
　我が国は、皆様ご存知のとおり３月 11 日に「東日本大震災」という未

曾有の大災害にみまわれ、お亡くなりになられました多くの方々に深く哀

悼の意を表すとともに、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

また同時に福島県の原子力発電所が津波に被災し、極端な電力不足に陥り、

我が国の産業、経済に甚大な被害を与えております。この大災害は世界経

済にも大きな影響を与え、多くの企業が日本製の部品を調達できず、生産

を縮小せざるを得ない状況に陥っております。この大災害の復興にはかなり長期間の年数が見込ま

れるといわれており、今後とも厳しい状況が続くものと認識しております。

　このような厳しい経済・社会環境の中、当協会は本年４月より公益社団法人東京屋外広告協会と

して新たなスタートを切ることとなりました。当協会は昭和 36 年に社団法人の認可を受け、昭和

37 年に屋外広告憲章を制定するなど、協会設立の趣旨に則った各種活動を展開し、首都東京の美

観向上と屋外広告業界の協力体制の強化に努めて参りましたが、近年、都市の高度化に伴い、環境

問題とともに都市景観が注目されるようになり、新たな屋外広告物の規制も次々と強化されつつあ

ります。国・東京都ともに良好な景観形成を目指しておりますが、都市景観問題は屋外広告業界だ

けではなく、企業ならびに一般都民にも深く関わる問題でございます。

　当協会は平成 19 年度から公益社団法人移行を目指し、20 年度より特別委員会を設置して検討

を重ね、今般の移行申請に至りました。去る３月 17 日、東京都の審議会で認可され、４月より

新組織に移行いたしました。

　当協会といたしましてはこの度の公益社団法人認定を契機に、東京屋外広告コンクールの開催や

車体利用広告のデザイン審査、また当協会のホームページ充実等を通じて広く都民の方々にアピー

ルするとともに、使命でございます屋外広告と建築物や周囲の景観との調和、美しい景観の保持な

らびに危害の防止を目指し、更なる努力をいたして参る決意であります。皆様方の一層のご理解と

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京商工会議所特別顧問）

公益社団法人の認定をうけて

公益社団法人 東京屋外広告協会　

会　長　井  上  裕  之　



ＴＯＡＡ　ＲＥＰＯＲＴ

− 2 −

　日頃から東京都の屋外広告物行政にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。

　去る３月９日、第７回東京都屋外広告コンクールの入賞作品が表彰されました。各部門の受賞作

の関係者の方々には、心からお祝い申し上げます。

　当コンクールは、東京都が 36 年間にわたって実施してきた「東京都屋外広告物コンクール」を、

平成 10 年度より、社団法人東京屋外広告協会に引き継いでいただき、以降、隔年ごとに開催されて

まいりました。まちの景観向上に大きく寄与する優れたデザインの屋外広告物を表彰する取組が継

続され、回を重ねておりますことは、大変喜ばしいことと受けとめております。

　昨今、屋外広告物のデザインにつきましては、広告自体のデザインのみならず、建築物や街並み

景観との調和も重視されるようになってきました。今回のコンクールでもこのような作品が数多く

参加されておりました。

　都としても、街並みとの調和を意識したデザインの屋外広告物は、良好な街並み景観の形成に大

きく寄与すると考えます。そのため、このような屋外広告物が、本コンクールを通じてさらに普及

していくことをぜひ後押ししていきたいと考えています。

　今後とも、東京都は屋外広告物に携わる企業、業界、都民などと連携し、「美しく風格ある首都東京」

を実現していきたいと考えます。ぜひ、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

第７回東京屋外広告コンクールに寄せて

　東京都都市整備局景観・プロジェクト担当部長　

　石 川 　 進
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　第１部門（屋上の広

告物）で東京都知事賞

に輝いた SEIKO は、審

査員が揃って高く評価

した点で、今回のコン

クールと審査会を代表

していた。時計塔に象

徴される和光の建物と

も緊張感ある調和をな

して、東京銀座の街並み景観をみごとに形成。

縦縞のテクスチュアーはその色調とともに、昼

夜反転してロゴタイプを顕在化させ、控え目な

がら訴求力を発揮していた。Audi R8 Spyder で

は LED ヘッドライトを広告表示面でも LED で

再現。First Vision は、広告面バックカラーを空

の色に調和させ、広告２面を FF シートで建物

の湾曲面に合わせて一体化させ、景観との調和

をはかったモデルケースと言える。

