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ＮＨＫ朝の連ドラ「マッサン」効果で、普段訪れる人は少なかった余市駅前の小公園。軟石で

彫られたヒクマが第 1 号のウヰスキーボトルを手にしている姿が愛らしいと、評判。実は余市

駅にはもう一つ、人気商品があります。駅構内で販売していて“アップルパイ”が、程よい甘さ

で絶品なんです。駅前の旅館の松花堂弁当も人気の様です。

さて、今月５日（日）若手経営幹部研修会と北海道造園懇話会が初コラボで「北海道ガーデン

ショー２０１５ 大雪（だいせつ）」をバス２台で視察研修を実施します。

６月は報告すべき行事はございません。  

第２回 正副会長会議

  日 時：６月１９日（金）

１３：３０～

場 所：北造協 会議室

出席者：森会長、廣部・嘉屋の２副会

長、堀野専務理事、石村常務理

事、伊藤事務局長 計６名

議 題：１ 平成２７年度会議等の開

催予定について

        ２ 平成２７年度要望活動について

    ３ 平成２８年度・２９年度の役員体制について

６月の行事報告

６月の会議報告（日程順）
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    ４ 創立４０周年記念事業について

    ５ 北海道議会造園緑化推進議員会について

    ６ ウランバートル市植林技術支援事業に係る道内研修について

        ７ 平成２７年度北海道社会貢献賞（防災功労者）の推薦依頼について

        ８ その他

（１） 今後の日程について

（２） 平成２６年度決算の「公益目的支出計画実施報告書」提出について

（３） その他   

第２回 技術委員会

日 時：６月２６日（金）１５：００～

場 所：北造協 事務局

出席者：四宮委員長、米山・森の２副委

員長、熊谷・佐々木・畑山の３委

員、石村常務理事 計 7 名

議 題：

１ 平成 26 年度事業について

ア 技術委員会 イ 造園緑化特別委員会 ウ 法面緑化特別委員会

２ 平成 27 年度事業について

ア 造園緑化特別委員会 イ 法面緑化特別委員会

平成２７年度「植生施工管理技士」資格者一覧（企業別）はホームページにも掲載

平成２７年度 植生施工管理技士資格者所属会社

平成２７年５月１日現在

会 社 名 会 社 名

1 長岡造園㈱ 24 (公財）札幌市公園緑化協会

2 日本緑化工㈱ 25 アキタ造園㈱

3 肥土原産業㈱ 26 イガリ建設㈱

4 北海道グリーン工業㈱ 27 池添商事㈱

5 北海道三祐㈱ 28 紀の國建設㈱

6 北海日植㈱ 29 高瀬環境緑化㈱

7 丸三三浦商事㈱ 30 日特建設㈱

8 ㈱阿部造園 31 丸幸ジオテック㈱

9 ㈱アヤメ緑化工業 32 ㈱イハラ

６月の委員会等報告

第２回 技術委員会
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10 ㈱石田兼松八興建設 33 ㈱きら昭建

11 ㈱園建 34 ㈱久保組

12 ㈱グリーンメイクハラダ 35 ㈱グリーントピア

13 ㈱コクサク 36 ㈱ジオックス

14 ㈱サンコー緑化 37 ㈱白糠川研

15 ㈱四宮造園 38 ㈱大芝

16 ㈱スペースデザイン工業 39 ㈱大和開発工業

17 ㈱道建緑化工業 40 ㈱テクノグリーン

18 ㈱道南レミック 41 ㈱十勝緑化樹生園

19 ㈱日本庭園 42 ㈱ヤマシタ

20 ㈱北海日植 43 ㈱緑地保全

21 ㈱横山造園 44 ㈲杉森グリーンシステム

22 ㈱緑土興産 45 ㈲牧造園

23 ㈲伊達松盛園 46 ㈲丸冨

札幌支部 平成２７年度 新年度あいさつ回り

日 時：６月４日（木）９：００～

訪問先：札幌市長・副市長、財政局契約

管理担当局長、管財部・工事管理

室、建設局長、工事担当部・維持

担当部、みどりの推進部、中央区

を含む１０区土木センター、

（公財）札幌市公園緑化協会

   当 方：廣部支部長、嘉屋・佐々木・四

      宮の３副支部長、石村常務理事

計５名

札幌植木造園組合 平成２７年度定期総会

日 時：６月１９日（金）１８：００～

場 所：郷土料理「加賀屋」タカセビル

出席者：１０名（委任状 5 名を含む）

来 賓：北造協より堀野専務理事、石村常務理事

議 案：１ 平成２６年度事業報告及び収支決算報告について

    ２ 平成２７年度事業計画及び収支予算について

各地区の事業報告

関係行政機関・団体との事業等報告

新年度 あいさつ回り
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大通公園花壇コンクール（審査日：６月２７日）札幌市花壇推進組合

