
日　程： 5月18日（金）

場　所： ホテルモントレ エーデルホフ札幌（札幌市中央区北2条西1丁目）

【定期総会　12階「ルセルナホール」】13：30～

出席者： 正会員　76名（総会出席者36名、委任状40名）

理事・監事　理事13名・監事2名

特別会員　出席5社・賛助会員　出席3社

来　賓： 国土交通省北海道開発局　鎌田 照章様

北海道建設部まちづくり局長　永山 秀明様

札幌市建設局長　河原 正幸様

議長団： 議　長　金谷 泰央氏（㈱金谷造園）

副議長　嘉屋 幸治氏（㈱蔵田喜芳園）

議事録署名者：議長及び出席の監事

議　案： （すべての議案は満場一致で承認可決されました。）

1 報告事項

報告第１号　平成30年度事業計画案及び収支予算について

2 審議事項

議案第1号　定款の一部改定について
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議案第2号　常勤の役員の報酬等に関する規程の一部改正について

議案第3号　平成29年度事業報告及び収支決算報告について

議案第4号　役員の改選について

3 その他

なし

【懇親会　12階「ベルクホール」】18：00～

祝辞 国土交通省北海道開発局

鎌田 照章様

祝辞 北海道建設部まちづくり局長

永山 秀明様
祝辞 札幌市建設局長

河原 正幸様

開会挨拶 廣部会長
議 長 金谷 泰央氏

副議長 嘉屋 幸治氏 定期総会 会場の様子

ご挨拶 廣部会長
来賓挨拶

北海道議会議員 千葉 英守様

祝宴乾杯

相談役 岩本 任功様



日　時： 5月18日（金）17：15～

場　所： ホテルモントレ エーデルホフ札幌　12階「ブルックナー・アルト」

出席者： 理事16名（欠席2名）、監事2名

議　案： 1 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任について

2 会長に事故等あるときの会長の職務代行の副会長の順位について

【新役員】

廣部　悟志　（㈱南香園　代表取締役）重任

嘉屋　幸浩　（㈱園建　代表取締役）重任

四宮　　繁　（㈱四宮造園　代表取締役社長）　重任

神原　喜好　（北海日植㈱　代表取締役）　重任

加藤　建一　（前北海道建設部施設整備担当局長）就任

古瀬　和由　（(一社)北海道造園緑化建設業協会　常務理事）　重任

池田　智仁　（㈱真栄造園　代表取締役）　重任

梶尾　　求　（㈱梶尾花園　代表取締役）　重任

佐々木一敏　（㈱サンコー緑化　代表取締役）　重任

高木　和明　（㈱高木園芸　代表取締役）　重任

武田　　久　（㈱札幌ニット　代表取締役）　重任

畑山　浩二　（日本緑化工㈱　代表取締役）　就任

廣澤　　隆　（㈱道南レミック　代表取締役）　重任

福地　弘明　（北海道グリーン工業㈱　代表取締役）　重任

理 事

理 事

理 事

常務理事

理 事

理 事

理 事

理 事

会 長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

専務理事

理 事

平成30年度 第2回理事会

スピーチ

北海道議会議員 東 国幹様
中締め

顧問 三木 正俊様 懇親会 会場の様子



三栖　裕司　（㈱宝樹造園　代表取締役）　重任

吉田　英司　（㈱ヨシダ造園緑化　代表取締役）　重任

大川　澄雄　（アルファ電建㈱　代表取締役）　重任

佐藤　伸一　（㈱佐藤萬香園　代表取締役）　就任

◆会長・副会長（重任）

◆新しく就任された専務理事・理事・監事

平成30年度　定期総会（北造協札幌支部）

日　時： 5月8日（火）15：30～

場　所： ホテルポールスター札幌

出席者： 正会員　39名（総会出席者27名、委任状12名）

理 事

理 事

監 事

監 事

5月 各地区の事業報告

廣部 悟志 会長 嘉屋 幸浩 副会長 四宮 繁 副会長 神原 喜好 副会長

加藤 建一 専務理事 畑山 浩二 理事 佐藤 伸一 監事



モンゴル国立庭園公園生活環境保全林造成事業

日　程： 5月12日（土）～5月17日（木）　6日間

場　所： モンゴル国ウランバートル市（国立庭園公園）

出席者：　北造協より、古瀬和由常務理事が出席致しました。

「最初が肝心！！造園の仕事を知ろう」出前講座

日　時： 5月31日（木）14：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

