
日　程： 6月1日（木）～6月3日（土）2泊３日

視察先： 横浜（全国都市緑化よこはまフェア・リサイクルプラント等）

東京（南池袋公園・銀座シックス 屋上庭園・歌舞伎鑑賞等）

参加者： 14名

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

「全国都市緑化よこはまフェア」視察研修

横浜公園入口

日本庭園「彼我庭園」 16万本のチューリップガーデン

日本庭園｢彼我庭園｣

かつて横浜市が友好と平和のメッセージとして海外各地に送った

ピースランタン(雪見灯籠)をはじめ、

横浜と花の歴史を物語るユリの展示をしています。

１６万本のチューリップガーデン

市民の皆さんと一緒に植えた１６万本

のチューリップが３月下旬～４月中旬

に咲き誇り、また、ライトアップによ

る夜の演出も綺麗です。

横浜公園



全国都市緑化フェア推進課

河岸課長 フェアの説明をして頂きました

シンボルガーデン「ガーデンベアの庭」

シンボルキャラクターのガー

デンベアをモチーフにした、

よこはまフェアのシンボル

ガーデンです。

全国都市緑化フェアとは
国民ひとり一人が緑の大切さを認識するとともに、花や緑を守り、楽しみながら知識を深め、緑がもたら

す快適で豊かな暮らしがある街づくりを進めるための普及啓発事業として、国土交通省提唱のもと、昭和

５８年（１９８３年）から毎年、全国各地で開催されている花と緑の祭典です。

赤レンガ倉庫

「Special Lily for You～あなただけに～」（よこはまフェア協賛展示）

創立１２５年の総合園芸会社の横浜植木㈱がユリの歴史、また幻のユリ「マドンナリリー」の復活にかけ

た物語を紹介する企画展。実物のマドンナリリーの豪華でありながら繊細な白は日本人として誇らしい限

りです。

また、遺伝子工学の応用で誕生したサントリーブルーローズアプローズには不思議な妖艶さを感じました。

象の鼻パーク



山下公園

ガーデンベア立体花壇

港の見える丘公園

香りの庭 イングリッシュローズの庭

里山ガーデン

横浜市グリーン事業協同組合のリサイクルプラント見学

横浜市の公共工事で出た伐採木、

剪定枝等を受け入れて堆肥の製品

化をして販売しているそうです。

分別の種類を細かく指定しており

製品の安定化を図る為、民間から

の受け入れは行っていないとのこ

とでした。

GINZA SIX 屋上庭園 歌舞伎鑑賞

屋上全体を眺望施設と庭園で構成しており、とても

よい環境でしたが、話題の商業施設だけあってとて

も混雑していました。

歌舞伎座にて

休憩を挟んで、３作品約４時間強の鑑賞。



日　時： 6月12日（月）13：20～

場　所： 道庁本庁舎・別館、空知総合振興局札幌建設管理部

第1回 総務委員会

日　時： 6月9日（金）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

議　題： 1 事業の推進状況及び平成29年度事業計画について

① よこはまフェア視察研修の

状況について

② 広報誌みどりについて

③ ホームページについて

④ フォトコンテストについて

⑤ 安全手帳の見直しについて

⑥ 経営者研修会について

2 その他

第1回 正副会長会議

日　時： 6月12日（月）15：50～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度定期総会、懇親会の

状況について

2 全国都市緑化よこはまフェア視察研修の状況について

6月の会議

道 挨拶回り

平野知事室長と面談 岸まちづくり局長と面談

第1回 総務委員会

第1回 正副会長会議



3 平成29年度事業の実施について

① 造園技術講演会について

② 平成29年度緑化行政に関する要望について

③ プロモーションビデオを活用した出前講座について

④ その他

4 その他

① 今後の行事予定について

② その他

若手経営幹部研修会　第1回幹事会

日　時： 6月27日（火）16：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 研修会の開催について

2 平成29年度

建設産業ふれあい展について

3 （公社）日本造園学会北海道支部大会について

4 その他

第1回 事業委員会

日　時： 6月30日（金）14：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

議　題： 1 平成29年度事業の実施について

① 造園技術講演会について

② 若手経営幹部研修会について

③ 女子会の立上について

2 その他

・今後の行事予定

札幌市関係機関挨拶回り（北造協札幌支部）

日　時： 6月6日（火）9：00～14：15

訪問先： （公財）札幌市公園緑化協会、各区土木センター、建設局

6月 各地区の事業報告

若手経営幹部研修会 第1回幹事会

第1回 事業委員会



平成29年度　第1回総務委員会（北造協札幌支部）

日　時： 6月23日（金）15：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成28年度 総務委員会

事業報告について

① 第1回 街路樹剪定現場

安全パトロール

② 第2回 公園造成現場安全パトロール

2 平成29年度 総務委員会事業について

① 第1回 街路樹剪定現場安全パトロール

② 第2回 公園造成現場安全パトロール

3 その他

平成29年度　第1回事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 6月28日（水）15：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度 事業委員会事業について

