
1 

 

 

静岡県広告美術業協同組合 

第 4 回 静広美理事会 議案書 

 と  き 令和２年 12月 5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 ・全国大会に関する資料（令和２年 11月） 

・日広連全国大会に係るアンケートについて 

・資料２ （読売新聞 11月 2日の記事） 

 定数確認 本人出席 12人、欠席 9人 /21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）欠席 

⚫ 三島支部（関野昌彦支部長/4）欠席 

⚫ 富士支部（大野健史支部長/4）欠席 

⚫ 富士宮支部（石川貴啓支部長/4）欠席 

石川支部長より。富士宮支部としては、来年の全国大会への参加はコロナウイルスの状

況によるが、現状と同様であれば感染防止のため不参加としたい。 

⚫ 沼津支部（野口繁明支部長/7） 

10/21 WAZAチャレンジ教室 裾野東中学校で開催した。 

指導者：沼津支部（野口）北駿支部（那須野、齊藤、山崎） 

12/28 沼津支部北駿支部合同忘年会は協議の結果中止になりました。 

⚫ 清水支部（櫻田正支部長/4）欠席 

堤 丈夫氏 黄綬褒章受章、堤 敏江氏 静岡市技能功労者表彰授賞 受賞。 

⚫ 静岡支部（小林輝人支部長/5）欠席 
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⚫ 中部支部（鈴木恵亮支部長/7） 

 

⚫ 浜松支部（守屋勝博支部長/16） 

11/27（金）WAZA チャレンジ教室 浜松市立八幡中学校。講師 3 名で 11 名の生徒が参加。 

 

 

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

1. 理事長 

【行事結果（10/25～12/4）】 

・ 11/12（木） 全国屋外広告士会 総会に出席（東京）。会議 終了後 2021年日広連全国 

大会 実行委員長として日広連会長・副会長との会合に出席。 

・ 10/29（木) 2021年日広連全国大会 第 3回運営委員会、第 4回実行委員会に出席 

（GH浜松） 

・ 11/07（土) 屋外広告物点検技能講習に出席（サーラシティ浜松） 

 

 

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） 

令和 2 年度静岡県広告美術技能競技大会（ｻｲﾝｱｰﾄｺﾝｸｰﾙ）の材料費の請求を県技連に申請

し、168,040 円が承認された。 

 

 

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 

黄綬褒章 堤 丈夫氏（㈱タックサイン） 11/4(水) 静岡県庁で伝達式 

静岡市技能功労者表彰 堤 敏江氏（㈱タックサイン） 12/16(月)静岡市産学交流センター 

（一社）県技連会長表彰 

優秀技能士 

松井勝彦氏（アートスタジオ・ヤマ） 11/25(水)清水テルサ 

 

・堤 丈夫氏の黄綬褒章はコロナの影響で天皇拝謁が中止となり残念でしたが、静岡県庁で

伝達式が行われました。おめでとうございました。 

 

・浜松市土地政策課より令和 3 年から浜松市の屋外広告物講習会の講師を静広美組合員か

ら派遣してほしいとの要請があり、上村理事長が承諾した。 

 

・11月の点検技能講習終了後、2件の事業者から保険パンフレットの送付と、入会資料の請

求があったが、その後連絡は来ていない。 
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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】 

① 行事予定（12/5～1/29） 

・ 令和 2年度広告美術技能検定 会場は静広美事務所。 

12/ 6(日) ペイント 2級×４名、 

12/13(日) ペイント 1級×２名、粘着シート 2級×３名。 

・ 技能グランプリ選手強化事業  

1/11（月・祝）に開催の方向で検討中。 

 

② 令和２年度広告美術技能検定 実技試験について 

12月 6日、13日の２日間にかけて、ペイント仕上げ作業、粘着シート仕上げ作業の技能検

定実技試験を開催いたします。本日会議終了後、6日の試験会場の設営準備を行いますので、

ご協力をお願いいたします。 

 

③ WAZAチャレンジ教室報告 

11/27（金）浜松市立八幡中学校 生徒 11 名、講

師３名で実施しました。 

これで今年度は全て終了しました。ご協力ありが

とうございました。 

 