主　催： （一社）日本造園建設業協会

講　師： （一社）日本造園建設業協会女性活躍推進部会長　酒井 一江氏

出席者：　32名

【第一部】　講座「造園建設業の仕事入門と「二人三脚ワーキング」を使って

【第二部】　みんなでディスカッション

関係行政機関・団体の事業報告

嘉屋総支部長の開催挨拶を聞く、

講座参加のみなさん 講師 酒井 一江氏



報告すべき事項はございません

正副会長会議

日　時： 6月7日（木）11：00～

場　所： 北造協　事務所

官庁挨拶廻り

日　時： 6月7日（木）13：00～

第3回　理事会

日　時： 7月6日（金）15：00～

平成30年度 春季船釣り大会

日　時： ６月9日（土）5：00集合／5：30出港・13：00帰港予定

場　所： 石狩花畔埠頭

会　費： 10,000円

※参加申し込みは、６月1日（金）までに、大会幹事 ㈱市川造園・市川様まで。

㈱市川造園　TEL（011）783-5411／FAX（011）783-5415

北造協同好会（予定）

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

第一部 講座の様子 第二部 ディスカッションの様子



平成30年度 北造協第１回ゴルフ大会

日　時： 6月15日（金）8：30集合／9：03スタート

場　所： 芙蓉カントリークラブ（札幌市清田区有明463-7番地）

℡（011）884-8002

参加費： プレー代 　お一人様　14,688円（各自払い）※キャディ、カート付・お弁当＋1ドリンク付き

参加費　3,000円

その他各自負担

※参加申し込みは、6月8日（金）までに、大会幹事 ㈱蔵田喜芳園・嘉屋様まで。

㈱蔵田喜芳園　TEL（011）886-8235／FAX（011）886-8245

E-mail：　k_kaya@sky.plala.or.jp

第2回　幹事会（北海道造園懇話会）

日　時： 6月14日（木）

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

札幌市関係機関挨拶廻り（北造協札幌支部）

日　時： 6月5日（火）

正会員1社、特別会員2社が加入されました。

・㈱藤樹園（正会員）

・ハスクバーナ・ゼノア㈱北海道支店（特別会員）

・カネコ種苗㈱札幌支店（特別会員）

※5月31日現在　正会員76社/特別会員6社/賛助会員8社（者）

正会員　雪印種苗㈱　代表取締役社長の変更（平成30年4月28日）

赤石　真人 氏　→　高山　光男 氏

会員の異動等

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



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、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 「北造協ニュース」第163号　送信・HP掲載

② 「平成30年度_第1回ゴルフ大会」のご案内について

（北造協ゴルフ同好会より）

③ 平成30年度工事着工期における建設産業交通事故防止総ぐるみ運動について

（（一社）北海道建設業協会より）

④ 「ＣＯ２削減/ライトダウンキャンペーン」の実施について

（北海道環境生活部長より）

⑤ 「北海道建設産業支援プラン2018」の平成30年度推進事業等について

（北海道建設部より）

⑥ H30ビオトープ管理士資格試験およびセミナーのお知らせ

（（公財）日本生態系協会より）

⑦ 「平成30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）

⑧ 「平成29年度版 北海道における建設業の概況」について

（北海道建設部より）

⑨ 「暴力団排除マニュアルと暴追センターだより」について

（（公財）北海道暴力追放センターより）

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27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57号」ホームページに掲載中

5月28日

5月30日

5月24日

5月8日

5月10日

5月11日

5月1日

5月1日

5月7日

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※


