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静岡県広告美術業協同組合 

第３回 静広美理事会 議案書 

⚫ と  き 令和２年 10月 24日 午後 2時 

⚫ と こ ろ 静岡県広告美術業協同組合 事務所 

⚫ 議  長 上村計介（理事長/浜松支部） 

⚫ 配布資料 ・日広連全国大会 会場観光委員人員配置案 

⚫ 定数確認 本人出席 15人、欠席 7人 /22人 

⚫ 主な議題 1. 2021年日広連全国大会実行委員会の件 

2.令和 3年新年会 

3.第 31回技能グランプリ 選手強化計画と応援について 

4.会勢持続のための方策について 

 

※     の下線部分が協議事項、および要確認事項となります。 

◆ 支部現況  （支部長名/支部員数）                      

⚫ 伊豆支部（小嶋義人支部長/2）欠席 

⚫ 北駿支部（那須野恵吾支部長/3） 

 

⚫ 三島支部（関野昌彦支部長/4）欠席 

三島市景観審議会委員の推薦依頼が組合事務局にありました。三島支部で協議の結果、

現支部長の関野昌彦氏（㈲せきの看板）が選出されたので、組合から推薦しました。 

⚫ 富士支部（大野健史支部長/4） 

 

⚫ 富士宮支部（石川貴啓支部長/4）リモート出席 

 

⚫ 沼津支部（野口繁明支部長/7） 

① 11/19（木）沼津市技能功労者表彰式典 鈴木誠氏（㈲松竹看板店）、土田哲之氏（(有)

ツチタネオン工業所）を沼津支部から推薦しました。 

② 田中治之氏が務めていた沼津市景観審議会委員の任期が 8/31 で任期満了となり、新

委員として野口繁明氏が就任した。 
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⚫ 清水支部（櫻田正支部長/4） 

 

⚫ 静岡支部（小林輝人支部長/5）欠席 

⚫ 中部支部（鈴木恵亮支部長/7） 

 

⚫ 浜松支部（守屋勝博支部長/16） 

8/9（日）支部会兼上村計介氏の叙勲祝い会（呉竹荘） 

9月 4日（金）クリーンデー（簡易違反広告物の一斉除却）に 7名

が参加協力。総勢 41名。簡易除却 109件、啓発・指導 34件。 

 （9月 5日静岡新聞の記事→） 

 

◆ 委員会・部会 報告事項/協議事項                        

1. 理事長 

 行事結果（8/5～10/24） 

・ 7/16（木） 叙勲受章者本人の皇居参観。上村計介氏は辞退しました。（国交省） 

・ 8/20（木） 東海連 正副会長会議・理事会・日広連全国大会運営委員会・実行委

員会はグランヴェール岐山（岐阜市）で開催予定がコロナ対策のため、

メールと書面での開催に変更されました。 

 

2. 財務管理委員会（守屋一輝委員長、石川貴啓副委員長、櫻田 正副委員長） 

【報告事項】 

① コロナウイルス対策の各種補助金申請について 

国の持続化給付金 200 万円、国の家賃支援給付金 315,996 円、静岡市のエール静岡

事業者応援金 100,000円を申請し、承認された。 

 

② 10～12月分の賦課金等及び共済掛金の請求書を発送しました。 

 

【協議事項】 

① 日広連賦課金の件 

日広連は賦課金（900円/事業所/月）について、新型コロナウイルスの感染防止に伴う休

業要請により影響を受けている所属員を支援するため、全所属員並びに賛助会員を対象に 8

月から 10 月までの 3 か月分を全額免除としました。これにより組合から日広連へ支払う

151,200円が免除となりました。この予算の使途について協議したい。 

 

② 令和 2年度第 39回サインアートコンクール協力金について 

今年度徴収した 168,000 円のサインアートコンクール協力金について、コンクールが中

止となったため、その使途について協議したい。 
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3. 総務厚生委員会（守屋勝博委員長、小楠峰男副委員長、鈴木淑仁副委員長） 