　第２部門（屋上以外の広告物）の東京都知事

賞は、のりが付きにくいハサミ〈エアロフィッ

ト〉。新宿駅プロムナードの壁面に 1800 ｍもの

ガムテープを切り貼りした芸大生の作品。ドラ

クロアの「民衆を率いる女神」が手にハサミを

もってテープに巻かれた民衆を解放するという

イメージでネット上でも話題に。

　銀座三越グランドオープンでは、“時代の扉を

開く”三越の新生イメージを地下鉄ターミナル

空間に展開。IDC 大塚家具と○│○│は建物や景

第７回東京屋外広告コンクール審査報告

審査委員長　太 田 幸 夫
ＮＰＯ法人サインセンター理事長（前多摩美術大学教授）

観に配慮したシンプルな広告、読売新聞紙面を

ファッション誌感覚でデザインしたヨミコレと

ともに協会会長賞に並んだ。

　街並みを構成する第３部門では、世界各国か

ら届いた子供たちの植樹写真を等身大で切り抜

いて植栽の中に展示した植樹キャンペーンに都

知事賞が与えられた。新しい屋外広告の試みだ。

後藤絵画教室は、確かな造形力で電柱広告メディ

アを上手く使って江戸の看板のようにデザイン

して、街並みを楽しく分かりやすくしたもので、

審査員の評価も揃って高かった。

　第４部門車体利用広告の知事賞は、100 周年

記念の JR 山手線の車体カラーを全面に使った明

治チョコレート。広告面積 30％という条件を車

両の記念カラーの適用で免れ、全面チョコレー

トのイメージに切り替えることに成功している。

　第４部門の福井県観光誘致「じつは福井」は、

巨大な恐竜見本をメインビジュアルにして、福

井とは知られていない観光資源を「じつは福井」

と謳って強いインパクトで PR。京急ブルースカ

イトレインの地色を文字白ヌキで上手く活かし

た横浜ポルタは、イラストのアクセントカラー

で抽選会の楽しさを表現していた。

　審査基準で謳われた建物・景観との調和、そ

して親しみを感じさせる優れたデザインは、以

上に見るごとく、受賞作にその具体例をみるこ

とが出来る。審査委員の評価の眼も揃って高い。

今回は 96 点の応募作品の倍加が望まれている。
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第７回東京屋外広告コンクール
社団法人 東京屋外広告協会

　当協会主催による第７回東京屋外広告コンクールの応募作品を公正かつ厳正な審査を行い、13 点の
入賞作品を決定いたしました。また、表彰式を３月９日（水）午後３時から東商スカイルームで行い、
部門ごとに東京都知事賞、東京商工会議所会頭賞、社団法人東京屋外広告協会会長賞の入賞作品の広告
主・デザイナー・制作者を表彰いたしました。

≪入  賞  作  品≫

◇東京都 知事賞

＜第１部門＞

表 示 内 容　 SEIKO
広　告　主　セイコーホールディングス株式会社
デザイナー　株式会社和光
製　作　者　株式会社タップ

————————————————————————————— ● —————————————————————————————
第 1 部門　 建物の屋上に設置された屋外広告物
第 2 部門　 第 1部以外の屋外広告物（壁面、突き出し、建植、柱類、交通広告［車内等を除く］等）
第 3 部門　 街並みを構成する屋外広告物
第 � 部門　 車体利用広告
（但し、作品は都内に平成 21 年 1月 1日から平成 22 年 12 月 31 日までに設置されたもの）

主催：（社）東京屋外広告協会　後援：東京都・東京商工会議所
協賛：関東ネオン業（協）・東京屋外広告美術（協）・（社）東京バス協会
　　　東電柱広告組合・関東交通広告協議会
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＜第２部門＞

表 示 内 容　のりが付きにくいハサミ〈エアロフィット〉
広　告　主　コクヨＳ＆Ｔ株式会社
デザイナー　株式会社オリコム
製　作　者　株式会社オリコム

＜第３部門＞

表 示 内 容　植樹キャンペーン「植樹報告」
広　告　主　パナソニック株式会社
デザイナー　パナソニック株式会社
製　作　者　株式会社電通テック
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＜第４部門＞

表 示 内 容　明治チョコレート
広　告　主　明治製菓株式会社
デザイナー　株式会社ジェイアール東日本企画
製　作　者　株式会社ジェイアール東日本企画

３月号記事についてのお詫びと訂正

　３月号掲載の『板橋区における屋外広告物の表示等の制限』は素案段階のもので、その後、若
干の修正がなされました。

　「お問い合わせ先」は板橋区土木部管理課ではなく、板橋区都市整備部都市計画課（板橋区板
橋二丁目 65 番８号ＭＳビル）　電話 ０３－３５７９－２５５２ です。
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◇東京商工会議所 会頭賞

