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ライラックまつりが終わると札幌大通公園では札幌市花壇推進組合員による大通公園コンク

ール花壇造成が行われます。夏到来、ビアガーデンの季節を迎えます。

協会は５月２７日（金）、定期総会及び創立４０周年記念講演会・シンポジウム、記念祝賀会

を予定どおり開催して会員の協力を得て無事終了いたしました。会員各位には御礼を申し上げま

す。また、講演会・シンポジウムでは約１７０名のご参加をいただきました。感謝申し上げます。

協会は大幅な役員改選、組織見直し等を含め、今後は体制を強化して会員向け、一般道民に有

益な事業を展開してまいりますので、ご支援をお願いいたします。

日 時：５月２７日（金）１３：００～

場 所：札幌全日空ホテル ３階「鳳の間」

受賞者：高野 文彰 氏（高野ランドスケーププランニング ㈱ 代表取締役会長）

理 由：北海道の風土に根ざしたランドスケープデザインを創出し、北海道ガーデンショ

   ーを世界的なイベントとして確率させるなど、造園緑化業界の発展に多大な貢献

された功績を称えるもの。
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日 時：上記に同じ

場 所：札幌全日空ホテル ３階「鳳の間」

正会員出席者：７６名（うち委任状２６名）

祝 辞：・国土交通省 北海道開発局 事業振興部 調整官 浜本  聡 様

    ・北海道建設部 まちづくり局長        本田 弘幸 様

    ・札幌市建設局 みどりの推進部長       北原 良紀 様

  

日 時：同日 ２:１５～

場 所：札幌全日空ホテル ３階「祥雲の間」

平成２８年度 定期総会

平成２８年度 第２回 理事会

開会挨拶 会長 森正志

祝辞 国土交通省 北海道開発局

事業振興部 浜本 聡調整官

祝辞 北海道建設部

本多 弘幸まちづくり局長

祝辞 札幌市建設局

北原良紀みどりの推進部長

議 長 佐藤 伸一 氏

副議長  嘉屋 幸治 氏 平成２８年度 定期総会 会場
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理 事：１６名（うち同意書 １名）

議 案：会長理事、副会長、専務理事、常務理事の選任等

   新役員：会長理事 廣部 悟志（㈱南香園 代表取締役）就任

       副会長  嘉屋 幸浩（㈱園建 代表取締役）重任

       副会長  四宮  繁（㈱四宮造園 代表取締役社長）就任

       副会長  神原 喜好（北海日植㈱ 代表取締役）就任

       専務理事 堀野 史夫（（一社）北海道造園緑化建設業協会 専務理事）重任

       常務理事 古瀬 和由（前札幌市職員）就任

       理事   池田 智仁（㈱真栄造園 代表取締役）重任

       理事   梶尾  求（㈱梶尾花園 代表取締役）就任

       理事   熊谷 雅人（雪印種苗㈱ 環境緑化部次長）就任

       理事   佐々木 一敏（㈱サンコー緑化 代表取締役）重任

       理事   高木 和明（㈱高木園芸 代表取締役）重任

       理事   武田  久（㈱札幌ニット 代表取締役）重任

       理事   廣澤  隆（㈱道南レミック 代表取締役）就任

       理事   福地 弘明（北海道グリーン工業 代表取締役）就任

       理事   三栖 裕司（㈱宝樹造園 代表取締役）就任

       理事   吉田 英司（㈱ヨシダ造園緑化 代表取締役）重任

会長・副会長並びに常務理事（就任）

新しく就任された理事

開催日は定期総会と同じ５月２７日（金）、札幌全日空ホテルにて

基調講演：

時 間：１５：３０～（６０分間）３階「鳳の間」 参加者 １７０名

演 題：「これからの 『みどり』の方向性について」

創立４０周年記念「講演会＆シンポジウム」

廣部会長 嘉屋副会長 四宮副会長

廣部会長

神原副会長 古瀬常務理事

熊谷理事 廣澤理事 福地理事 三栖理事梶尾理事
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講 師：涌井 史郎（雅之）氏（造園家・東京都市大学 環境情報学部 教授）