【報告事項】 

 表彰の記録 

表彰名 受賞者 表彰式 

沼津市技能功労者表彰 鈴木 誠氏（㈲松竹看板店） 

土田哲之氏（(有)ツチタネオン工業所） 

11/19(木) 

 

全技連会長表彰 守屋一輝氏（㈱サインファースト） 11/6(金)の予定だったが中

止となった。 全技連マイスター 上村浩太氏（㈱ミキ画房） 

 

② 組合員の異動 

住所変更 ㈱精美堂塗装店 (新住所)〒430-0907 浜松市中区高林４丁目 7-4 

退  会 ㈱マツダネオン工業所 解散のため（事業主ご逝去）  

 

③ 訃報   

告別式日付 故人名 組合員 没日・享年 組合対応 

8月13日 鈴木昌宏様 ㈱マツダネオン工業所 

(浜松支部) 

2020/08/09*00 弔電・生花・ご霊前 

理事長告別式に出席 

 

④ 役員辞任の件 

川上政年理事（浜松支部）より、一身上の都合により役員を辞任したいとの申告があ

りました。 

【協議事項】川上理事の辞任について。 

参考 （定款 第 25 条（役員の任期）４項より） 

…退任により‥定数を前条に定めた理事の定数の下限の定数（18 人）を欠くことと

なった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。 

 

 

4. 技術開発委員会（堤 丈夫委員長、仙田治興副委員長、藤田 一副委員長、守屋一輝副委員長） 

5. 静岡県広告美術技能士会（堤 丈夫会長、野口繁明副会長、藤田一副会長、守屋勝博副会長） 

【報告事項】 

 行事結果（7/5～10/24）  

・ 7/17（金） 技能検定員会議（ポリテクセンター/事務局代理出席） 

・ 10/1（(木)）技能士会長会議（あざれあ）事務局代理出席。 

・ 9/19（土）ものづくりフェスタ開催予定でしたが、コロナ対策のため中止。 

 

② 第 39回サインアートコンクールについて 

当初開催の準備を進めておりましたが、コロナウイルス感染の危険性についての声があ

り、緊急理事会の結果、残念ながら 8/5に急遽中止となりました。 
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③ 令和２年度技能検定について 

今年度の広告美術技能検定は後期日程にて実施となり、10月 16日までに受験希望者か

らの申請書を職能協に提出いたしました。今回の受検予定者は以下の通りです。 

 

【ペイント仕上げ作業】 （1級）実技・学科 1名、実技のみ 1名  計２名 

（2級）実技・学科 4名 

【粘着シート仕上げ作業】（1級）学科のみ  1名 

（2級）実技のみ  3名 

 

(実技試験のコロナ対策) 

7/17(金) 技能検定コロナ対策説明会があり、検温・消毒・ソーシャルディスタンス・マスクの着

用について指導がありました。検定運営者・受検者共に事前に注意喚起を行い実施します。 

 

（受検者支援策） 

受検者支援のため、過去問をすべてデータ可し、静広美ｗｅｂから会員専用パスワードでダウ

ンロードできるようにしました。また、日広連でも日広連ホームページやＹｏｕｔｕｂｅで受検者支援

のための情報や動画をアップしています。これらを受検者へ知らせました。また希望者には実技

見本の貸し出しを行います。 

 

（当日の日程） 

日程の詳細は、近くなりましたら事務局からお知らせしますが例年以下の通りです。 

 

 WAZAチャレンジ教室の予定 

 9/10（木）静岡市立安東小学校 （清水支部担当）終了 

 10/21（水）裾野市立東中学校  （北駿支部、沼津支部担当）終了 

 11/27（金）浜松市立八幡中学校 15 名・・浜松市立開誠館中学校は中止となり、

急遽八幡中学校での開催が決定しました。浜松支部で講師３名参加予定です。宜し

くお願い致します。コロナ対策をしっかりととって参加してください。 

 