① 街路樹剪定講習会

② 庭園樹剪定講習会

③ 経営者研修会

④ 現場代理人研修会

⑤ ミニさっぽろ

2 その他

第2回 北海道造園懇話会幹事会

日　時： 6月14日（水）16：00～

場　所： 札幌市みどりの推進部 中会議室

議　題： 1 役員の一部変更について

2 平成29年度事業実施について

① 見学会について

関係行政機関・団体の事業

第1回 総務委員会

第1回 事業委員会



② 会報の発行について

③ その他

札幌市　第64回「大通公園花壇コンクール」

6月24日（土）10：00～

大通公園（札幌市中央区大通公園西1丁目～7丁目）

主 催 者 ： 札幌市花壇推進組合

39社（参考花壇含む2社：市長賞連続3回受賞）

参考花壇 参考花壇

市長賞 市長賞

テーマ：
　北国から花の星の帰郷に戯れる花摘みの妖精

審 査 日 ：

テーマ：くじら親子の北海道旅行 テーマ：雨の降る花壇

テーマ：I　LOVE　SAPPORO

開催場所：

参加花壇：

㈱市川造園 ㈱横山造園

㈱四宮造園 ㈱園 建



市長賞 市議会議長賞

組合長賞 組合長賞

テーマ：夏 !夏 !夏 !（夏の暑さを表現しました）

組合長賞

テーマ：南区八剣山の夏景色をイメージ

テーマ：さわやかな初夏の札幌

テーマ：涼風

テーマ：花と野菜の庭

雪印種苗㈱ ㈱岩本石庭

マルミプラス㈱ ㈱豊島造園（会員外）

㈱南香園



札幌市都市緑化基金賞 札幌市都市緑化基金賞

札幌市都市緑化基金賞

努力賞 努力賞

テーマ：アクアリウム テーマ：和風庭園と花の融合

テーマ：自然あふれる北海道の風景

テーマ：左右対称の花壇 テーマ：花咲く丘とツリーハウス

㈱佐藤萬香園 ㈱山吉高島造園

㈱真栄緑化土木

横浜植木㈱北海道支店 ㈱平野造園



努力賞 努力賞

努力賞

審査員長賞 審査員長賞

テーマ：
雨の降り始め、水たまりに描く「波紋」を表現

テーマ：砂漠の中のお花のピラミッド

テーマ：ホッコリと衝撃的に

テーマ：北の大地札幌 テーマ：北国の初夏向け花壇

㈱集楽園 ㈱北海道造園コンサルタント

㈱テクト（会員外）

緑化デザイン㈱ ㈱札幌採種園（会員外）



平成29年度　北造協 第1回ゴルフ大会

日　時： 6月13日（火）8：59スタート

場　所： 滝のカントリークラブ

参加者： 20名

平成29年度　第34回みどりの釣同好会　春季船釣り大会

日　時： 6月24（土）5：00出港　13：00帰港

場　所： 石狩花畔埠頭出港→厚田沖→浜益沖

参加者： 6名（順延になったので参加者は少なめでした）

当日は波も穏やかで釣りには絶好の日和でした。釣果も写真のとおり大漁で大満足！  

最近流行の仕掛け「タイラバ」にも数多くヒットしていました。

Ｂ.Ｍ 吉村　史明 横浜植木㈱ 4.4 43 ソイ

４位 細樅　健太 ㈱四宮造園 5.9 51 ソイ

Ｂ.Ｂ 竹村　繁明 岩崎造園土木㈱ 5.2 48 ソイ

6.8 55 ブリ

３位 松原　幸治 ㈱市川造園 5.8 48 ソイ

3尾総重
量

（㎏）

魚種身長
（㎝） 備考

優　勝 市川　俊明 ㈱市川造園 7.3 64 ブリ

㈱札幌ニット

㈱南香園

㈱共成レンテム営業本部

マルミプラス㈱

順　位 氏　名 所　　属

準優勝 角田　紀貴 ㈱四宮造園

76.8

75.2

75.2

75.8

76.2

22.8

22.8

順　位 氏　名 所　　属

8位

9位

10位

優　勝

準優勝

３位

４位

5位

6位

7位

廣部　悟志

鈴木　憲司

刈田　晋弥

㈱園建

102

81

85

83

91

95

25.2

10.8

16.8

98

98

101

93

14.4

12.0

25.2

㈱岩崎造園土木

16.8

20.4

70.2

70.6

71.0

74.2

74.6

TOTAL HDCP NET

嘉屋　幸浩

武田　久

佐藤　伸一

久惠　信一

得永　英利

荒井　研

楠木　富雄

㈱佐藤萬香園

日本体育施設㈱北海道営業所

雪印種苗㈱

マルミプラス㈱

北造協同好会からの事業報告

優勝の佐藤氏と準優勝の久惠氏



第2回 事業推進委員会

日　時： 7月5日（水）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 「発寒西公園再整備工事」の撮影について　ほか