シンポジウム：

時 間：１6：4０～（９０分間）３階「鳳の間」 参加者 １７０名

演 題：「北海道 みどりの展望」

パネリスト（４名）

・涌井 史郎（雅之）氏

・坂井 文 氏（東京都市大学 都市生活学部 教授）

・小笠原 春人 氏（登別市長）

・森 正志（（一社）北海道造園緑化建設業協会 前会長）

コーディネーター

・高野 文彰 氏（高野ランドスケーププランニング ㈱ 代表取締役会長）

時 間：１8：３０～ ３階「祥雲の間」 出席者８６名

挨 拶： 前会長 森 正志

祝 辞：・国土交通省 北海道開発局 事業振興部 調整官 浜本  聡 様

    ・北海道建設部 まちづくり局長        本田 弘幸 様

    ・札幌市建設局 みどりの推進部長       北原 良紀 様

創立４０周年記念祝賀会

講師 涌井 史郎（雅之）氏 講演会の模様

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 高野氏（左）

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 森会長（右）

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 涌井氏（左）

坂井氏（中）、小笠原氏（右）

涌井史郎（雅之先生には

パネリストとしてもご参加

パネリスト・コーディネータ

ー 事前打ち合わせ

パネリスト・コーディネータ

ー 事前打ち合わせ
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スピーチ： 北海道議会造園緑化推進議員会 幹事長

（北海道議会議員・自民党）        千葉 英守 様

      北海道議会造園緑化推進議員会 事務局長

（北海道議会議員・自民党）        丸岩 浩二 様

      高野ランドスケーププランニング㈱ 代表取締役会長

                           高野 文彰 様

第 1 回 正副会長会議

日 時：５月 9 日（火）１６：００～

場 所：北造協 事務局   

第１回 理事会

日 時：５月１３日（金）１４：５７～

場 所：ホテルポールスター札幌 ３階「ハーモニー」

５月の会議（定期総会以外の会議）

スピーチ 千葉 英守 様 スピーチ 丸岩 浩二 様 スピーチ 高野 文彰 様
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報告事項はございません

平成２８年度 定期総会（札幌支部）・幹事会（三役選任）

日 時：５月１３日（金）１３：００～

場 所：ホテルポールスター札幌

平成２８年度 第３回幹事会（札幌支部）

日 時：５月２４日（火）１６：００～

場 所：太平洋興発ビル ６階貸会議室

（一社）日本造園建設業協会北海道総支部及び北海道支部 平成２８年度 定期総会

日 時：５月１２日（木）１３：００～

場 所：札幌第一ホテル

報告事項はございません   

官庁 挨拶回り

日 程：６月８日（水）９:３０～

訪問先：北海道庁 他

第２回 正副会長会議

日 時：６月８日（水）１３：００～

場 所：北造協 事務局

第３回 理事会

日 時：７月１日（金）１５：００～

場 所：ホテルポールスター札幌  

主催 （一社）北海道造園緑化建設業協会

共催 （一社）日本造園建設業協会北海道総支部

日時 平成２８年１０月２１日（金）午後１時～４時４５分

場所 札幌エルプラザ ３階ホール（札幌市北区北８条西３丁目）

５月の委員会等（日程順）

５月 各地区の事業報告

関係行政機関・団体等の事業等報告

北造協同好会から事業報告

今後の予定（日程順）

予告 平成 28 年度 若年者・女性入職者のための「造園講演会」

（若年者層参加を呼びかけますが、どなたでも参加できます。）

造園ＣＰＤ

申請予定
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参加無料 受付は９月に入ってから開始いたします

定員 ３００名

北造協 みどりの釣同好会「春季船釣り大会」

日 時：6 月１１日（土）石狩花畔埠頭 出航 5：３０（集合５:００）

場 所：石狩市厚田沖

会 費：＠１０,０００円

北造協 ゴルフ同好会「第１回ゴルフ大会」

北造協同好会（予定）
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日 時：７月４日（月）スタート８：３０（集合７:３０）

場 所：札幌リージェントゴルフ倶楽部（新コース）

参加費：＠３,０００円

プレー代：＠１１,６９０円（各自払い）カート・キャディ付、弁当・１ドリンク付き

ルール：ダブルペリア方式

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

（会員数 ７６社 ５月３１日現在）

報告すべき事項はございません    

報告すべき事項はございません   

慶弔等の連絡は入っておりません

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、５月１日～５月３１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 ５月 １日 「北造協ニュース」第１３９号 送信・HP 掲載

② ５月 ６日 「道の新しい総合計画に関する地域説明会の開催について」

（北海道総合政策部より【ご案内】）

③ ５月１９日 「春季船釣り大会」開催案内（みどりの釣同好会より）

④ ５月２０日 「第１回ゴルフ大会」開催案内（ゴルフ同好会より）

⑤ ５月２６日 「非正規労働者処遇改善ステップアップ事業にかかる冊子」

       （北海道経済部雇用労政課の委託事業）

⑥ その他、随時連絡 その他ファックスでもご連絡しております。

広報誌「みどり」第２３号（新春号）ホームページに掲載中

各地区の事業（予定）

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

広報委員会よりご案内
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北海道造園懇話会会報「第５５号」ホームページに掲載中

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

掲載例