④ 第 31回技能グランプリについて 

 選手強化事業について 

令和２年 9月 25 日から令和 3年 2月 22日までに実施。1 月 11 日（月・祝）で実施

を検討しています。 

 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 

 選手応援団については、中央職能協より無観客開催の通達があり、県技連によると何ら

かの役割担当者数名の入場は可能となるかもしれないとのことだが、詳細はまだ届いて

いません。 
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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】 

① 第 2回富士市広告景観賞 2021の周知依頼について 

富士市都市整備部建築指導課より、令和 3年度に開催する上記景観賞について、静広美組

合員に周知・協力の依頼があった。富士山の眺望等の自然景観や街並みと調和した優れた看板

やサイン、店舗等の屋外広告物を令和３年 4/15～7/15 まで募集するとのこと。 

協力内容はポスターの掲示及び応募用パンフレットの配架（3月頃から）及び事業への参加。 

② 静岡市まちかどコレクション 2021後援について 

静岡市の恒例事業であるが、来年度も静広美に後援の依頼があり承諾した。審査員の依頼も

あり堤丈夫副理事長が就任した。 

 

【協議事項】 日広連サイン誌の集金方法について 

 日広連ではサイン誌を年２回発刊しているが、現在その代金徴収方法は、冊子と代金振込票を

同封し後払いとなっている。この方法だと振込票に気付かず、自然に定期購読が途絶える購読

者が発生してしまうケースが見受けられる。この件を担当する日広連啓発事業委員会では、各単

組で組合費等と合わせて徴収する方法を希望しており、承諾の得られる組合から徴収方法を変

更していきたいとのことである。静広美ではどうするべきか。現在購読者は５名。 

 

【協議事項】SDGs勉強会について。（野口沼津支部長 上提） 

SDGsの項目のうち「7.エネルギーをみんなに、そして、クリーンに」と「12.つくる責任、つかう責

任」についての勉強会を開催してはどうか。開催の費用については県の助成金を使う。 

 

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） 

11月初旬 静岡県屋外広告業登録の更新手続き完了 

11月初旬 浜松市入札参加資格 電子申請完了 

11/26(木) 官公需確保対策地方推進協議会 （オンライン/事務局参加） 

 

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） 

特にありません。 

 

9. 静広美屋外広告士会（上村計介会長、内山隆之副会長） 

 10月 25日(日)、ウインクあいちにおいて令和年度の屋外広告士試験が実施されました。

合格発表は 12月 18日(金)です。静岡県内では 10名が受検したようです。 

11/12(木) 全国屋外広告士会総会があり上村計介静岡県屋外広告士会会長が出席しま

した。（会長から報告） 
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10. 静広美青年部（内山将青年部部長） 

特にありません。 

 

11. 特別事業委員会（上村委員長） 

 

◼ 2021年日広連全国大会 について 

【報告事項】 

① 10月 29日(木)グランドホテル浜松で運営委員会及び実行委員会が開催されました。 

11時からの運営委員会には上村理事長、内山理事、吉田事務員が出席。13時半からの実

行委員会には常任理事３名、理事が多数加わり参加しました。またラビット急行からも２

名が参加しました。 

GH 浜松の会場を見学した後、各委員会に分かれ会議しました。静広美が担当する会場・

観光委員会では人員計画について吉田事務局が説明し、内山理事が協議結果を発表しまし

た。 

② コロナウイルスの影響による開催について現況 

11月 12日に上村理事長（大会実行委員長）が日広連に招集を受け、日広連会長・副会長

と全国大会についての会合を行った。会合の内容は、文書にして日広連倉本氏に内容確認

をして頂いた後、東海連に送付した。 

  →（配布資料「全国大会に関する資料（令和２年 11月）」を参照ください。） 

日広連から 11 月 12 日付で東海連会長宛に送付された「日広連の見解」という文書も同

配布資料に綴じたのでご参照ください。 

 大会が中止となった時のキャンセル料が、いつから、いくらかかるのかが中止を決める

判断時期のポイントとなるのだが、日広連からは全国大会の開催に当たって 300万円の助

成金をだし、今回も基本的にはそれ以上は出さないため、東海連ではすべての経費及びキ

ャンセル代が 300万円に収まるよう、検討を進めていきたい所である。 

③ 静広美内 全国大会参加意向調査について 

来年の全国大会の人員配置計画や参加見込み調べのために、静広美通信でアンケート

調査を実施した。回答は 11事業者から頂いた。結果は以下の通り 

 