総務委員会・第1回安全等担当小委員会

日　時： 7月10日（月）10：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 安全手帳の改訂について　ほか

総務委員会・第1回研修担当小委員会

日　時： 7月10日（月）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 経営者研修会について　ほか

正副会長会議

日　時： 8月24日（木）13：00～

今後の予定（日程順）

優勝者に市川！ソイにブリ シマゾイ ソイ

参加者全員大満足の釣果！ 大漁大漁♪ 豪華賞品と記念撮影

9月9日（第二土曜日）「第35回秋期みどりの釣大会」を開催致します。

会員の皆様、多くのご参加をお待ちしております。



平成29年度 北造協第2回ゴルフ大会

日　時： 9月12日（火）8：31スタート

平成29年度 第35回秋期みどりの釣大会

日　時： 9月9日（土）

現在、予定はございません。

平成29年度 地区懇談会（北造協札幌支部）

日　時： 7月3日（月）・4日（火）16：00～

会員区： 3日（月）：中央区・豊平区・南区・西区・手稲区

4日（火）：北区・東区・白石区・厚別区・清田区

場　所： 懇談会：太平洋興発ビル6F　会議室

懇親会：魚道楽二条市場店（南3東1）

報告すべき事項はございません。（会員数　75社　6月30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

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 「北造協ニュース」第152号　送信・HP掲載6月1日

会員の異動等

北造協同好会（予定）

関係行政機関・団体の事業（予定）

各地区の事業（予定）

会員の慶弔等のお知らせ

社名及び代表者の変更

インデックス



② 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を

改正する指針等について」

（厚生労働省 北海道労働局より）

③ 平成29年度「外国人労働者問題啓発月間」の実施について

（厚生労働省 北海道労働局より）

④ 【日程変更】「平成29年度 春季船釣り大会」のご案内について

（みどりの釣同好会より）

⑤ 「現場必携手帳等のご案内について」

（（一財）経済調査会　北海道支部より）

⑥ 研究会「みどりづくりをふりかえる」のご案内について

（日本造園学会　北海道支部より）

⑦ 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策の推進について」

（北海道労働局より）

⑧ 「職場における熱中症による死傷災害の発生防止について」

（北海道労働局より）

⑨ 改正都市公園法・都市緑地法ブロック説明会について

（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課より）

⑩ 外国人の不法就労防止に対するご協力とお願いについて

（法務局札幌入国管理局より）

⑪ 「高度人材ポイント制」による出入国管理上の優遇制度の改正に

伴うご協力のお願い

（法務局札幌入国管理局より）

⑫ 「最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の

周知のお願い」について

（厚生労働省 北海道労働局より）

⑬ 平成29年度「夏の暴力追放運動」の推進方について

（（公財）北海道暴力追放センターより）

⑭ 平成29年飲酒運転根絶リーフレット配付について

（（公社）北海道交通安全推進委員会より）

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

6月23日

6月23日

6月23日

6月22日

6月22日

6月5日

6月5日

6月13日

6月15日

6月19日

6月19日

6月19日

6月19日



広報誌「みどり」第25号（新春号）ホームページに掲載中

北海道造園懇話会会報「第56号」ホームページに掲載中

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※

総務委員会よりご案内


