
開催日： 10月21日（金）

場　所： 京王プラザホテル札幌　3階「扇の間」　参加者　160名

≪第1部≫

時　間： 13：00～14：30

演　題： 『横浜市に学ぶ　緑のサイクルについて』

講　師： 吉田 哲夫氏 （公益財団法人 横浜市みどりの協会 理事長・元横浜市都筑区長）

≪第2部≫

時　間： 14：40～15：10

演　題： 『造園工事業における女性職員の現状と展望』

講　師： 酒井 一江氏 （㈱淡窓庵 代表取締役・日造協顧問 女性活躍推進部会 部会長）

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会

HOKUZOUKYOU NEWS

総務委員会

平成28年度 造園技術講演会

第１部 講演会の模様講師 吉田 哲夫氏



≪シンポジウム≫

時　間： 15：10～16：45

演　題： 『酒井氏を囲んで若手女性 大いに語る』

コーディネーター

・酒井 一江氏

パネリスト（4名）

・赤嶺 太紀子氏 （高野ランドスケーププランニング㈱）

・熊谷 怜奈氏 （(公財)札幌市公園緑化協会）

・田中 由香利氏 （㈱北海道造園コンサルタント）

・春木 ことえ氏 （㈱横山造園）

講師 酒井 一江氏 第2部 講演会の模様

シンポジウムの模様 パネリストの皆さん 会場の様子



オホーツク総合振興局との意見交換（要望）

日　時： 10月5日（水）14：00～

※船橋賢二道議会議員が同席した。

網走開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月5日（水）15：20～

旭川開発建設部との意見交換（要望）

日　時： １０月6日（木）13：15～

平成28年度 緑化行政に関する意見交換

オホーツク総合振興局との意見交換 船橋議員のあいさつ

網走開発建設部との意見交換 網走開発建設部との意見交換

旭川開発建設部との意見交換伊藤部長のあいさつ



上川総合振興局との意見交換（要望）

日　時： 10月6日（木）14：50～

函館開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月12日（水）14：00～

渡島総合振興局との意見交換（要望）

日　時： 10月12日（水）16：00～

上川総合振興局との意見交換要望書を佐藤副局長に手交

函館開発建設部との意見交換 函館開発建設部との意見交換

要望書を阿部島副局長に手交 渡島総合振興局との意見交換



室蘭開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月13日（木）11：05～

胆振総合振興局との意見交換（要望）

日　時： 10月13日（木）13：06～

釧路開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月19日（水）13：00～

室蘭開発建設部との意見交換 室蘭開発建設部との意見交換

胆振総合振興局との意見交換胆振総合振興局との意見交換

釧路開発建設部との意見交換 釧路開発建設部との意見交換



釧路自然環境事務所との意見交換（要望）

日　時： 10月19日（水）13：45～

釧路総合振興局との意見交換（要望）

日　時： 10月19日（水）15：10～

帯広開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月20日（木）9：30～

釧路自然環境事務所との意見交換

釧路総合振興局との意見交換 釧路総合振興局との意見交換

帯広開発建設部との意見交換 帯広開発建設部との意見交換



十勝総合振興局との意見交換（要望）

日　時： 10月20日（木）10：45～

小樽開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月24日（月）13：00～

後志総合振興局 小樽建設管理部との意見交換（要望）

日　時： 10月24日（月）15：00～

十勝総合振興局との意見交換 十勝総合振興局との意見交換

小樽開発建設部との意見交換 小樽開発建設部との意見交換

後志総合振興局 小樽建設管理部との意見交換 後志総合振興局 小樽建設管理部との意見交換



札幌開発建設部との意見交換（要望）

日　時： 10月25日（火）10：36～

札幌開発建設部　札幌道路事務所との意見交換（要望）

日　時： 10月25日（火）13：10～

日　時： 10月17日（月）13：35～

場　所： 道議会1F　第2委員会室

平成28年度 団体政策懇談会

札幌開発建設部との意見交換

札幌開発建設部 札幌道路事務所との意見交換

札幌開発建設部との意見交換

要望書を小松政調会長に手交 団体政策懇談会



第1回 ホームページ担当小委員会

日　時： 10月3日（月）13：25～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成28年度

総務委員会の活動方針について

2 ホームページのあり方、

管理・運営について

3 その他

第1回 広報担当小委員会

日　時： 10月3日（月）15：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成28年度

総務委員会の活動方針について

2 広報誌「みどり」・

北造協ニュースのあり方、作成等について

3 広報誌「みどり」新春号について

4 その他

第1回 安全等担当小委員会

日　時： 10月4日（火）13：27～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成28年度

総務委員会の活動方針について

2 合同安全大会への関わり方などについて

3 その他

10月の会議

広報担当小委員会

安全等担当小委員会

ホームページ担当小委員会