日時 職 種 日  程 

12/6（日） ・ 2級ペイント 4名 

（検定員補佐員集合）8：00 

（会場準備・打合せ） 8：00～8：30 

（受検者集合） 8：30 

（試験時間） ペイント  ：9：00～15：30 

粘着シート：9：00～15：00 

※各標準時間は終了時間の 30分前 

（12/6） 15：40～片付け 16：30終了 

（12/13）15：40～採点 16：30～片付け、17：00終了  

12/13(日） 

・ 1級ペイント  2名 

・ 2級粘着シート 3名 

・ 採点 
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 第 31回技能グランプリについて 

・開催日程  2021年 2月 19日（金）～22日（月） 愛知県 

・選手推薦  静広美からペイント仕上げ作業に守屋一輝氏、藤田一氏、 

粘着シート仕上げ作業に鈴木淑仁氏を推薦いたしました。 

・選手強化補助金  静岡県から今年度も補助金の交付要請があり、申請を行いました。

9 月 25 日に交付決定通知があり、交付の承認が得られました。以下の使途で利用す

る予定です。（選手指導費と講師の交通費、選手の旅費・参加費、強化事業の材料費）

※ 指導者（上村氏、堤氏、守屋勝博氏）は 12/5（土）の理事会の際の旅費領収書

の提出をお願いします。 

・選手強化事業  令和２年 9月 25日から令和 3年 2月 22日までに実施する。 

・選手結団式の予定  令和 3年１月 27日（水）14時から。県庁本館 4F、特別会議室 

・選手応援について  10/9付中央職能協からの文書より。開催計画が変更となり、開

会式～競技～閉会式までを無観客で開催することになりました。現在、入場できる関

係者と観客との区別について確認中です。 

 

⑥ その他連絡 

・職業能力開発短期大学校の設置について。グローバル化や科学技術の進展による大き

な変化に対応できる人材を育成するため、清水技術専門校及び沼津技術専門校の教育内

容を高度化し、静岡県立工科短期大学校（静岡キャンパス、沼津キャンパス）を設置す

る。令和 3年４月開校に向け、建築工事を実施し、入学試験等を行う。 

 

【協議事項】 

・令和 3年に行う第 39回サインアートコンクールの会場及び主管支部について 

 

元の予定は以下の通りでした。 

（令和 2年度） 会  場：静岡駅北口イベント広場 

主管支部：富士・富士宮支部（技能士会と北駿支部が補助） 

（令和 3年度） 会  場：清水市内 

主管支部：清水支部（技能士会と中部・静岡支部が補助） 

 

令和 2年度のコンクールが中止となりましたが、来年の主管支部と会場について協議

したい。 

 

6. 情報文化委員会（田中治之委員長、大野健史副委員長） 

報告事項は、特にありません。 
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7. 共同受注委員会（上村計介委員長、小嶋義人副委員長、鈴木恵亮副委員長） 

官公需適格組合の証明申請を行いました。10月 13日に関東経済産業局より基準適合と認め

られたため、照明有効期間が令和２年 10月 23日から 3年後の令和 5年 10月 22日まで延長し

ました。これにより継続証明期間は 22年間となりました。 

 

【共同受注の記録 7/5～10/23】 

発 注 元 内 容 金額(税抜/円) 地 域 本部手数料 

㈱アクティオ沼津 看板保守 300,000 沼津市 5,500 

㈲富士不動産 看板撤去工事 57,273  静岡市 5,000 

TSUTAYA すみや磐田店 点検・更新申請 23,000  磐田市 5,000 

丹心工業株式会社 点検・更新申請 55,000  湖西市 5,000 

ニチフリ 点検・更新申請 61,770  清水区 5,000 

 

静岡県競争入札参加資格申請を行いました。「物品の製造の請負、買い入れ又は売払い」と

「一般業務委託」について令和 5年 8月 31日まで期間延長しました。 

 

 

8. 共同購入委員会（野口繁明委員長、那須野恵吾副委員長、関野昌彦副委員長） 

サインアートコンクールの資材として、㈱ニップコーポレーション様の協力で、アルミ複合板の共同

購入を行いました。13社 250枚のご注文があり、503,250円売上げました。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

 

9. 静広美屋外広告士会（上村 計介会長、内山隆之副会長） 

 令和 2 年度の受検申込と事前講習会が終了しました。受験日は 10 月 25 日（日）、会場

はウインク愛知、合格発表は 12月 18日（金）です。 

 