＜第１部門＞

表 示 内 容　 Audi R8 Spyder
広　告　主　アウディジャパン株式会社
デザイナー　株式会社電通テック
製　作　者　株式会社電通

＜第２部門＞

表 示 内 容　銀座三越 グランドオープン
広　告　主　銀座三越
デザイナー　株式会社三越
製　作　者　エフ アイ ピー株式会社
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＜第３部門＞

表 示 内 容　後藤絵画教室
広　告　主　後藤絵画教室
デザイナー　東電広告株式会社 東部支社
製　作　者　大同工芸株式会社

＜第４部門＞

表 示 内 容　福井県観光誘致「じつは福井。」
広　告　主　社団法人福井県観光連盟
デザイナー　株式会社ジェイアール東日本企画
製　作　者　株式会社ジェイアール東日本企画
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◇社団法人東京屋外広告協会 会長賞

＜第１部門＞

表 示 内 容　 First Vision
広　告　主　株式会社ファーストビジョン
デザイナー　株式会社ファーストビジョン
製　作　者　株式会社昭和ネオン

＜第２部門＞

表 示 内 容　ヨミコレ
広　告　主　読売新聞東京本社
デザイナー　9B
製　作　者　中央公論新社
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＜第２部門＞

表 示 内 容　 IDC大塚家具
広　告　主　株式会社大塚家具
デザイナー　株式会社大塚家具
製　作　者　株式会社東京システック
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＜第２部門＞

表 示 内 容　○│○│

広　告　主　株式会社丸井
デザイナー　株式会社エイムクリエイツ
製　作　者　株式会社東京システック

＜第４部門＞

表 示 内 容　横浜ポルタ
広　告　主　横浜新都市センター株式会社
デザイナー　株式会社ジャパンライフデザインシステムズ
製　作　者　株式会社京急アドエンタープライズ

