）が表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務に精励し、他の人の模範となる者に授与される「黄綬褒章」に当協会推薦によって
野崎輝德氏（当協会副会長、（有）輝広 代表取締役会長）が受章されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・厚生労働大臣より贈られる卓越した技能者（現代の名工）に塩津洋一氏（当協会理事、
（有）トータルサインシオツ代表）が表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和３年度 職業能力開発関係厚生労働大臣表彰「技能振興関係団体」受賞 

 



沖広美・福田宗男氏、令和 3年度卓越した技能者(現代の名工)受賞 

 
厚生労働省より令和 3年度「卓越した技能者(現代の名工)」が発表され、沖縄県広告美術協同組合会員

の福田宗男さん (福田工芸代表)が現代の名工を受賞されました。福田氏は約 40 年にわたり直接手書き
で看板や壁画の制作を行い、技能を通じて地域の貢献や後進育成にも永年尽力されて来ました。 

表彰式は 11 月 8 日(月)にリーガロイヤルホテル東京で行われ、福田氏は各部門を代表とする 20名と
して式典に出席し、厚生労働大臣より表彰状、卓越技能章(盾と徽章)が授与されました。 

 

沖広美・國場永健理事が国土交通大臣賞受賞  

 

令和 3年 7月 12日付けで当組合の國場永健理事（株式会社コクバヤサン代表取締役）が「令和 3年度
建設事業関係功労者表彰」において、多年にわたり屋外広告業に精進すると共に関係団体の役員として
業界の発展に寄与し、その功績をたたえ、国土交通大臣賞(都市計画事業関係)を受賞されました。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期となっていた表彰式は 11月 25日(木)に国土交通省中
央合同庁舎 3号館で執り行われました。 

（四人のお写真は、日広連関係受賞者で左から國場理事(沖縄)、北山（大阪）氏、楠（埼玉）氏、内田
（広島）氏です）。 

 

受賞された皆様の長年にわたるご功労とご功績に深く敬意を表しますと共に心よりお祝い申し上げま
す。 



第 63回全九州広告美術コンクール(沖縄開催) 

 

今回の全九州広告美術コンクールは新型コロナウイルス感染拡大のため予定が大幅に変更
になりました。 

予定されていた屋外での作品審査会は沖縄県の緊急事態宣言発令で Zoom 開催に切り替え
ることとなり、急遽組合事務局で理事 5 名・他 2 名で作品のチェック、ナンバー付けと写
真撮影、同時に技能士会会長と理事による技能点の審査などを行いました。 

作品の写真は Googleフォトに入れ、審査員の先生と写真が共有で見られるかの事前リハを
Zoomで個別に行い、写真や審査方法にあたっての意見やアドバイスをいただきました。そ
の時の意見で造形作品の動画を追加撮影しリストに加えました。 

審査は審査員に写真データを 48時間共有で採点してもらい、審査会当日朝に締め切り、そ
の後集計。審査会は Zoom で審査員 4 名と波田会長、永吉理事長で集計順位を基に選ばれ
た作品写真を見ながら相談の上で各賞の決定、最後に審査講評のスケジュールでした。 

審査締め切り時間が審査会当日の朝 10時、審査会のスタート 14時が予想以上にタイトで、
理事長・技術開発委員長・事務局員の 3名体制での審査会場(沖広美事務局)では各自も参加
しつつ点数集計や作品の選別、写真入れ替えなどの作業を息を詰めて行っていたため、審査
会終了時には全身が脱力し安堵しました。 

新しい試みとして行った審査会については反省も多くあります。写真審査のため、出展さ
れた方の中には審査結果に対し不満を感じている方もいらっしゃるかも知れません。人と
人の接触を避けるための最善としての決定でしたのでそこはご理解いただければ幸いです。 
その他でも今回気づいた問題を今後の課題として改善に繋げて行きたいと思います。 

最後になりましたが、第 63回全九州広告美術コンクール開催にご協力いただいたすべて
の皆様に感謝を申し上げます。 

 



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。

また、次回の屋外広告士試験事前講習会は令和4年9月10日（土）に予定されています。
事前講習会の会場は福岡商工会議所（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　１１１名（１９名合格）、鹿児島会場　３２名（２名合格）

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３年１０月２４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３年１０月２日（土）

第３０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



沖縄会場
　会　期：令和４年２月５日（土） （受付開始12時30分より、新規講習13時より）
  会　場：有限会社　エーツーサイン　2階会議室（沖縄県浦添市牧港5-11-2）

福岡会場
　会　期：令和４年２月１９日（土） （更新講習９時より、新規講習13時より）
  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３月１０日（木） （更新講習9時50分より、新規講習13時10分より）
  会　場：コンパルホール大分（大分市府内町1-5-8）

更新講習は本年より初めての実施となります。更新対象の方は公益社団法人日本サイン協会から
更新講習のお知らせはがきが届いた方が対象となります。
（但し、期間満了日より1年間の猶予期間内に受講してください）
申し込みについては日広連より更新のご案内文書が郵送されますのでご確認の上お申し込みください。

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3年度　屋外広告物安全点検技能講習会