◎出展３９組合員

札幌市長賞

㈱市川造園（代表者：市川俊明）、㈱横山造園（代表者：小華和 坦）、

㈱森造園土木（代表者：森 正男）

参考花壇（３年連続市長賞受賞花壇で、組合員の手本として与えられる名称）

㈱四宮造園（代表者：四宮 繁）

札幌市議会議長賞

横浜植木㈱北海道支店（代表者：高倉三州）

組合長賞

雪印種苗㈱（代表者：赤石真人）、㈱蔵田喜芳園（代表者：嘉屋幸治）、㈱園建

（代表者：嘉屋幸浩）

札幌市都市緑化基金賞

㈱細田造園（代表者：松井利紀）、㈱テクト（会員外）、㈱南香園（代表者：廣部悟志）

市長賞 ㈱市川造園 市長賞 ㈱市川造園（北海道新幹線）

市長賞 ㈱横山造園 市長賞 ㈱森造園土木

参考花壇 ㈱四宮造園 市議会議長賞 横浜植木㈱北海道支店
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努力賞

㈱山吉高島造園（代表者：高島利夫）、日本緑化工（代表者：畑山節子）、北海道秋山

造園（代表者：寺山省三）、㈱岩崎造園土木（代表者：西村卓也）、丸三三浦商事（代表

者：刈田晋也）、

組合長賞 雪印種苗㈱ 組合長賞 ㈱蔵田喜芳園

組合長賞 ㈱園建
札幌市都市緑化基金賞 ㈱細田造園

札幌市都市緑化基金賞 ㈱テクト（会員外） 札幌市都市緑化基金賞 ㈱南香園

㈱南香園の見事なマリーＧの植え付け コンクール花壇は枠にもご注目！
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審査員特別推薦賞  ㈱サンコー緑化

努力賞 ㈱山吉高島造園

努力賞 北海道秋山造園㈱

努力賞 日本緑化工㈱

努力賞 ㈱岩崎造園土木

努力賞 丸三三浦商事㈱

審査員特別推薦賞 ㈱サンコー緑化

㈱サンコー緑化

上質のガーデニングセンスが見事

さっぽろ花フェスタで賑わう大通公園
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北造協みどりの釣同好会「春季船釣り大会」