＜第３部門＞　該当作品なし
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　この原稿を書いてい

る今日は、東日本巨大

地震から10日目になる。

　楽しい話題を題材に

したかったが、とても

そういう気持ちにはな

れない。

　既に、今回の地震は

日本における最大級の災害になると言われてい

る。地震発生後、首都圏でも毎日の余震があ

り、テレビから流れる映像から改めて災害の大

きさへの驚きと、被災地で悲しみに暮れる多く

の人々、元気を出そうと努力している人々に思

わず涙してしまう。また、世界中で支援活動が

活発になっているニュースに感動している。今

回の災害で、改めてメディアの力、存在の重要

性を認識した。テレビのスピードとライブ情報、

ラジオの災害時に対する機能的な強さ、新聞の

情報の深さ、雑誌の取材力、そしてネットはテ

レビで知った情報の再確認が素早くできる。災

害時の連絡は、まず電話が全然通じなくなった

が、メールが機能して改めて多くの人のメール

アドレスを確認することになった。

　福島原発の災害事故が長引きしかも日々重大

になり、日本経済に大打撃を与えている。今後

の早急な修復に期待したいが、こういう災害時

にも私たちが生業としている広告は、もっと公

共的な役割を担えるはずと改めて思う。屋外広

告における消費電力削減の協力は当然のことと

しながらも、各企業の広告自粛のあり方に関し

ては、今後も災害時の取組み方に対する一つの

課題になると思う。10 日たった今、テレビから

流れるＡＣのＣＭにも少し辟易している。経済

を支える情報が少なくなる一方、物資不足だけ

～会員リレーコーナー～

『2011. 3. 11』
株式会社オリコム　　　　　　　

代表取締役社長　正 盛 和 彦

に焦点があたって買いだめによる品不足も、食

品だけではなく燃料不足および、被災地支援に

も影響がでる。

　通常の商品広告とは言わないが、業界団体で

「物資は不足していない。製造は拡大している。

物流は…。」の真実を広告という手段であらゆ

るメディアで迅速に告知していくことも必要で

あると思う。長引く災害時には、個々の企業独

自で広告・告知の手段、内容、自粛期間を判断

するには限界もあり、災害時の対応に関しては、

各業界団体が率先して機能することも団体その

ものの存在価値を高めることになると思う。屋

外広告の役割は言うまでもないが、町中のネオ

ンが復活する時に街も再び生き返るという気が

する。ただエネルギーの視点から、改善を加え

ていくことも重要な課題である。経済の活性化

を取り戻すために広告は不可欠であり、広告業

界の団体も、この災害に対してどのように支援、

貢献活動ができるか、“広告”という視点でも、

今一度考えるべき時であると思う。

　首都圏も、交通規制、計画停電、放射能汚

染問題、燃料や一部商品の買いだめ等多くの

混乱が続いている。不謹慎な表現であるが、

首都圏へのこれらの影響が、津波で街が壊滅

状態になっている多くの被災地のことを、自

分事として受け止められているようにも思う。

一日も早い被災地の復興と、それを支える力

強い日本の経済の再生を我々が実現していか

ねばならない。

　被災された皆様に心からお見舞い申し上げる

と共に、この原稿が掲載される５月には、被災

地の復興が順調に進んでいることを祈らずにい

られない。
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　ひとたび海外に出かけると、日本国内とのさまざまな「違い」に気がつきます。たとえば、町並みが

違います。食べ物が違い、肌の色が違い、顔つきが違います。そもそも、その土地が抱える歴史や文化

や習慣が違います。それらの違いが言葉の違いとなっても現れます。その土地で一般に使われているお

金は、もちろん「円」ではありません。その土地が米国なら、「ドル」が使われています。ＥＵ圏なら「ユー

ロ」が、お隣の韓国なら「ウォン」が、そして中国なら「人民元」が使われています。

　なにを今さらと思われるかも知れませんが、少し我慢してお付き合いください。お金が違うというこ

とは、たんに名称や単位が違うというだけのことではありません。お金は、その土地の歴史や文化、社

会や経済という、ぶあつい土台に根ざしているもので、言葉と同じく「国籍」を持っているのです。

　ところが、世界にひとつ「国籍」を持たないお金（通貨）が存在します。どこの国が発行している訳

でもないのに通貨として価値が認められているもの、それが金です。金貨にも金地金にも製造元の商標

などが刻印されてはいますが、それは保証書みたいなものです。価値評価の尺度は、品位と重量で、そ

れは世界共通のものです。繰り返しますが、金には「国籍」がありません。どこのパスポートも必要と

しない無国籍の通貨です。だからこそ民族のカベ、国家のカベ、宗教のカベを越えて、世界の誰からも

受け入れられている資産たりえているのです。これも金の真価のひとつといって良いでしょう。

金についてのＡＢＣ（第四回）

金は国籍を持たない通貨
沢 田 直 良 　　　 
「はじめての金読本」作者



ＴＯＡＡ　ＲＥＰＯＲＴ

− 1� −

法律相談コーナー

「経営合理化に関連する労働問題」〔第６回〕

回答者　弁護士　片 上 誠 之

Ｑ）経営合理化に関連する労働問題について解

説して下さい。

Ａ）

　引き続き整理解雇が許容されるための要件

についてお話しいたします。

②　人員削減の手段として整理解雇を選

択することの必要性

　整理解雇は、使用者が経営上の理由

から、帰責事由が認められない従業員

を一方的に解雇するもので、解雇され

た従業員の生活に与える影響は極めて

甚大です。そのため、人員削減の手段

としての整理解雇は「最後の手段」と

位置付けられています。使用者として

は、出来うる限り整理解雇という「最

後の手段」によることなく、苦境を乗

り切るよう努力する必要があります。

一般に、解雇回避努力義務を使用者は

負っていると表現され、これが第二の

要件です。

　具体的には、これまでお話ししてき

たように、昇給の停止、賞与の減額・

停止、時間外労働の削減、一時帰休の

実施、希望退職者の募集、配転・出向

といった方策を状況に応じて実施する

ことが考えられます。使用者は、これ

らの方策を尽くし、整理解雇を実施す

ることを最大限回避する必要がありま

す。

　これらの整理解雇回避の努力を行う

ことなく漫然と整理解雇の手段をとる

ことは許されません。もし、使用者が

これらの整理解雇回避の努力をせずし

て、従業員を整理解雇した場合、その

ような解雇は無効であると判断される

ことになります。

③　被解雇者選定の妥当性

　第三の要件は、整理解雇される被解

雇者の選定が客観的に合理的で公正な

基準によって行われることです。

　整理解雇を実施する必要性が認めら

れ、かつ、整理解雇を回避する努力を

尽くしたことが認められても、被解雇

者の選定が恣意的に行われている場合

（使用者が被解雇者を不合理な基準に

よって選定している場合）には、その

ような解雇は無効と判断されることと

なります。

　具体的にどのような基準で被解雇者

の選定を行えばよいのか、という点は

ケースバイケースで一概には決めるこ

とは出来ません。ただ、一般的に合理

的であると判断される要素としては、

①能力・成績等の点から判断して企業

への貢献度が相対的に低いことや、②

従業員が配偶者の収入や兼業・財産保

有等によって生活を維持することがで

き解雇による経済的打撃の少ないこと

等があげられます。

　このような基準をもとに、被解雇者

を公正に選定することが求められてい

ます。

以 上

（第二東京弁護士会・丸の内富士ビル石井法律事

務所所属）
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次号の題　　 肥満、七夕、傘、その他自由題といたします。 