 

10. 静広美青年部（内山 将青年部部長） 

連絡事項はありません。 
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11. 特別事業委員会（上村委員長） 

 2021年日広連全国大会 運営委員会及び実行委員会について 

【連絡事項】 

・10月 29日(木)グランドホテル浜松で東海連の会合が以下の日程で開催されます。 

各位委員に先日メールで資料を配布しました。当日持参してください。 

 

・運営委員会 出席者：運営委員会の相談役と委員及び各委員会委員長 

11：00～13：00（昼食の用意あり） 飛鳥の間 

・実行委員会 出席者：実行委員会 委員 

13：30～16：00 鳳西の間 

・日広連全国大会 参加費積立について 

日広連全国大会の参加費について、事務局で積立を受け付けています。ペースや金額

は自由です。希望者は事務局までご連絡ください。 

 

【協議事項】 

1. 「（資料）人員配置表（簡略版）」の確認。 

2. 懇親会でふるまう日本酒（磯自慢）の試飲。（藤田理事提供） 

 

 

 2021年新年会の件 

【協議事項】コロナウイルス対策を考慮し、安全に開催するよう検討したい。 

   

（実施案） 

 日時：令和 3年１月 30日（土） 

 会場：クーポール会館 

 主管：静岡支部・中部支部 （補助）清水支部 

 会費：男性 10,000円、女性 7,000円 

 11：00～    理事会 

14：00～15：30 日広連全国大会 全体会議 

16：00～18：00 懇親会 

 

12. 日広連・東海連より 

 日広連 

【連絡事項】 

・今年の九州全国大会で公開するため静広美で製作した「第 63 回日広連全国大会の PR 動

画」が 8月 20日より Youtubeで公開されました。 

・屋外広告の日キャンペーンとして、啓発ポスターが１事業者２枚ずつ配布され、事務局か

ら各会員宛に郵送しました。また浜松支部が浜松市主催のクリーンデーに参加しました。 

・名鑑が完成しました。事務局から全会員宛に発送しました。 
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 東海連 

【連絡事項】 

・ 東海連正副会長会・理事会、日広連全国大会第 2回運営委員会・第 3回実行委員会が 8月

20日(木)グランヴェール岐山（岐阜市）で開催される予定でしたが、コロナ対策のため、第 1回

正副会長会と第 2回運営委員会はメールによる会議、第 1回理事会と第 3回実行委員会は書

面による会議となりました。 

 

・ 屋外広告物点検技能講習の予定 

 浜松会場 11/7（土） サーラシティ浜松。※受講者は必ずマスク着用 

・ 今後の東海連会議の予定 

 第 3回運営委員会、第 5回実行委員会 令和 3年１月 14日（名古屋市？） 

 第 4回運営委員会/GH浜松試食会 令和 3年４月 （会場：ＧＨ浜松） 

 第 6回実行委員会/人員配置計画の決定 令和 3年４月（会場 未定） 

 第 7回実行委員会 令和 3年５月（会場 未定） 

 

13. 会勢持続のための方策について 

① OB会員制度について。家族に事業継承した方や、年齢等の理由により廃業した組合員が

退会する流れがあるが、こうした会員は永年屋外広告業を営み身に着けた知識や経験を

持ち、組合活動に対して深く理解している貴重な人材である。OB会の設立については以

前から要望の声もあったことから、このことについて上程したい。 

【協議事項】この件について。 

 

② SNSの活用について。（継続審議事項）何かアイデアがあれば提案してください。 

（なるべく具体的なご意見でお願いします。） 

 

14. 事務局（吉田事務局員） 

 業務報告（7/5～10/24） 

理事会、各種推薦調書作成。経理事務。官公需適格組合申請。補助金申請。 

日広連全国大会準備。技能検定受験申請代行。 

 

◆ 次回理事会の予定                                   

日時：令和 2年 12月 5日（土） 静広美事務所にて 

議題：新年会、2021年日広連全国大会、技能グランプリ 

 

※終了後、技能検定の会場準備をお願いします。 