➢ 式典・懇親会+一泊観光 orゴルフ 8名 

➢ 式典・懇親会 7名 

➢ お出迎え隊  7名（沼津支部 2、中部支部 3、清水支部 1、富士宮支部 1） 

➢ 不参加    6名 

④ 日広連・東海連のアンケートについて 

日広連と東海連は、参加者の意思を調べるため、アンケートを実施する準備を進めてい

る。対象は各単組となると思われるため、本日配布しますので、ご自身の立場で回答して

提出してください。取り纏めて静広美の回答として提出します。 
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⑤ 次回の実行委員会中止の件 

令和 3 年 1 月 14 日(木)に予定していた全国大会実行委員会は、大会内容がコロナの影響

で大きく変更の可能性が出ているため延期とし、運営委員会のみ開催となった。 

⑥ 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。 

 

◼ 令和 3年 新年会の件 

【協議事項】2021年新年会の開催について。 

前回の理事会では開催の方向で協議を行いましたが、現在コロナウイルス感染の第 3波と

言われており、静岡県内でも各地でクラスターが頻発し感染拡大が進行中であるため、開催

について、今一度慎重な協議を行いたいと思います。 

   

（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 

 11：00～理事会、14：00～日広連全国大会全体会議、16：00～懇親会の予定。 

 

12. 日広連・東海連より 

 

 日広連 

・12/8（火） 中央技術開発委員会 遠隔会議（ZOOMアプリ使用） 

 

 東海連 

【連絡事項】 

⚫ 1/14(木) 東海連第 3回正副会長会、第 1回常任理事会及び、全国大会第 4回運営委員会

をウインクあいちで開催。予定していた全国大会の実行委員会は、コロナの影響で大幅な変更

を求められる可能性がある事から開催延期となった。また恒例の愛広美新年交礼会も中止。 

⚫ 屋外広告物点検技能講習の開催予定 

1/28(木) ウインクあいちで開催。参加申し込みは 12月 24日書類必着。東海連では今年度

最後の開催です。 

 

 

【協議事項】令和 3年度の屋外広告物点検技能講習の開催について。 

静岡県内の行政からは、点検講習に関連する条例規則改正を行ったため、県内東・中・西部持
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ち回りで 1年に１回の開催を希望しているとのこと。 

点検講習の有効期限は 5年間だが、全国初の点検講習が東京で役員対象で開催されたのは

平成 28年 12月で、その最初の更新時期は令和 3年 12月になる。 

静岡県内では平成 29年 9月 30日に静岡県教育会館で 51名が受講したのが最初で、その

時の受講者の更新時期は令和 4年 9月末である。 

運転免許証のように、期限の前後に猶予期間を設ける方向だが、詳細は未定だとのこと。 

上記から適当な時期は令和 4年の１～３月に静岡県教育会館で開催として、平成 29年 9月に

受講した者に、更新の為の受講を日広連に案内してもらったらどうか。 

 

(参 考)静岡県内での講習開催の状況と再受講日案 

   （受講者数） （更新時期） （再受講日案） 

平成 29年 9月 30日  静岡県教育会館 51名 令和 4年 9/30 令和４年 1 月静岡 

平成 31年 1月 13日  静岡県教育会館 119名 令和 6年 1/13 令和５年 11 月静岡 

令和元年 4月 14日  三島商工会議所 70名 令和 6年 4/14 令和 6 年 4 月三島 

令和元年 11月 16日 静岡県教育会館 95名 令和 6 年 11/16 令和 6 年 11 月静岡 

令和 2年 11月 7日  サーラシティ浜松 80名 令和 7 年 11/7 令和 7 年度中浜松 

 

13. 会勢持続のための方策について 

【協議事項】沼津支部・北駿支部統合のﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙについて（沼津支部長 野口繁明氏より） 

 

 

【継続協議事項】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、このことについて協議したい。 

 

【継続協議事項】SNSの活用について。なるべく具体的に提案してください。 

 

14. 事務局（吉田事務局員） 

 業務報告（10/25～12/4） 

理事会、各種推薦調書作成。経理事務。助成金申請。共済保険事務。 

日広連全国大会準備。技能検定実技試験物品手配。 

② 年末年始休業の予定：12月 28日(月)～1月 3日(日) 

 

◆ 次回理事会の予定                                   

日時：令和 3年 1月 30日（土） クーポール会館 

議題：新年会、2021年日広連全国大会、技能グランプリ 