日 時：６月１４日（日）集合 5：００ 出港➔ ５：３０

集合等：石狩花畔埠頭 ⇒ 厚田沖の根魚狙い

第２回 事業委員会

  日 時：７月３日（金）１４：００～

場 所：北造協 事務局

平成２７年度 若手経営幹部研修会「北海道ガーデンショー２０１５大雪」

（北海道造園懇話会との共催）申込締切

日 時：７月５日（日）ＪＲ札幌駅北口広場出発 ８：００

行 程：「上野ファーム」⇒「北海道ガーデンショー２０１５ 大雪」主会場

    札幌到着予定：１７:３０（懇親会場「ポレール」札幌市中央区北３条西２丁目）

平成２７年度 関係機関挨拶回り

  日 時：７月１５日（水）１３：３０～

訪問先：北海道庁、北海道教育委員会教育庁 他

第２回 正副会長会議

  日 時：７月１５日（水）１５：３０～

場 所：北造協 事務局

第１回 運営推進会議

  日 時：７月２４日（金）１５：００～

場 所：太平洋興発ビル ６階貸会議室

北造協 ゴルフ同好会「平成２７年度 第１回ゴルフ大会」案内

日 時：７月２日（木）集合 ７：４５ スタート➔ ８：１４

場 所：札幌リージェントゴルフ倶楽部（新コース）北広島市島松６４１

参加費：＠３，０００円（別途プレー代：＠１１，８９０円）

第１回 地区懇談会 札幌支部

  日 時：７月７日（火）１７：００～

場 所：ネストホテル札幌駅前（札幌市中央区北２条西２丁目９）

北造協同好会から事業報告

今後の予定（日程順）

北造協同好会事業（予定）

各地区の事業（予定）
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第２回 地区懇談会 札幌支部

  日 時：７月９日（木）１７：００～

場 所：ネストホテル札幌駅前（住所、上記のとおり）

第２回 地区懇談会 札幌支部

日 時：７月１５日（水）１７：００～

場 所：ネストホテル札幌駅前（住所は、第１回に同じ）

北海道造園懇話会 平成２７年度「現場視察見学会」（若手経営幹部研修会との共催）

日 時：７月５日（日）ＪＲ札幌駅北口広場出発 ８：００ 申込締切

行 程：「上野ファーム」⇒「北海道ガーデンショー２０１５ 大雪」主会場

（会員数 ７４社 ６月３０日現在）

６月３０日現在、異動等の連絡はございません。

代表取締役の変更： 雪印種苗 株式会社の代表取締役に赤石 直人 氏が就任なさいま

した（平成２７年６月２４日）。

６月 3０日現在、連絡はございません。

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、６月１日～６月３０日までを掲載します。（未読の受信メールもご確認下さい。）

① ６月 １日 「北造協ニュース」第１２８号 送信・HP 掲載

② ６月 ９日 「公共工事の契約と設計変更に関する講習会」案内

（経済調査会北海道支部より）

③ ６月２２日 「建設工事死亡災害根絶運動の要請について」（北海道労働局より）

その他ファックス等でご連絡しております。

関係団体の事業（予定）

会員の異動等

社名及び代表者等の変更

会員の慶弔等のお知らせ

インデックス
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１ 目 的  あなたが道内にある街路樹やみどりの都市景観、公園緑地、道路などで、美しいと感じられて、

       道外から訪れるお客様に紹介したい場所の写真を募集いたします。

        私ども、北海道造園緑化建設業協会では、みどりのある景観をつくり・守り・育んでいく仕事を行って

       おります。お寄せいただいた作品をもとに、行政機関や団体に「美しい庭園の島」、「美しい街並み」づ

       くりの大切さを訴えてまいります。”おもてなし”、”しつらえの心”のある豊かな北海道づくりのために。

２ 応募締切 平成２７年１０月３０日（金曜日）当日消印有効（ご持参の場合は土日、祝日を除く。）

３ 応募資格 どなたでも応募できます。

４ 撮影場所 北海道内の街路樹・みどりのある街並み・公園緑地・法面植生（切・盛土斜面）等

５ 応募規定・応募方法

∆ 北海道内の街路樹やみどりの都市景観、公園、法面、みどり豊かな街並みをテーマに応募してください

∆ カラープリント四つ切又はＡ４サイズ

∆ 作品は未発表のもので概ね２年以内に撮影されたもの（対象が現存していること・合成や組写真は不可）

∆ 応募票は平成２７年１月に当協会ホームページ上に掲載します（URL: http://www.hokuzoukyou.or.jp)

     応募票に必要事項をご記入のうえ、応募写真の裏面に貼付し、当協会事務局まで郵送又はご持参ください

６ 謝礼 特賞１点（３万円）、入賞５点（副賞）、入選１０点（副賞）、審査員特別賞 若干名

７ 審査 主催者及び主催者が推薦する委員が行います

８ 注意事項 他が主宰するコンテストと同様ですが、１月以降ホームページでご確認ください

９ 主催者 （一社）北海道造園緑化建設業協会

        〒060-0051 札幌市中央区南一条東一丁目２番地１ 太平洋興発ビル ２階（担当 伊藤）

       TEL： ０１１―２２１―４４５１ ／ FAX ： ０１１―２３２―５６１１

       E-mail： lila-1976@hokuzoukyou.or.jp

       URL： http://www.hokuzoukyou.or.jp

広報委員会よりご協力のお願い
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協会ホームページに広報誌「みどり」第２１号（新春号）及び「北造協ニュース」、

北海道造園懇話会会報「５４号」を掲載中。是非、ご覧になってください。

広告掲載・情報提供等、ご希望の会員、特別会員並びに賛助会員がいらっしゃい

ましたら、遠慮なく事務局にお尋ねください。  発行部数：１,１００部

   １ページ  ８０，０００円

   １/２ページ ４０，０００円

１/４ページ ２０，０００円

広報委員会よりご案内