第1回 研修担当小委員会

日　時： 10月4日（火）15：22～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成28年度

総務委員会の活動方針について

2 経営者研修会の

あり方などについて

3 その他

平成28年度 若手経営幹部研修会 第4回幹事会

日　時： 10月14日（金）15：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成28年度

第2回研修会の開催について

2 建設産業ふれあい展について

3 東北視察研修旅行（平成28年度第1回研修会）について

4 その他

こどものまち「ミニさっぽろ2016」

日　時： 10月1日（土）～2（日）9：00～17：00

場　所： アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

10月 各地区の事業報告

研修担当小委員会

若手経営幹部研修会 第4回幹事会



平成28年度 第2回安全パトロール（北造協札幌支部）

日　時： 10月18日（火）13：30～16：00

場　所： もつき公園、あかね公園

出席者： 会員19社（名）、札幌市みどりの推進部及び10区担当職員6名

主催1名　計26名

平成28年度 「建設産業ふれあい展」に係る打合わせ（第2回）

日　時： 10月18日（火）13：30～

場　所： 道庁別館10階 北海道労働委員会会議室

参加者： 北造協より　細田若手経営幹部研修会幹事長、堀野専務理事　

平成28年度　北造協 第2回ゴルフ大会

日　時： 10月18日（火）　8：00スタート

場　所： 札幌芙蓉カントリー倶楽部

参加者： 21名

　第2回ゴルフ大会が盛況のうちに終了しました。

入賞者は下記のとおりです。

☆今大会には、㈱アイティエス様よりご協賛金を

　頂きました。ありがとうございました。

☆次年度より、ゴルフ大会の会長は

　㈱蔵田喜芳園の嘉屋社長が引き継ぐことと

　なりました。

北造協同好会からの事業報告

表彰式にて、全員で写真撮影

関係行政機関・団体との事業等報告



平成28年度　北造協 秋季船釣り大会

9月の天候不順により延期し、10月8日に開催予定でしたが…またしても天候が悪く、

残念ながら「開催中止」となりました。

第3回 正副会長会議

日　時： 11月7（月）13：30～

場　所： 北造協　事務室

北海道開発局・環境事務所との意見交換

日　時： 11月9日（水）

若手経営幹部研修会 幹事会

日　時： 11月10日（木）16：00～

場　所： 北造協　事務室

総務委員会 安全等担当委員会

日　時： 11月15日（火）13：30～

場　所： 北造協　事務室

HDCP NET

優　勝 91 20.4 70.6大川　澄雄

所　属

アルファ電建㈱

順位 氏　名 GROSS

20.4 71.6

３　位 楠木　富雄 85 13.2 71.8

㈱横山造園

㈱岩崎造園土木

準優勝 吉田　巧 92

10.8 72.2

５　位 西村　卓也 87 14.4 72.6

雪印種苗㈱

㈱岩崎造園土木

４　位 得永　英利 83

25.2 72.8

７　位 森　宜 106 32.4 73.6

㈱共成レンテム

㈱横山造園

６　位 鈴木　憲司 98

73.8

９　位 刈田　晋弥 97 22.8 74.2

㈱宝樹造園

マルミプラス㈱

８　位 三栖　裕司 87 13.2

74.8㈱園建１０ 位 嘉屋　幸浩 100 25.3

今度の予定（日程順）



第4回 理事会、役員等意見交換会・懇親会

日　時： 12月9日（金）15：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

第4回 正副会長会議

日　時： 12月22日（木）16：30～

場　所： 北造協　事務室

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

札幌支部　平成28年度 庭園樹剪定技術講習会

日　時： 11月11日（金）9：00～15：00

場　所： 平岡樹芸センター（札幌市清田区平岡4条3丁目）

※参加申込は、終了しました。

報告すべき事項はございません。（会員数　76社　10月31日現在）

賛助会員　㈱トータルネットワーク　代表取締役の変更

小島 龍雄　様　→　小島 恭平　様

北造協同好会（予定）

各地区の事業（予定）

関係団体の事業（予定）

会員の異動等

社名及び代表者の変更

関係行政機関・団体の事業（予定）



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、10月1日～10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 「北造協ニュース」第144号　送信・HP掲載

② 「平成29・30年度札幌市競争入札資格 登録申請の受付実施」について

※札幌支部会員のみ　（札幌市財政局管財部契約管理課より）

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

広報誌「みどり」第24号（夏号）ホームページに掲載中

北海道造園懇話会会報「第55号」ホームページに掲載中

10月25日

10月3日

会員の慶弔等のお知らせ

インデックス

総務委員会よりご案内



広報誌「みどり」への広告・情報提供等の掲載をご希望の会員、特別会員及び

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下さい。

・発行回数：年2回（新春号・夏号）

・発行部数：各1,100部　

【広告掲載サイズ/価格】 1ページ ￥80,000-

1/2ページ ￥40,000-

1/4ページ ￥20,000-

※広告掲載例※