　　　　 お気軽にご投句ください。

締　　切 平成 23 年５月 31 日(火)必着

　　　　　　 葉書 1枚につき 3句まで、枚数は制限ありません。

投 句 先 社団法人  東京屋外広告協会  川柳係

　　　　　　 〒 100 −000�　千代田区丸の内 3 − 2 − 2　東商ビル 7階

昼寝とて行
ぎょうじゅうざが

住坐臥の一仕
しぐさ

草

しずかさやスマートフォンの隻
せきしゅ

手音 （吉  原  千  晃）

偽物を作って本物買いに来る

ヨドバシもＹＡＭＡＤＡもＢＩＣも中華街

審議中思案のふりしてまた昼寝

まざまざと地球の怒り感じ入る （山  下  　  勝）

中国の商標ブランド日本狩り （う  　る　  い）

母に問う眠れぬ訳は昼寝だろ

新人もスマートフォンも使えない （陸  　  　  舟）

節電で薄暗い中昼寝する （ち  ゃ  あ  こ）

入院で結び直した絆かな （ケ  ン  じ  い）

ＴＯＡＡ川柳

題　　中国・昼寝・スマートフォン 他自由題
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事　務　局　だ　よ　り

◎広報委員会
日　時：平成23年３月３日（木）午後４時
場　所：㈱春光社　会議室
出席者：石原委員長、仲村副委員長、山下、佐々
木各委員、事務局 片上、三須
議　題：「TOAA REPORT」５月号の編集につ
　　　　いて

◎第 82 回定期総会
日　時：平成23年３月９日（水）午後１時30分
場　所：東商スカイルーム（東商ビル８階）
出席者：�6 名
議　題：１．平成23年度事業計画（案）について
　　　　２．平成23年度収支予算（案）について
　　　　３．その他
報　告：１．第７回東京屋外広告コンクール
　　　　　　報告
　　　　２．今後の予定について

◎第７回東京屋外広告コンクール表彰式及び
ティーパーティ
日　時：平成23年３月９日（水）午後３時
場　所：東商スカイルーム（東商ビル８階）
出席者：130 名

◎車体利用広告デザイン審査委員会・審査実施
委員会 合同委員会
日　時：平成23年３月23日（水）午前11時30分
場　所：「さがみ」（東商ビル８階）
出席者：廣邊委員長、近藤副委員長、太田、
今井各委員、福里、高橋、古谷、国井各実施
委員、事務局 片上、三須
議　題：１．車体利用広告デザイン審査報告
　　　　２．今後の車体利用広告について（意
　　　　　　見交換）

（異動）
◎社名変更
　（新）㈱電通アドギア
　（旧）㈱アドギア

◎代表者変更
　㈱トモエ
　（新）社　長　福地　友衛氏
　（旧）支社長　大木　裕人氏

◎役職名変更
　㈱春光社　　望月　國雄氏（法人）
　（新）相談役
　（旧）会　長

　㈱春光社　　小野寺　忠之氏（個人）
　（新）会　長
　（旧）社　長

　㈱春光社　　望月　敏弘氏（個人）
　（新）社　長
　（旧）副社長

　㈱ＮＫＢ　　滝　久雄氏（法人）
　（新）会　長
　（旧）社　長

　㈱ＮＫＢ　　八木澤　昌二氏（個人）
　（新）社　長
　（旧）副社長

　㈱ＮＫＢ　　斉藤　竹史氏（個人）
　（新）専務取締役
　（旧）常務取締役

◎住所変更
　㈱日本広明社
　　〒101-0061　千代田区三崎町２－４－１

ＴＵＧ－Ｉビル６Ｆ
　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ変更なし

　㈱電通アドギア
　　〒10�-0061　中央区銀座８－ 21－１

住友不動産汐留浜離宮ビル５Ｆ
　　　　ＴＥＬ ０３－５５６５－５５１０

ＦＡＸ ０３－５５６５－５５１７

◎退会
　㈱東西社　　　　会長　桃川　龍一氏（法人）

　エフ　アイ　ピー㈱
社長　前池　輝昭氏（法人）

　㈱ジェイアール東海エージェンシー
社長　石塚　正孝氏（法人）


